
アジア地域臨床獣医師等総合研修第Ⅱ期(4期生)に関する要項 

日本獣医師会 

 

本プログラムは全国競馬・畜産振興会(JRL)の財政的支援を受け、日本獣医師会

が運営事務局となって実施している。 

 

１．背景 

アジア諸国では口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の越境性動物感染症が

常在化しており、畜産業界に深刻な経済的損害を与えている。今後、アジア地域

を中心に人・物双方の広範な国際交流が飛躍的に拡大することが予想され、国際

社会の期待に応えられる獣医師の養成が求められている。こうした情勢から日

本獣医師会ではアジア諸国の若手獣医師を対象とした研修事業を 2017 年度か

ら再開し、今回はその 4期目の募集となる。 

 

２．目的 

アジア諸国で家畜の診療・防疫業務に従事する臨床獣医師等を日本に招聘し、

獣医学系大学その他の施設において感染症防疫、微生物学、家畜衛生/公衆衛生

学、基礎獣医学、臨床獣医学等を修得させることにより、自国及びアジア全域で

の越境性動物感染症の抑制、獣医学の発展、及び将来に向けた民間ベースの国際

協力関係の構築を図る。 

 

  



３．プログラムの概要 

（１）プログラムの名称 

アジア地域臨床獣医師等総合研修第Ⅱ期 

（２）本プログラムの公用語 

英語（必須）、日本語（選択可） 

 

４．期間 

４期生の日本滞在について 

［標準的な行程］ 

2020年 4月～2021年 3月 

－日本獣医師会における 1週間のオリエンテーション 

－獣医学関連施設における 12カ月間の研修員（大学、研究所、他） 

－2週間程度の研修旅行（全研修生対象） 

 

５．参加者数 

各年度の参加者数を下表に示した。参加者数は予算に応じて増減する。 

年度 期別 参加者数 

2017 1期生 12名 

2018 2期生 10名 

2019 3期生 16名 

2020 4期生 16名（予定） 

 

６．対象国 

4期生（2020年度） アジア各国 

※日本国外務省が指定する危険レベル２以上に該当する国々は、面接者の安全

確保のため対象国から除外する。 

 

  



７．対象者 

本プログラムでは、それぞれの国で指導的役割を担っていく参加者を対象とし

ている。対象者は以下の 3領域から選抜される。 

（１）民間 越境性動物感染症の防疫に関係している、または今後

関係していきたい若手獣医師 

（２）公務員 越境性動物感染症の防疫に関する政策の策定及び/又は

実行に関係する若手公務員 

ただし軍関係者は募集対象から除外 

（３）教員 アジア各国で高等教育に関わる若手教員 

 

  



８．獣医学系大学等における研修分野 

研修受入れ施設ではそれぞれの特徴を活かした研修計画を用意している。研修

参加希望者は以下の 6 領域から関心のある分野を選択し、応募書類に明記する

こと。事業推進委員会では各施設の研修計画と採択者の関心分野をマッチング

し、配属先を決定する。 

学術領域 説明 

A 越境性動物感染症の防疫 

B ワンヘルスに関連したテーマ（鳥インフルエンザや薬剤耐

性について） 

C 家畜のウイルス学 

D 家畜衛生/公衆衛生に関連した細菌学及び寄生虫学 

E 家畜の病理学、病態生理学（繁殖障害や代謝性疾患） 

F 家畜/伴侶動物の臨床 

 

  



９．必要な資格と条件 

応募者は以下の要件を満たしていること： 

（１）国籍 アジアのいずれかの国に市民権を有すること 

（２）年齢 2020年 4月 1日時点で 45歳以下であること 

（３）学歴 獣医学士号を有していること 

（４）職歴 「公務員」または「教員」（７．対象者の項）として本

研修に応募する場合、以下を満たしていること 

－原則として、現在勤務する機関において 6 カ月以上

の経験を有すること 

－応募の許可を得ていること、また研修後の復職が約

束されていること 

（５）語学力（英語/

日本語） 

－1年間の研修に必要な英語又は日本語について、読み

書きと会話の両方で適切なスキルを有すること。 

（６）本プログラム

への理解度 

－応募者は本プログラムをよく理解しており、研修後

には自国と日本の絆を強めることと、自国の発展に寄

与することに対する強い意志を有すること 

（７）その他 －研修を完遂できる良好な健康状態であること 

－予定も含め、他団体からの奨学金を受けないこと 

－必要に応じて週末も研修に参加すること（例 実験、

診療、学会） 

 

  



１０．応募書類と選考について 

日本獣医師会は、アジア各国を代表する獣医師会/組織にこの要項と応募様式

について告知と配布を行う。書類の入手、応募、候補者として推薦を得るために

は、所属する獣医師会/組織に連絡すること。 

それぞれの候補者は、所属する獣医師会/組織が設定した締切までに以下の書

類を提出すること。 

各国獣医師会は、応募者の中から 2-4 名の候補者を選出し、JVMA へ連絡す

ること。候補者が 1名だった場合或いは英語力や獣医学的知識が不十分な場合、

又は応募国数が募集人数を上回った場合は、採択者が 0名になる可能性がある。 

日本獣医師会に個人で応募した場合、或いは日本獣医師会による面接に参加

しない場合には、自動的に失格となる。 

応募書類 （１）応募書類は以下からなる 

－個人情報 

－希望する研修分野の申告 

－学歴 

－現在所属する組織と推薦 

－職歴 

－治療歴 

－申告書 

（２）自国の政府、獣医師会/組織、大学、所属する組織か

らの推薦状 

※（現在応募者が雇用されていない場合）関係のある組織、

例えば過去に所属していた組織、卒業した大学、その他の

妥当な個人/組織からの推薦状でよい 

（３）公式に発行された卒業証明書 

※公式に発行された、写し 

※英語で記載、もしくは正式な英訳を添付すること 

（４）成績証明 

※大学で認定された全ての単位を含めること 

※公式に発行された、写し 



※英語で記載、もしくは正式な英訳を添付すること 

（５）有効なパスポートの写しと写真（国籍、氏名、性別、

生年月日の確認に使用する）。パスポートを持っていない場

合、有効な自国の身分証と出生証明書で代替可。英語表記

でない場合には、正式な英訳を添付すること 

（６）健康証明書 

 

１１．4期生の応募時期 

2019年 7月～2019年 9月 

（応募受付期間は国によって異なる場合がある。受付期間は自国の獣医師会/組

織に照会すること。） 

 

  



１２．選考方法（4期生） 

※選考に関して日本獣医師会が直接経費を請求することはない。 

※選考に関係する旅費、書類作成費（公文書、他）、その他の個人的な支出につ

いては日本獣医師会からは支出しない。応募者が負担すること。 

※各選考過程での落選理由は開示しない。 

（１）提出された応募書類の国内スクリーニング 

提出された応募書類は、応募者の国の獣医師会が審査の上、承認/推薦を行う。 

（２）面接 

時期 2019 年 10月～11月 

内容 担当する教官/指導者と日本獣医師会役職員による面接 

目的 応募者が本プログラムの趣旨を理解しているか確認し、ま

た候補者間の順位を付けること 

場所 応募者の自国（詳細な会場については後日決定） 

結果 面接者は最終選考に向け、応募者の優先順位を決定する。

本プログラムに対する理解が足りないと判定された場合に

は、面接時点で失格となる可能性がある。 

  



（３）事業推進委員会における最終選考 

時期 2019 年 12月 

研修生の決定 候補者のマッチングと採択者の決定 

研修場所 研修生に最適な研修場所を選択する 

  

選考と結果 事業推進委員会で 16名の採択を決定、承認する。選考結果

は遅滞なく、推薦組織に通知する。 

 

１３． 研修関係団体 

（１）あなたの国の獣医師会、もしくはそれに相当する組織 

（２）アジア地域臨床獣医師等総合研修事業運営委員会 

（３）日本の大学/動物衛生研究部門 

（４）日本獣医師会  



１４．日本獣医師会が支弁する費用 

日本獣医師会では下記の費用について、プログラム参加者に支援を行う。 

－日本の大学に支払う学費/研究費 

－生活費（詳細は下記の表を参照のこと） 

－往復航空運賃 

－日本に滞在する期間中の支援プログラム費用（初期研修、全体研修を含む。） 

上記以外の費用に関しては参加者本人が負担すること。 

※研修参加者は日本滞在中、就労することは認めない。 

手当 金額 支払 

研修準備金 ¥ 1,270,500- 1 回（研修実施機関に直

接支払う） 

学費/研究費 ¥ 2,712,000- 1 回（研修実施機関に直

接支払う） 

航空券 実費 2回（往路、復路） 

生活費 日額¥ 5,268- 毎月 

賠償責任保険料 実費 1回（1年間有効） 

健康保険料 実費 1回（1年間有効） 

家賃 実費 毎月（家主に日本獣医師

会が直接支払う） 

携帯電話料金 実費 毎月 

光熱水費 実費 毎月 

 

  



１５．採択後の注意点 

正式な手続きを経て採択された研修生は、2020年 4月から前項１４に挙げた金

銭的支援を日本獣医師会から受けることができる。1年間の研修を全うした場合

には、支援の一切について返済が免除される。 

採択された研修生は、事業推進委員会が指定する研修施設において研修を受講

する義務がある。自己都合による研修施設もしくは研修内容の変更は認めない。 

採択された研修生は、研修施設の指定する検疫期間その他のルールを遵守する

こと。特に口蹄疫発生国からの研修生は来日後 4 週間の検疫期間中、農場及び

それに類する施設の訪問ができない。 

採用決定は 2019年 12月中旬を予定している。採用後は 4月 1日に来日が間に

合うよう、職場への手続き、ビザ申請等を確実に実施すること。手続き上の問題

があれば、速やかに日本獣医師会へ連絡をすること。 

 

１６．日本獣医師会方針 

(a)プライバシーポリシー 

１）使用する範囲 

日本獣医師会では本事業を通じて取得した個人情報を、本事業運営の目的に限

って保管及び使用する。日本獣医師会は本プライバシーポリシーの条項に従い、

個人情報を取り扱う権利を有するものとする。 

２）使途の制限及び条項 

日本獣医師会では以下の３つの例外を除いて、第三者に個人を特定可能な情報

を意図的に提供することはしない。 

(a)法的根拠に基づいた開示請求 

(b)その個人から許諾を得ての第三者への情報開示 

(c)日本獣医師会が個人情報を含む処理を委託する場合、委託した業務の範疇に

おいてのみ個人情報を使用する。 

３）機密保持に関する注意事項 

日本獣医師会では得られた情報の漏洩、紛失、破損を防止する手段を講じ、個人

情報を適切に扱う。 

 

(b)著作権ポリシー 



TP-FAV参加者は以下の著作権ポリシーに同意したものとする； 

条項１ 参加者が立案した文書（各種報告書、アクションプラン等）及びプレゼ

ンテーション（報告会議、講義、講演等）に関する法令遵守 

１．文書及びプレゼンテーションの内容は全て、自分自身で作成することを原則

とする。 

２．自国の法規または多国間の著作権関係合意等で保護されている、第三者の創

作物（複製、写真、イラスト、地図、図等）を引用の範囲を超えて使用する場合

には、以下に従う 

（１）自己責任の下で使用許諾を得ること。この場合、許可の範囲は条項２に合

わせること。 

（２）使用許諾に関する証憑を保管し、使用範囲を明示すること。 

（３）第三者の著作物に関する使用許諾と支払いに関しては、自己責任の下で交

渉と支払いを行うこと。 

 

条項２ TP-FAVで使用する著作物の詳細 

（１）本研修中に参加者が作成した著作物の著作権は、参加者本人に帰属する。

第三者が著作権を有する部分については、著作権はその第三者に帰属する。 

（２）本研修のために配布された文章、補助教材、その他の教材について、参加

者はそれぞれの著作権者から承認された使途に従って利用する。 

 

(c)法令遵守ポリシー 

１．日本獣医師会は公益団体としての信頼を保つため、事業の透明性と公平性、

財務活動について改善を継続していく。 

２．日本獣医師会は国際社会の信頼関係を守るため、国際経済コミュニティの発

展を助けることにより、その健全な発展に寄与する。 

３．日本獣医師会は発展途上地域の要求に合わせ、迅速かつ柔軟に質の高いサー

ビスを提供する。 

４．日本獣医師会は事業運営にあたり自然環境と社会環境に配慮する。 

５．日本獣医師会は諸々の社会構成員とよく連絡をとり、透明性のある団体文化

を維持する。 


