
平成 31 年度「男女ともに獣医師として活躍を続けるためのセミナー」開催一覧 

（女性獣医師就業支援学生向けセミナー） 

開催場所 

（開催地） 
開催日時 

講習内容 

（講師・所属） 

参加

者数

1 

北海道大学 

獣医学部講堂 

（札幌市北区北 18 条西

9丁目） 

（北海道大学・帯広畜産

大学合同開催） 

8 月 22 日（木） 

17：15～18：30 

①獣医師の現状と日本獣医師会の取組みの紹介

（日本獣医師会）

②女性獣医師の職場の実態や働き方の紹介

（福原美千加：みかん動物病院取締役）

（岩村 舞：オホーツク農業共済組合北見家畜診

療所診療係） 

84 名 

2 

日本大学 

生物資源科学部 

本館 61 講義室 

（藤沢市亀井野 1866）   

9 月 18 日（水） 

14：00～15：30 

①獣医師の現状と日本獣医師会の取組みの紹介

（日本獣医師会）

②女性獣医師の職場の実態や働き方の紹介

（福原美千加：みかん動物病院取締役）

（梶木富美恵：前神奈川県健康医療局生活

衛生部部長） 

123

名 

3 

日本獣医生命科学大学 

C 棟 401 講義室 

(武蔵境市境南町１－７

－１） 

9 月 19 日（木）

15：00～16：30 

①獣医師の現状と日本獣医師会の取組みの紹介

（日本獣医師会）

②女性獣医師の職場の実態や働き方の紹介

（園尾美子：グリーンエバー動物病院院長）

（白岩利惠子：岩手県獣医師会食鳥検査センター

所長） 

13 名 

4 

東京大学 

農学部 7号館講義室 

（文京区弥生 1－1－1）  

10 月 2 日(水）

13：30～15：00  

①獣医師の現状と日本獣医師会の取組みの紹介

（日本獣医師会）

②女性獣医師の職場の実態や働き方の紹介

（伊野奈緒：独立行政法人家畜改良センター茨城

牧場業務課課長） 

（園尾美子：グリーンエバー動物病院院長） 

29 名 

5 

大阪府立大学 

生命環境科学域獣医学類 

（りんくうキャンパス） 

第三講義室 

（泉佐野市りんくう往来

北 1番地 58） 

10 月 30 日（水） 

12：55～14：30 

① 獣医師の現状と日本獣医師会の取組みの紹介

（日本獣医師会）

②女性獣医師の職場の実態や働き方の紹介

（石橋朝子：広島県農業共済組合北広島家畜診療

所主任） 

（福原美千加：みかん動物病院取締役） 

37 名 

6 

鹿児島大学 

農・獣医共通教育棟 

303 講義室 

（鹿児島市郡元 1-21-

24） 

10 月 31 日（木）

13：00～15：00 

①獣医師の現状と日本獣医師会の取組みの紹介

（日本獣医師会）

②女性獣医師の職場の実態や働き方の紹介

（高田則子：前福岡県保健医療介護部食の安全総

合調整監） 

（佐藤聡子：曽於農業共済組合基幹家畜診療所主

任兼西部家畜診療所） 

29 名 

7 

酪農学園大学 

C1 号館 101 教室 

（江別市文京台緑町

582） 

11 月 7 日（木）

9：00～10：40 

①獣医師の現状と日本獣医師会の取組みの紹介

（日本獣医師会）

②女性獣医師の職場の実態や働き方の紹介

（岩村 舞：オホーツク農業共済組合北見家畜診

療所診療係） 

（萩谷香織：北海道農政部生産振興局畜産振興課

主査） 

115

名 

8 

宮崎大学 

農学部獣医棟 1階 

視聴覚室（木花キャンパス） 

（宮崎市学園木花台西 

1-1）

11 月 11 日（月）

16：40～18：10 

①獣医師の現状と日本獣医師会の取組みの

紹介        （日本獣医師会）

②女性獣医師の職場の実態や働き方の紹介

（上松瑞穂：宮崎県農業共済組合生産獣医療セン

ターセンター長）

（白岩利惠子：岩手県獣医師会食鳥検査センター

所長） 

30 名 

【別添4】



9 

麻布大学 

8 号館 5 階 8501 講義室 

（相模原市中央区淵野辺

1－17－71） 

11 月 18 日（月） 

14：00～15：30 

①獣医師の現状と日本獣医師会の取組みの紹介   

（日本獣医師会） 

② 女性獣医師の職場の実態や働き方の紹介    

（大岡幸子：むらた動物病院獣医師） 

（神鳥真莉子：東京都市場衛生検査所足立出張所

主査） 

18 名 

10 

岐阜大学 

応用生物科学部 

34 番講義室 

（岐阜市柳戸 1-1）    

 

 

11 月 25 日（月）

13：00～14：30 

①獣医師の現状と日本獣医師会の取組みの紹介   

（日本獣医師会） 

②女性獣医師の職場の実態や働き方の紹介 

（白岩利惠子：岩手県獣医師会食鳥検査センター

所長） 

（野口倫子：麻布大学獣医学部講師） 

 

 

28 名 

11 

北里大学 

獣医学部 B11 教室 

（十和田市東二十三番 

町 35－1） 

 

 

11 月26日（火）

10：10～12：30 

①獣医師の現状と日本獣医師会の取組みの紹介   

（日本獣医師会） 

②女性獣医師の職場の実態や働き方の紹介 

（後藤浩子：岩手県農業共済組合北部家畜診療所

技術主査）     

（園尾美子：グリーンエバー動物病院院長） 

 

 

 

138

名 

12 

鳥取大学 

農学部セミナー室 

（鳥取市湖山町南 4-

101） 

12 月 4 日（月）

15：00～16：30 

①獣医師の現状と日本獣医師会の取組みの紹介   

（日本獣医師会） 

②女性獣医師の職場の実態や働き方の紹介 

（廣江朋子：島根県農林水産部畜産課主査） 

（伊野奈緒：独立行政法人家畜改良センター茨城

牧場業務課長） 

28 名 

13 

山口大学 

共同獣医学部 iCOVER101

（山口市 1677－1）    

 

 

12 月 20 日（金）

15：00～16：30 

①獣医師の現状と日本獣医師会の取組みの紹介   

（日本獣医師会） 

②女性獣医師の職場の実態や働き方の紹介 

（石橋朝子：広島県農業共済組合北広島家畜診療

所主任技師） 

（引田久美子：山口県農林総合技術センター畜産

技術部育成業務課課長） 

 

 

 

29 名 

14 

岩手大学 

農学部 5号館  

総合教育研究棟・ぽら 

んホール 

（盛岡市上田 3-18-8） 

 

 

1 月 10 日（金）

15：00～16：30 

①獣医師の現状と日本獣医師会の取組みの紹介   

（日本獣医師会） 

②女性獣医師の職場の実態や働き方の紹介 

（小畠 結：岐阜大学応用生物科学部助教） 

（岩永達也：農林水産省動物検疫所成田支所動物

検疫員） 

 

 

 

39 名 

15 

東京農工大学 

府中キャンパス 2号館 

1 階多目的教室 

（府中市幸町 3-5-8）   

1 月 24 日（金） 

17：00～18：30  

①獣医師の現状と日本獣医師会の取組みの紹介     

（日本獣医師会） 

②女性獣医師の職場の実態や働き方の紹介 

（高田菜穂子：東京都福祉保健局健康安全部環境

保健衛生課課長代理） 

（野口倫子：麻布大学獣医学部講師） 

34 名 

合計 774 名 

  



令和 2 年度 

開催場所 

（開催地） 
開催日時 

講習内容 

（講師・所属） 

参加

者数

女性獣医師応援ポータル

サイトにおいてあらかじ

め録画したセミナー動画

をオンデマンド配信する

ことで開催

視聴期間： 

令和 3年 1月 25 日

～3月 31 日 

①獣医師の現状と日本獣医師会の取組みの紹介

（日本獣医師会）

②女性獣医師の職場の実態や働き方の紹介

「家庭動物診療分野」

（大岡幸子：むらた動物病院） 

「産業動物診療分野」 

（直井 愛：NOSAI 山口中部地区家畜診療所） 

「公務員（行政）分野」 

（引田久美子：山口県農林総合技術センター） 

（萩谷香織：北海道農政部生産振興局） 

（岩永達也：農林水産省動物検疫所） 

「大学・研究展示施設」 

（小畠 結：岐阜大学農学部共同獣医学科） 

267 名 

のべ 267 名 


