
平成３１（２０１９）年度 連合獣医学研究科時間割表（前期） 
 

山口大学 

 Ⅰ・Ⅱ（８：４０～１０：１０） 教 員 名 Ⅲ・Ⅳ（１０：２０～１１：５０） 教 員 名 Ⅴ・Ⅵ（１２：５０～１４：２０） 教 員 名 
Ⅶ・Ⅷ（１４：３０ 

～１６：００） 

月 

基礎獣医学特別講義Ⅲ 
（生物機能薬理学特別講義） 

基礎獣医学特別演習Ⅰ 
 （発生遺伝学特別演習） 
臨床獣医学特別講義Ⅰ 
（内科診断学特別講義） 

臨床獣医学特別演習Ⅱ 
（臨床免疫学特別演習） 

佐藤（晃）

 
加納 
 
奥田 
 
田浦・板本

病態・予防獣医学特別講義Ⅰ 
（感染免疫学特別講義） 
 

西垣 
 
 
 

基礎獣医学特別実験Ⅰ（細胞組織化学特別実験） 
基礎獣医学特別実験Ⅱ（神経生理学特別実験） 
基礎獣医学特別実験Ⅲ（生物機能薬理学特別実験） 
病態・予防獣医学特別実験Ⅲ（病原細菌学特別実験） 
臨床獣医学特別実験Ⅱ（臨床免疫学特別実験） 
臨床獣医学特別演習Ⅱ（低侵襲外科学特別演習） 

木曽・高野

和田 
佐藤（晃） 
度会・清水 
田浦・板本 
谷 

→（１５：０５まで） 
→（１５：０５まで） 
→（１５：０５まで） 
→（１５：０５まで） 
→（１５：０５まで） 
 

火 

基礎獣医学特別実験Ⅰ
（発生遺伝学特別実験）→ (10:55 まで) 

病態・予防獣医学特別講義Ⅱ 
（実験病理学特別講義） 

臨床獣医学特別講義Ⅲ 
（家畜発生工学特別講義） 

加納 
 
森本 
 
菊地 

基礎獣医学特別講義Ⅰ 
（細胞組織化学特別講義） 

基礎獣医学特別講義Ⅰ 
（実験動物医学特別講義） 

臨床獣医学特別講義Ⅰ 
（小動物応用免疫学特別講義） 

臨床獣医学特別演習Ⅲ 
（家畜発生工学特別演習） 

木曽 
 
木村 
 
水野 
 
菊地 

基礎獣医学特別実験Ⅰ（生殖生物学実験） 
病態・予防獣医学特別実験Ⅱ（実験病理学特別別実験） 
臨床獣医学特別演習Ⅰ（内科診断学特別演習） 
臨床獣医学特別演習Ⅲ（繁殖生理学特別演習） 
臨床獣医学特別実験Ⅰ（小動物応用免疫学特別実験） 
臨床獣医学特別実験Ⅰ（進化系統寄生虫学特別実験） 
臨床獣医学特別実験Ⅲ（家畜発生工学特別実験） 

日下部 
森本 
奥田・馬場 
角川 
水野 
柳田 
菊地 

→（１５：０５まで） 

→（１５：０５まで） 
 

 
→（１５：０５まで） 

→（１５：０５まで） 

→（１５：０５まで） 

水 

病態・予防獣医学特別講義Ⅲ 
（家畜免疫学特別講義） 
 

岩田 基礎獣医学特別講義Ⅰ 
 （生殖生物学特別講義） 
病態・予防獣医学特別演習Ⅰ 
（病原微生物学特別演習） 

病態・予防獣医学特別演習Ⅱ 
（実験病理学特別演習） 

臨床獣医学特別演習Ⅱ 
（腫瘍外科学特別演習） 

日下部 
 
前田・下田

 
森本 
 
中市 
 

基礎獣医学特別演習Ⅰ（生殖生物学特別演習） 
基礎獣医学特別演習Ⅰ（実験動物医学特別演習） 
病態・予防獣医学特別実験Ⅲ（家畜免疫学特別実験） 
臨床獣医学特別実験Ⅰ（寄生虫病学特別実験）  

日下部 
木村 
岩田・渋谷 
佐藤（宏） 

 
 
→（１５：０５まで）  
→（１５：０５まで）  

木 

病態・予防獣医学特別演習Ⅲ
（家畜免疫学特別演習） 

臨床獣医学特別講義Ⅰ 
（産業動物獣医学特別講義） 

臨床獣医学特別講義Ⅱ 
（低侵襲外科学特別講義） 

臨床獣医学特別講義Ⅲ 
（繁殖生理学特別講義） 

岩田・渋谷
 
髙木 
 
谷 
 
角川 

基礎獣医学特別演習Ⅰ 
（細胞組織化学特別演習） 

基礎獣医学特別演習Ⅲ 
（生物機能薬理学特別演習） 

基礎獣医学特別演習Ⅲ 
（細胞内シグナル伝達学特別演習） 

臨床獣医学特別演習Ⅰ 
（産業動物獣医学特別演習） 

木曽･高野 
   
佐藤（晃）

 
大浜 
 
髙木 谷口 

基礎獣医学特別実験Ⅰ（実験動物医学特別実験） 
病態・予防獣医学特別実験Ⅰ（病原微生物学特別実験） 
病態・予防獣医学特別実験Ⅰ（感染免疫学特別実験） 
臨床獣医学特別演習Ⅰ（進化系統寄生虫学特別演習） 
臨床獣医学特別実験Ⅰ（産業動物獣医学特別実験） 
臨床獣医学特別実験Ⅱ（腫瘍外科学特別実験） 
 

木村 
前田・下田 
西垣 
柳田 
髙木・谷口 
中市 
 

→（１５：０５まで） 
→（１５：０５まで） 
→（１５：０５まで） 
 
→（１５：０５まで） 
→（１５：０５まで） 

金 

基礎獣医学特別演習Ⅱ 
（神経生理学特別演習） 

臨床獣医学特別演習Ⅰ 
（小動物応用免疫学特別演習） 

和田 
 
水野 

基礎獣医学特別演習Ⅲ 

（病態生化学特別演習） 
病態・予防獣医学特別講義Ⅲ 
（病原細菌学特別講義） 

島田 
 
度会 

基礎獣医学特別実験Ⅲ（細胞内シグナル伝達学特別実験） 
病態・予防獣医学特別演習Ⅰ（感染免疫学特別演習） 
病態・予防獣医学特別演習Ⅲ（病原細菌学特別演習） 
臨床獣医学特別演習Ⅰ（寄生虫病学特別演習） 
臨床獣医学特別実験Ⅰ（内科診断学特別実験） 
臨床獣医学特別実験Ⅱ（低侵襲外科学特別実験） 
臨床獣医学特別実験Ⅲ（繁殖生理学特別実験） 

大浜 
西垣 
度会・清水 
佐藤（宏） 
奥田・馬場 
谷 
角川 

→（１５：０５まで） 

  

  

 

→（１５：０５まで） 

→（１５：０５まで） 

→（１５：０５まで） 

＊朱書きの科目は，配付後に開講曜日・時限に訂正があった科目。 
 



平成３１（２０１９）年度 連合獣医学研究科時間割表（前期） 
 

鹿児島大学 

 Ⅰ・Ⅱ（８：５０～１０：２０） 教 員 名 Ⅲ・Ⅳ（１０：３０～１２：００） 教 員 名  Ⅴ・Ⅵ（１２：５０～１４：２０） 教 員 名  
Ⅶ・Ⅷ（１４：３０

～１６：００） 

月 

基礎獣医学特別演習Ⅰ
（比較解剖学特別演習） 

病態予防獣医学特別講義Ⅰ 
（感染症学特別講義） 

臨床獣医学特別演習Ⅲ 
（獣医発生工学特別演習） 

松元 
 
小原 
 
窪田 

臨床獣医学特別講義Ⅲ 
（獣医発生工学特別講義） 

臨床獣医学特別演習Ⅱ 
（外科診断学特別演習） 

窪田 
 
三角 

基礎獣医学特別実験Ⅰ（比較解剖学特別実験） 
病態・予防獣医学特別実験Ⅰ（原虫病学特別実験） 
臨床獣医学特別実験Ⅱ（外科診断学特別実験） 
臨床獣医学特別実験Ⅲ（獣医発生工学特別実験） 
 

松元 
田仲 
三角 
窪田 

→（１５：１５まで） 
→（１５：１５まで） 
→（１５：１５まで） 
→（１５：１５まで） 
 

火 

基礎獣医学特別講義Ⅲ
（実験動物学特別講義） 

病態・予防獣医学特別講義Ⅰ 
（獣医ウイルス学特別講義） 

病態・予防獣医学特別演習Ⅰ 
（寄生虫病学特別演習） 

浅野 
 
小澤 
 
松尾 

基礎獣医学特別演習Ⅲ 
（実験動物学特別演習） 

基礎獣医学特別演習Ⅲ 
（細胞薬理毒性学特別演習） 

病態・予防獣医学特別演習Ⅰ 
（感染症学特別演習） 

浅野 
 
白石 
 
小原・安藤（匡） 

基礎獣医学特別実験Ⅲ（実験動物学特別実験） 
病態・予防獣医学特別実験Ⅰ（感染症学特別実験） 
 
病態・予防獣医学特別実験Ⅰ（寄生虫病学特別実験） 
病態・予防獣医学特別実験Ⅰ（獣医ウイルス学特別実験）

浅野 
小原・安藤（匡） 
 
松尾 
松鵜 

→（１５：１５まで） 
→（１５：１５まで） 
 
→（１５：１５まで） 
→（１５：１５まで） 

水 

臨床獣医学特別講義Ⅰ 
（臨床細胞学特別講義） 

臨床獣医学特別講義 I 
（比較病態解析学特別講義） 

臨床獣医学特別講義Ⅱ 
（分子診断治療学特別講義） 

臨床獣医学特別講義Ⅱ 
（運動器診断治療学特別講義） 

矢吹 
 
三浦 
 
桃井 
 
藤木 
 

病態・予防獣医学特別演習Ⅰ 
（原虫病学特別演習） 

臨床獣医学特別演習Ⅰ 
（臨床細胞学特別演習） 

臨床獣医学特別演習 I 
（比較病態解析学特別演習） 

臨床獣医学特別演習Ⅱ 
（分子診断治療学特別演習） 

臨床獣医学特別演習Ⅱ 
（運動器診断治療学特別演習） 

田仲 
 
矢吹 
 
三浦 
 
桃井 
 
藤木 

基礎獣医学特別実験Ⅲ（比較薬理学特別実験） 
臨床獣医学特別実験Ⅰ（臨床細胞学特別実験） 
臨床獣医学特別実験Ⅰ（比較病態解析学特別実験） 
臨床獣医学特別実験Ⅱ（分子診断治療学特別実験） 
臨床獣医学特別実験Ⅱ（運動器診断治療学特別実験） 
 

宮本 
矢吹 
三浦 
桃井 
藤木 

→（１５：１５まで） 
→（１５：１５まで） 
→（１５：１５まで） 
→（１５：１５まで） 
→（１５：１５まで） 

木 

基礎獣医学特別講義Ⅲ
（分子細胞生物学特別講義） 

病態・予防獣医学特別講義Ⅱ 
（腫瘍病理学特別講義） 

臨床獣医学特別講義Ⅰ 
（家畜臨床生化学特別講義） 

臨床獣医学特別講義Ⅰ 
（産業動物内科学特別講義） 

藤田 
 
三好 
 
大和 
 
帆保 

基礎獣医学特別演習Ⅲ
（比較薬理学特別演習） 

病態・予防獣医学特別演習Ⅰ 
（衛生微生物学特別演習） 

臨床獣医学特別演習Ⅰ 
（内科診断学特別演習） 

臨床獣医学特別演習Ⅰ 
（家畜臨床生化学特別演習） 

臨床獣医学特別演習Ⅰ 
（産業動物内科学特別演習） 

宮本
 
中馬 
 
遠藤 
 
大和 
 
帆保 

基礎獣医学特別実験Ⅲ（細胞薬理毒性学特別実験） 
病態・予防獣医学特別講義Ⅰ（寄生虫病学特別講義） 
病態・予防獣医学特別実験Ⅰ（獣医ウイルス学特別実験）

臨床獣医学特別実験Ⅰ（内科診断学特別実験） 
臨床獣医学特別実験Ⅰ（家畜臨床生化学特別実験） 
臨床獣医学特別実験Ⅰ（産業動物内科学特別実験） 

白石 
松尾 
小澤 
遠藤 
大和 
帆保 

→（１５：１５まで） 
 
→（１５：１５まで） 
→（１５：１５まで） 
→（１５：１５まで） 
→（１５：１５まで） 

金 

基礎獣医学特別講義Ⅲ 
（比較薬理学特別講義） 

病態・予防獣医学特別演習Ⅱ 
（腫瘍病理学特別演習） 

宮本 
 
三好・畑井

基礎獣医学特別演習Ⅲ 
（分子細胞生物学特別演習） 

病態・予防獣医学特別演習Ⅰ 
（獣医ウイルス学特別演習） 

藤田 
 
小澤 

基礎獣医学特別実験Ⅲ （分子細胞生物学特別実験） 
病態・予防獣医学特別実験Ⅰ（衛生微生物学特別実験）

病態・予防獣医学特別実験Ⅱ（腫瘍病理学特別実験） 
 

藤田 
中馬 
三好・畑井 

→（１５：１５まで） 
→（１５：１５まで） 
→（１５：１５まで） 

 



 
平成３１（２０１９）年度 連合獣医学研究科時間割表（前期） 

 
                鳥取大学 

 Ⅰ・Ⅱ（８：４０～１０：２０） 教 員 名  Ⅲ・Ⅳ（１０：３０～１２：１０） 教 員 名  Ⅴ・Ⅵ（１３：１０～１４：５０） 教 員 名  Ⅶ・Ⅷ（１５：００

～１６：４０） 

月 

基礎獣医学特別講義Ⅰ 
（実験動物学特別講義） 

基礎獣医学特別講義Ⅱ 
（神経細胞生理学特別講義） 

基礎獣医学特別講義Ⅱ 
（比較神経生理学特別講義） 

基礎獣医学特別講義Ⅲ 
（細胞機能薬理学特別講義） 

病態・予防獣医学特別講義Ⅱ 
 （感染病理学特別講義） 
臨床獣医学特別講義Ⅱ 
（外科治療学特別講義） 

竹内（崇師） 
 
澁谷 
 
北村 
 
太田 
 
寸田 
 
大崎 
 

基礎獣医学特別演習Ⅰ 
（実験動物学特別演習） 

病態・予防獣医学特別講義Ⅰ 
（動物微生物学特別講義） 

病態・予防獣医学特別講義Ⅲ 
（人獣共通感染病学特別講義） 

臨床獣医学特別演習Ⅱ 
（臨床解剖学特別演習） 

臨床獣医学特別演習Ⅱ 
 （外科病因解析学特別演習） 

竹内（崇師）・富岡

 
村瀬 
 
伊藤（壽） 
 
今川・柄 
 
東 

基礎獣医学特別演習Ⅱ（神経細胞生理学特別演習）
基礎獣医学特別演習Ⅱ（比較神経生理学特別演習） 
基礎獣医学特別演習Ⅲ（細胞機能薬理学特別演習） 
基礎獣医学特別実験Ⅰ（糖鎖生物学特別実験） 
病態・予防獣医学特別演習Ⅱ（獣医神経病理学特別演習） 
病態・予防獣医学特別実験Ⅲ（人獣共通感染病学特別実験） 
 
臨床獣医学特別演習Ⅰ（臨床検査学特別演習） 
臨床獣医学特別演習Ⅱ（外科治療学特別演習） 
臨床獣医学特別演習Ⅲ（家畜生殖工学特別演習） 
臨床獣医学特別実験Ⅱ（臨床解剖学特別実験） 

澁谷
北村 
太田・高橋 
保坂 
森田 
伊藤（壽）･ 
伊藤（啓）・曽田 
竹内（崇） 
大崎 
菱沼 
今川・柄 

 
 
→（１５：５０まで） 
 
→（１５：５０まで） 
 
 
 
 
→（１５：５０まで） 

火 

基礎獣医学特別講義Ⅰ  
（糖鎖生物学特別講義） 

基礎獣医学特別演習Ⅲ 
（獣医生化学特別演習） 

臨床獣医学特別講義Ⅱ 
（臨床腫瘍学特別講義） 
 

保坂 
 
山野・樋口 
 
岡本 

基礎獣医学特別講義Ⅰ  
（分子形態学特別講義） 

臨床獣医学特別講義Ⅱ 
（臨床解剖学特別講義） 
 

割田 
 
今川 

基礎獣医学特別実験Ⅰ（分子形態学特別実験）
病態・予防獣医学特別実験Ⅱ（獣医神経病理学特別実験） 
病態・予防獣医学特別演習Ⅱ（感染病理学特別演習） 
臨床獣医学特別演習Ⅱ（臨床腫瘍学特別演習） 

割田
森田 
寸田 
岡本・伊藤（典） 

→（１５：５０まで） 
→（１５：５０まで） 
 
 

水 

病態・予防獣医学特別演習Ⅰ 
（動物微生物学特別演習） 

臨床獣医学特別講義Ⅰ 
（内科診断治療学特別講義） 

臨床獣医学特別講義Ⅰ  
 （感染症内科学特別講義） 

村瀬・尾崎 
 
日笠 
 
原田 

基礎獣医学特別演習Ⅰ 
（分子形態学特別演習） 

臨床獣医学特別講義Ⅰ 
（臨床検査学特別講義） 
 

割田 
 
竹内（崇） 
 
 

基礎獣医学特別実験Ⅰ（実験動物学特別実験）
病態・予防獣医学特別演習Ⅲ（人獣共通感染病学特別演習） 
 
病態・予防獣医学特別実験Ⅰ（動物微生物学特別実験） 
病態・予防獣医学特別実験Ⅱ（感染病理学特別実験） 
病態・予防獣医学特別実験Ⅲ（鳥類感染症学特別実験） 
臨床獣医学特別講義Ⅲ（家畜生殖工学特別講義） 
臨床獣医学特別実験Ⅱ(外科病因解析学特別実験) 

竹内（崇師）・富岡
伊藤（壽）･ 
伊藤（啓）・曽田 
村瀬・尾崎 
寸田 
山口・笛吹 
菱沼 
東 

→（１５：５０まで） 
 
 
→（１５：５０まで） 
→（１５：５０まで） 
→（１５：５０まで） 
 
→（１５：５０まで） 

木 

基礎獣医学特別講義Ⅲ 
（獣医生化学特別講義） 

基礎獣医学特別演習Ⅰ 
（糖鎖生物学特別演習） 

病態・予防獣医学特別講義Ⅱ 
（獣医神経病理学特別講義） 

山野 
 
保坂 
 
森田 
 

臨床獣医学特別演習Ⅰ 
（内科診断治療学特別演習） 

 

日笠 
 
 

基礎獣医学特別実験Ⅲ（獣医生化学特別実験）
基礎獣医学特別実験Ⅲ（細胞機能薬理学特別実験） 
臨床獣医学特別実験Ⅰ（内科診断治療学特別実験） 
臨床獣医学特別実験Ⅰ（臨床検査学特別実験） 
臨床獣医学特別実験Ⅱ（臨床腫瘍学特別実験） 
臨床獣医学特別実験Ⅲ（家畜生殖工学特別実験） 
 

山野・樋口
太田・高橋 
日笠 
竹内（崇） 
岡本・伊藤（典） 
菱沼 

→（１５：５０まで） 
→（１５：５０まで） 
→（１５：５０まで） 
→（１５：５０まで） 
→（１５：５０まで） 
→（１５：５０まで） 

金 

  
 

臨床獣医学特別演習Ⅰ 
 （感染症内科学特別演習） 

原田 基礎獣医学特別実験Ⅱ（神経細胞生理学特別実験）
基礎獣医学特別実験Ⅱ（比較神経生理学特別実験） 
病態・予防獣医学特別演習Ⅲ（鳥類感染症学特別演習） 
臨床獣医学特別実験Ⅰ（感染症内科学特別実験） 
臨床獣医学特別実験Ⅱ（外科治療学特別実験） 
 

澁谷
北村 
山口・笛吹  
原田 
大崎 

→（１５：５０まで） 
→（１５：５０まで） 
 
→（１５：５０まで） 
→（１５：５０まで） 

 


