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平成 24 年 9 月 13 日 

第 97 回全国大学獣医学関係代表者協議会資料 

 

【獣医学共通テキスト刊行事業に関する進捗状況報告 2 】 
（平成 24 年 9 月 10 日現在） 

 
獣医学共通テキスト編集委員会 

委員長 橋本善春 
 

【共通テキスト計 51 科目における編集作業の進捗状況】 

 獣医学共通テキスト委員会では、平成 23 年 3 月開催の本協議会における編集作業に

ついての進捗状況報告に続き、その後の各科目の編集進捗状況につき各共通テキスト編

集委員会における状況を再度調査し、その結果を以下に一覧表としてまとめた。 
 現時点までに、各科目編集委員会において編集委員の選定、編集方針と執筆方法の決

定、執筆者の選定、テキストの体裁、頁数、刊行予定時期、出版社等の選定、および電

子テキスト化などについての検討が進められている。 
 
【現在までの進捗状況概略】 （詳細は下記一覧表参照） 
● 現在までに刊行済みのテキスト：6 テキスト、「導入教育・基礎獣医学」（4 科目： 

解剖学、組織学、発生学、動物行動学）、「病態獣医学」 
（1 科目：魚病学）、「応用獣医学」（1 科目：獣医疫学）、 
「臨床獣医学」（0 科目） 

● 編集が進行中のテキスト：37 テキスト、「導入教育・基礎獣医学」（9 科目）、 
「病態獣医学」（6 科目）、「応用獣医学」（7 科目）、「臨床 
獣医学」（15 科目） 

● 編集を検討中のテキスト：   8 テキスト、「臨床獣医学」（8 科目） 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

【刊行済み,および編集が開始された獣医学共通テキスト名等一覧】 
（平成 24 年 9 月 10 日現在） 

 
 
【導入教育・基礎獣医学】（13 科目） 
 「科目名」       「編集委員会代表者」     「執筆者数等」 
1)  獣医学概論    池本卯典(日獣大) 本年 8 月執筆完了，9 月に内容検

討を予定。編集者：池本卯典，執

筆者 7 名：池本卯典，小佐々 学，

岡野昇三，伊藤伸彦，諏佐信行，

羽山伸一，吉川泰弘 
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2)  獣医倫理・動物福祉学 池本卯典(日獣大) 本年 8 月執筆完了，9 月に内容検

討を予定。編集者：池本卯典，執

筆者 8 名：池本卯典，鷲津月見，

伊藤伸彦，吉川泰弘，水越美奈，

村松梅太郎，柿沼美紀，境 政人

3)  獣医事法規 池本卯典(日獣大) 本年 8 月執筆完了，9 月に内容検

討を予定編集者：池本卯典，執筆

者 4 名：池本卯典，牧野ゆき，諏

佐信行，池田秀利 

4)  解剖学 九郎丸正道（東大） 24 年 5 月刊行済み，学窓社，9,000

円（合本），執筆者 12 名：市居 修，

植田弘美，大石元治，九郎丸正道，

五味浩司，佐々木基樹，柴田秀史，

恒川直樹，中島崇行，中牟田信明，

安井 禎，保田昌宏 

5)  組織学 小川和重（大阪府立大） 24 年 5 月刊行済み，学窓社，9,000

円（合本），執筆者 10 名：金井克

晃，保坂善真，谷口和美，小川和

重，齋藤正一郎，日下部 健，美

名口 順，大塚沙織，坂上元栄，

辻尾祐志 

6)  発生学   尼崎 肇（日獣大） 24 年 5 月刊行済み，学窓社，9,000

円（合本），執筆者 5 名：並木由

佳，石井万幾，添田 聡，松元光

春，尼崎 肇 

7)  生理学 志水泰武（岐阜大） 24 年秋完成予定，160 頁，pdf ダ

ウンロード提供予定。  

8)  生化学    志水泰武（岐阜大） 24 年秋完成予定，160 頁，pdf ダ

ウンロード提供予定。 

9)  獣医薬理学   尾崎 博（東大） 25 年１月刊行予定，近代出版，

5,500 円，編集者 5 名：尾崎 博，

池田正浩，伊藤茂男，下田 実，

竹内正吉、執筆者 22 名：浅井史

敏，東 泰孝，池田正浩，伊藤勝

明，伊藤茂男，海野年弘，太田利

男，尾崎 博，唐木英明，北澤太

喜雄，小林晴男，小森成一，佐藤

栄輝，下田 実，鈴木忠彦，竹内

正吉，種池哲朗，中嶋秀満，西村

昌数，古濱和久，堀本泰介，宮本

篤 

10) 動物遺伝育種学 今川和彦（東大） 25 年 2 月刊行予定，朝倉書店，

4,000 円予定，約 200 頁，編集者

3 名：今川和彦，国枝哲夫，鈴木

勝士，執筆者 9 名：今川和彦，国
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枝哲夫，及川卓郎，須田義人，山

田宣永，万年英之，鈴木勝士，稲

葉 睦，大和 修 

11) 動物行動学 森 裕司（東大） 24年4月刊行済み，インターズー，

3,000 円，執筆者 3 名：森 裕司，

  竹内ゆかり，内田佳子 

12) 実験動物学 久和 茂（東大） 25 年 2 月刊行予定，朝倉書店，

5,000 円程度，編集者：久和 茂，

執筆者 14 名：笠井憲雪，佐藤雪

太，上村亮三，黒澤 努，庫本高

志，安居院高志，斎藤 徹，大和

田一雄，猪股智夫，有川二郎，川

本英一，佐々木宣哉，三好一郎 

13) 放射線生物学   藤田道郎（日獣大） 「獣医放射線学教育研究会」が編

 集作業検討中。 

                                                                             
 
【病態獣医学】（7 科目） 
 「科目名」        「編集委員会代表者」      「執筆者数等」 
1)  病理学 山口良二（宮崎大） 編集作業進行中，文永堂，従来の

獣医病理学教科書を基にして共

通テキスト対応教科書として刊

行予定。 

2)  免疫学 松本安喜（東大） 25 年 11 月刊行予定，緑書房，

3,000 円，編集者 2 名：松本安喜，

池田輝雄，執筆者 17 名：小川健

司，田仲哲也，後藤康之，清水 隆，

岡本まり子，間 陽子，下島昌幸，

横山直明，前田貞俊，田中あかね，

杉浦喜久弥，保田昌宏，近内 覚，

岡村雅史，岡本 実，松本安喜，

池田輝雄 

3)  微生物学 福士秀人（岐阜大） 25 年 2 月刊行予定，文永堂，編

集委員 4 名：福士秀人，芳賀 猛，

前田 健，村瀬俊之，執筆者 33

名：加納 累，関崎 勉，菊池直

也，後藤義孝，高瀬公三，佐藤久

聡，三澤尚明，山口剛士，山崎伸

二，重茂克彦，小川晴子，乘峰純

三，水谷哲也，石原加奈子，石黒

直隆，泉對 博，前田 健，倉園

久生，村上賢二，村瀬敏之，猪島

康雄，田原口智士，田口文広，田

村 豊，田島朋子，度会雅久，白

井淳資，迫田義博，福士秀人，片
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岡 康，宝達 勉，堀内基広，堀

本泰介 

4)  家禽疾病学 中村菊保（鶏病研究会報編集 

           委員長）

鶏病研究会報編集委員会，「鳥の

病気 8版」を基にコアカリ準拠「家

  禽疾病学」を刊行する。 

5)  魚病学 児玉 洋（大阪府立大） 24 年 3 月刊行済み，緑書房，3,800

円，編集委員 4 名：児玉 洋，川

本恵子，森友忠昭，和田新平 

6)  動物感染症学 福士秀人（岐阜大） 26 年 2 月刊行予定，近代出版，

編集委員 6 名：福士秀人，杉山 

誠，末吉益雄，泉對 博，芳賀 

猛，前田 健，村瀬敏之，執筆者：

確認中 

7)  寄生虫病学 野中成晃（宮崎大） 「寄生虫病学共通テキスト作成

WG」, 26 年 3 月刊行予定，緑書

房，編集者 5 名、執筆者 26 名 

 
 
 
【応用獣医学】（8 科目） 
 「科目名」        「編集委員会代表者」      「執筆者数等」 
1)  動物衛生学 高井伸二（北里大） 「動物衛生学教育研修協議会」に

て編集予定，25 年 3 月刊行予定，

文永堂，執筆者 8 名： 岩田祐之，

押田敏雄，酒井健夫，末吉益雄，高井

伸二，局 博一，永幡 肇，渡会雅久

2)  公衆衛生学総論 杉山 誠（岐阜大） 「獣医公衆衛生学教育研修協議

会」にて編集予定，26 年 3 月刊

行予定，文永堂，編集者 6 名：杉

山 誠，三澤尚明，三宅眞美，上

野俊治，佐藤 至，丸山総一，執

筆者：選考中 

3)  食品衛生学 杉山 誠（岐阜大） 「獣医公衆衛生学教育研修協議

会」にて編集予定，26 年 3 月刊

行予定，文永堂，編集者 6 名：杉

山 誠，三澤尚明，三宅眞美，上

野俊治，佐藤 至，丸山総一，執

筆者：選考中 

4)  環境衛生学 杉山 誠（岐阜大） 「獣医公衆衛生学教育研修協議

会」にて編集予定，26 年 3 月刊

行予定，文永堂，編集者 6 名：杉

山 誠，三澤尚明，三宅眞美，上

野俊治，佐藤 至，丸山総一，執

筆者：選考中 
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5)  毒性学 寺岡宏樹（酪農大） 25 年 1 月刊行，近代出版，編集

者 5 名：寺岡宏樹，石塚真由美，

尾崎 博，佐藤晃一，下田 実，

執筆者 21 名：東 泰孝，浅井史

敏，池田正浩，石塚真由美，海野

年弘，太田年男，金田剛治，鎌田

  亮，佐藤英輝，佐藤晃一，下田 

実，代田眞理子，津田修治，寺岡

宏樹，天間恭介，能田 淳，平賀

武夫，古濱和久，松尾三郎，宮本

篤，和久井 信 

6)  人獣共通感染症学 杉山 誠（岐阜大） 「獣医公衆衛生学教育研修協議

会」にて編集予定，26 年 3 月刊

行予定，文永堂，編集者 6 名：杉

山 誠，三澤尚明，三宅眞美，上

野俊治，佐藤 至，丸山総一，執

筆者：選考中 

7)  獣医疫学 山本茂貴（医薬品食品衛生研究所） 23 年 12 月刊行済み，近代出版，

5,500 円，執筆者 33 名：青木博史，

赤堀文昭，尼崎 肇，井上 智，

宇根有美，岡谷友三アレシャンド

レ，小川益雄，重茂克彦，加来義

浩，春日文子，加藤行男，門平睦

代，喜田 宏，窪田邦宏，黒木俊

郎，纐纈雄三，小林創太，品川邦

汎，柴田正志，清水悠紀臣，杉浦

勝明，高鳥浩介，田口文広，田村

豊，筒井俊之，局 博一，林谷秀

樹，堀北哲也，蒔田浩平，丸山総

一，山根逸郎，山本茂貴，吉川安

弘 

8)  野生動物学 坪田敏男（北大） 25 年度刊行予定，「日本野生動物

医学会」将来構想委員会（石塚真

由美）にて編集予定，執筆者一覧

作成済み 

 
 
 
 
【臨床獣医学】（23 科目） 

「科目名」        「編集委員会代表者」      「執筆者数等」 
1)  内科学総論 滝口満喜（小動物系）（北大）

猪熊 壽（大動物系）（帯畜大）

現有の獣医内科学教科書を基に 3

冊の「内科系共通テキスト」を刊

行する（1 冊に 3 科目），文永堂出

版，24 年 12 月原稿締め切り，編
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集委員，[小動物系]：奥田 優，

片本 宏，北川 均，佐藤れえ子，

滝口満喜，[大動物系]：猪熊 壽，

北川 均，小岩正照，田島誉士，

山岸則夫 

2)  臨床病理学 稲葉 睦（北大） 25 年秋刊行予定，執筆者案提示済

  み，24 年 9 月に執筆者を決定す

る。 

3)  臨床薬理学 下田 実（農工大） 記載項目作成済み，編集者 5 名，

執筆者選考中 

4)  呼吸循環器病学 滝口満喜（小動物系）（北大）

猪熊 壽（大動物系）（帯畜大）

現有の獣医内科学教科書を基に 3

冊の「内科系共通テキスト」を刊

行する（1 冊に 3 科目），文永堂出

版，24 年 12 月原稿締め切り，編

集委員，[小動物系]：奥田 優，

片本 宏，北川 均，佐藤れえ子，

滝口満喜，[大動物系]：猪熊 壽，

北川 均，小岩正照，田島誉士，

山岸則夫 

5)  消化器病学 滝口満喜（小動物系）（北大）

猪熊 壽（大動物系）（帯畜大）

現有の獣医内科学教科書を基に 3

冊の「内科系共通テキスト」を刊

行する（1 冊に 3 科目），文永堂出

版，24 年 12 月原稿締め切り，編

集委員，[小動物系]：奥田 優，

片本 宏，北川 均，佐藤れえ子，

滝口満喜，[大動物系]：猪熊 壽，

北川 均，小岩正照，田島誉士，

山岸則夫 

6)  泌尿生殖器病学 滝口満喜（小動物系）（北大）

猪熊 壽（大動物系）（帯畜大）

現有の獣医内科学教科書を基に 3

冊の「内科系共通テキスト」を刊

行する（1 冊に 3 科目），文永堂出

版，24 年 12 月原稿締め切り，編

集委員，[小動物系]：奥田 優，

片本 宏，北川 均，佐藤れえ子，

滝口満喜，[大動物系]：猪熊 壽，

北川 均，小岩正照，田島誉士，

山岸則夫 
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7)  内分泌代謝病学 左向敏紀（日獣大） 現有の獣医内科学教科書を基に 3

冊の「内科系共通テキスト」を刊

行する（1 冊に 3 科目），文永堂出

版，24 年 12 月原稿締め切り，編

集委員，[小動物系]：奥田 優，

片本 宏，北川 均，佐藤れえ子，

滝口満喜，[大動物系]：猪熊 壽，

北川 均，小岩正照，田島誉士，

山岸則夫 

8)  臨床栄養学 滝口満喜（小動物系）（北大）

猪熊 壽（大動物系）（帯畜大）

現有の獣医内科学教科書を基に 3

冊の「内科系共通テキスト」を刊

行する（1 冊に 3 科目），文永堂出

版，24 年 12 月原稿締め切り，編

集委員，[小動物系]：奥田 優，

  片本 宏，北川 均，佐藤れえ子，

滝口満喜，[大動物系]：猪熊 壽，

北川 均，小岩正照，田島誉士，

山岸則夫 

9)  神経病学 宇塚勇次（岩手大） 執筆依頼を実施。執筆者 4 名：宇

塚勇次，原 康，北川勝人，神志

那弘明 

10) 血液免疫病学 滝口満喜（小動物系）（北大）

猪熊 壽（大動物系）（帯畜大）

現有の獣医内科学教科書を基に 3

冊の「内科系共通テキスト」を刊

行する（1 冊に 3 科目），文永堂出

版，24 年 12 月原稿締め切り，編

集委員，[小動物系]：奥田 優，

片本 宏，北川 均，佐藤れえ子，

滝口満喜，[大動物系]：猪熊 壽，

北川 均，小岩正照，田島誉士，

山岸則夫 

11) 皮膚病学 滝口満喜（小動物系）（北大）

猪熊 壽（大動物系）（帯畜大）

現有の獣医内科学教科書を基に 3

冊の「内科系共通テキスト」を刊

行する（1 冊に 3 科目），文永堂出

版，24 年 12 月原稿締め切り，編

集委員，[小動物系]：奥田 優，

片本 宏，北川 均，佐藤れえ子，

滝口満喜，[大動物系]：猪熊 壽，

北川 均，小岩正照，田島誉士，

山岸則夫 

12) 臨床行動学 森 裕司（東大） 24 年 10 月刊行予定，100 頁，イ

ンターズー，2,500 円程度，執筆

者 3 名：森 裕司，竹内ゆかり，

内田佳子 

13) 外科学総論 中市統三（山口大） 編集案検討中 

14) 手術学総論 奥村正裕（北大） 編集案検討中 
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15) 麻酔学 西村亮平（東大） 編集案検討中 

16) 軟部外科学 佐々木伸雄（東大） 編集案検討中 

17) 運動器病学 三角一浩（鹿児島大） 編集案検討中 

18) 臨床腫瘍学 廉澤 剛（酪農大） 編集案検討中 

19) 眼科学 長谷川貴史（大阪府立大） 25 年 3 月刊行予定，インターズ

ー，編集者 2 名：長谷川貴史，印

牧信行，執筆者 5 名：金井一享，

印牧信行，前原誠也，余戸拓也，

長谷川貴史 

20) 画像診断学 宮原和郎（帯畜大） 「獣医画像診断学会」で編集案 

検討中 

21) 生産動物臨床学 小岩政照（酪農大） 執筆者（19 名）:日笠喜朗，黒澤

隆，伊東正吾，佐藤 繁，田島誉

士，猪熊 壽，左向敏紀，小岩正

  照，安田 準，北川 均，山岸則

夫，渡辺大作，永幡 肇，河合一

洋，片本 宏，宮崎 茂，田口 

清，大場恵典，及川 伸 

22) 馬臨床学 樋口 徹（NOSAI 日高） 25 年秋刊行予定，緑書房，執筆者

6 名：三角一浩，兼子樹廣，樋口

徹，佐々木直樹，和田信也，南保

泰雄 

23) 臨床繁殖学 片桐成二（酪農大） 「獣医繁殖分科会」で編集案検討

中、編集委員：片桐成二、松井基

純、大澤 

 
 
以上 
 


