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スイス連邦共和国チューリッヒ大学獣医学部視察報告

浅 川 満 彦 本

背 旦
ロ
ム

2007 fF 4 )~より，酪農学園大学では大学院改革委

員会(委員長 m川治教授)を設置， 114fに動物看護

学'における対応について種々論議を進めている(浅

川1，2008ab，浅川ら， 2009)。 ところで，国外の動

物看護師の役割について日本獣医師会を代表し，細

井と古賀 (2010)が欧米(豪州含む)5カ所の先行てt:

例を調査したものがあったが，その一事例にスイス

連邦共和国チューリッヒ大学附属旧動物病院で、の

結果が紹介され，受け入れ担当者が Prof. J. -M. 

Hatt (エキゾチック・アニマル，野生窃IJ!jo/)および動

物闘水放館1M物の専門医)で， I訂H万!frh物病院の Clinic

for Zoo Animals， Exotic Pets and Wildlifl巳(以下，

里子生クリニック)主任である。

彼はロンドン大学 RoyalVeterinalY College (以下，

RVC) MSc Wild Animal Health (以下， WAH)課税

(浅川， 2002)の非常勤教員でもあり(なお， Hatt 

教授はこの課程の←j羽生)，この課程を終了した著

者とも親交があった。そのような個人的なて何百から，

細井と古賀 (2010)の報文を目にした直後の 20101，1"-

2月，これまで、の背長説明し，当該大学院の教育実

態調査の可否を打診した。当然ながらすぐに快諾を

得たが(世界中に散らばる WAHコースの修了生の

結束は固し、)，著者の都合で， 日科は再三変更され，

最終調整で， 2011 年 3月 13日から 20日(移動日を

合む出張期間で，実際的な業務は 41=1問)にかけて

の視察計画が岡大学として承認された。

しかし，出発日が 3月 11日の震災直後というこ

ともあり，私は渡航を遼巡したが，これ以上の変更

は相手へ無礼であり，今後の両国の関係にマイナス

になるとの覚悟で余震の続く成問を離陸した。結局，

いくら思い悩んで、も，日本居残り震災現場で優れた

何かが出来るわけでもない。自分の立ち位置で可能

なことをすることだけが，この国の未来につながる

と思い渡航した。

ゆ出股士)':1副大学獣医学部llt獣医学類感染・病Jlll分野

(恥litsuhikoAsakawa) 

チユーリッヒ大学獣医学部に

ついて

チューリッヒ市1はスイス連邦第二の都市として

経済・文化の中心であり，その中に広大なキャンパ

スを備えた総合大学のチューリッヒ大学訪問した

当時， Hatt教授はサノミテイカノレのため，インドネシ

アで霊長類の生態調査中であるとのことを事前に

向っており，対応してくれたのは，准教授 01

Marcus Claussであった。Hatt教授のほかに野生ク

リニックのスタップは数名(見IJのセクションを兼任

するパートタイムあるし、はインターンなども含み

正確には決めにくし、)，マノレクスバf:教授を含む 3名

が若手の獣医師(うち l名はやはり WAH出身の女

性獣医[:IIIOr. Sandra Wengerで彼女も不在)で，あ

とは経験豊かな動物看護MI.i主で、あった。

この動物病院は， 2010年 10月に新たな施設を備

え，増改築されたもので大|法ヨーロッパで、も有数の

大病院に生まれ変わっていたが，新築と言うことで

もあり，スタッフは混乱と活気が泌然‘体となった

状態であった(凶 1，2) 0 著者の勤務先である大学F付

属動物病院学も 2004年に 4)~に 『東洋一」と評さ

れる施設が開院され，その構内の大学院研究拠点

「野生動物医学センターJの施設担当して関わって

Izll チュ!!ッヒ大学獣医学部新動物病院のI-latt教綬

f己;血!の型i; ~I:: クリニック専m診療室とスタップ

(人物に隠れて見えないが忠畜はウサギ)

O:l69-52.17/1I/V500!1論文!JCOPY
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同2 図 iの診療室隣にある専用の入院宅の一つの慨観(左)とJ陀虫類専用ケージ(右)

きたことから，そのような荷揚した状況はよく理解

できる。したがって，本来ならば，このような年一聞

の樹、かるグィジターの相手をしている余裕などは

まったく無かったはずである。 しかし，震災の

ニュースは，この国でも非常に大きく取り上げられ，

教員・学生，それに皆、畜主にも，励ましと激励の暖

かい言葉をlJIき，同情心を持って，彩、の質問や注文

にも完壁に対応、頂いた。

ところで，大学に勤務する彼らは何の不自民lもな

く英語を話すが，外来として動物病院にやってくる

一般人との会話は，当然，ドイツ詔で行う。それも，

ドイツ連邦共和国で用いられるものと異なり，スイ

スドイツ諾と;ffj;される言語で，この大学院で臨床獣

医学(動物看護学を包含)を午ぶ外国人は，その技京

が不可欠となるとのこと。もちろん， E筆中と刻峠し

ない基礎系では英語だけで/.分である。

学位・大学院の組織について

それでは，その大学院教育はどのような形であろ

う。視察目的がこの案件に関わる事なのでF やや詳

細に紹介したい。実は，渡航する前まで日本，ある

いは英国 RVCのような単純なものを思い浮かべて

いたのだが 3 相当込み入っているということが判明

した。詳細iは研究科長に相当する ThomasA. Llltz 

教授(応用生理学)に解説頂いた。

学部ーまず，大学院教育の仕組みを理解するには，そ

の直前となる学部教育4および5年生の段階でのコー

スを理解しなければならない;1) 8iomedical Research， 

2) Small Animals， 3) Fal111 Animals， 4) Paraclinical 

Diagnostics， ，5) Horses， 6) Veterinary Pllblic Health (VPI-I)。

日本の獣医~:部でも取り入れられる教員組織「大講

座」に近い区分けで，高学年学部生の 2年間はこれら

のコースに配属されてそれぞれの特色ある教育を受

ける。これら区分けは，我々がイメージする専攻クラ

スのような大きく，融通性の効かないもので， Llltz教

授によると rundergraduateのMasterJという表現をさ

れていた。これが正規の学位の記載にまで影響を与え

るのかどうかは不明で、あった。

話題から少し離れることをお許し]頁きたいが，学

部の]から 3年までのカリキュラムは， 全学生が共

通で， 1I本の基礎およ.び病態獣医学(一部，応用)の

各科目を学習する。 1年生でも解剖学(組織守:も別に

ある)・牛理学・疫学 ・行動学など専門科目も配置

されることは珍しくもないが，化学・物理・生物学:

などの基礎科目も，獣医学教育への導入が円滑なよ

うに，化学では生化学，物週1学では放射線生物学，

そして生物学では生態学・寄生虫学 (Ocologieund 

Parasitologie)などの中項同的分野が準備されていた

ことが注目された。干寄生虫病字:については 3年生に

なって改めて学習するので，生態学とがi耳目学の面か

らバランス良く寄生虫学が講ぜられていることにp

感心しつつとても羨んだ。

共通の 3年間と修士レベノレに近い 2年間の学部 5

年間を終わった時点で，連邦試験を受け，獣医師の

資格を得る。なお，この大学では 801'1を受け入れ，

ここまで来るのは，毎年， 60名程度であるという。

学部卒後:獣医師の資格を得て，すぐに!肢に就く

ものは希で(数見)，大学院あるいはインターンにな

る。大学院はニつに分かれ， 一つは Dr.med. Vet. (約

80%がここに進む;通常 l年， しばしば 2年間)， 

もう←つは Masterof Medical 8iology On preparation; 

裂するにこの後に来る PhDプログラムの準備コー
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ス;1.5年間)である。前者は!f.'iにドイツ系では伝統

的なもので，名誉的な色彩が強い(ィ笠井， 2011およ

び真方， 2011も参H?il)。後者は完全に同士課程へ進

むための移れ準備のためのもので，医学などを修め

た他分野の学三とと 一緒に学ぶ(この辺は日本と

同じ)。

Graduate schoolは，まさに，この Masterof Medical 

Biology (in preparation)を修了したもののみに用意

された組織であり，スイスの獣医系ではここチュー

リヒ(特に，こちらは LifeScience Zurich Graduate 

School)とベノレンにある。 もちろん，医学系 MDの

PhDに進学するものも少なくないし，獣医系以外の

生命科学(進化学，生態学など)で学位を目指すもの

もし、るとし、う。

このほか獣医師免許を得たものが，まず 1年間の

インターンを経た後に，大学の特別な試験を受け，

レジデント (3年以上の Residencyprograms)となり，

その後，欧州 (EuropeanAssociation of Establishments 

for Veterinary Education: EAEVE)あるいはアメリカ

(American Veterinary Medical Association・ AVMA)

の臨床や病J]!などの専門医になる道もある。

野生ク 二二 、y クと動物園の連携

現場重視の教育で，これは野生クリニックにあっ

ても同様であった。このクリニック(講座)では学外

での教育が盛んで，獣医栄と動物看護学を学ぶ学生

が協同で中近東やアフリカでの調査を兼ねた現地

尖習がよく知られる(図 3)。また，地元チューリッヒ

動物園との連携で，実施の中，インターンの獣医師や

動物看護自ilîが訓練を受けている (1~14 と 5) 。 同動物園

のスタッフも大学の特認、あるいは非常'勤講i':iliのよ

うな身分で，大学の講義もこなしつつ，尖際の診療

もこなす。 著者の視察に刻j;~;下さったのは，獣医時Ilî で、
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図 3 チューリッヒ大学:&動物関クリニックで実施
される実地教育を紹介する型F生クリニック
発行のニュースレター

.'!. ... 

.，.. 
d巴.

図 4 チュリッヒ rh動物悶動物病院シアター(手術宅)にてマルクス准教J受(1ド央)がハマー獣医師(右)と
看護AifiガブP リエラ(左)と要経過観入|涜個体について討論(手術台にあるのは，型f'ctークリニック
定番の吹き矢麻酔セット)，グアナコの状態を見る飼育員
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図 6 チューリッヒ市動物闘の展示の円玉， 2003年に公開されたマソアラ国立公闘の展ぶj泡設。施設内では
キツネザノレやカメレオンなどがJjJ:ti司的飼育され，見'千:者が恨めて近接して観察が出米る

非常勤講師のハマー先生(正式なお名前は失念 3 国

籍ドイツ共和国)と看護師 G油rielaHurlimannさん

であった。ガブリェラさんは同闘勤続 20fj三，動物

看護士の前は，ヒトの看ー談師でチューリッヒ市内の

小児科医院に 5年間勤務していたという。彼女が勤

務した当初は， WJJ物看誰専門の教育機関もなく，そ

のようなililJ度も萌芽状態であったことは想像でき

うるが，それで、も，なぜ，より安定し高給の医療現

場から，このような職岐に飛び込んだ、ので、あろう 。

そのような個人的事情をお聞きするほど親密にな

れなかったのは残念であった。しかし，今後，日本

の野生動物医学や動物看護師の職域を模索する上

で，著者のみならず，同本の関係者にとっても非常'

に有.FFJな契機となったと信ずる。
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