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わたくしたち埼玉県獣医師会員は、それぞれの
職域において、その責務を遂行し、県民の福祉
増進に寄与するため、ここに会員憲章を定めま
す。
わたくしたち埼玉県獣医師会員は

１．動物の生命を守り、ひとびとの生活を豊
かにしよう

１．獣医学術を研鑽向上し、確信を持って業
務に邁進しよう

１．動物愛護思想を向上し、心豊かな生活を
しよう

１．環境衛生を向上し、福祉増進の実をあげ
よう

１．職域を尊重し、倫理の昂揚をはかろう

公益社団法人 埼玉県獣医師会員憲章



1定時総会再通知

公益社団法人埼玉県獣医師会第6５回定時総会
並びに　埼玉県獣医師政治連盟総会開催

　定款第１４条に基づき定時総会を次のとおり開催いたしますので、ご多忙のところ誠に恐縮ですが、前号
にて送付した出欠通知・委任状を未だ提出されていない先生におかれましては、速やかに
ご返送下さるよう、お願い申し上げます。

公益社団法人埼玉県獣医師会第６５回定時総会開催

₁．日時　平成２５年₆月1２日（水）
　　　　　午後₂時００分（受付　午後１時から）

₂．場所　さいたま市「大宮ラフォーレ清水園」

₃．日程
　⑴　開会のことば
　⑵　埼玉県獣医師会会員憲章の唱和
　⑶　物故会員に対し黙祷
　⑷　会長あいさつ
　⑸　議長等選出
　⑹　議事録署名人および書記の指名
　⑺　議事
　　第₁号議案　平成２４年度事業報告について
　　第₂号議案　平成２４年度決算の承認について
　　第₃号議案　�平成２５年度事業計画について

　　第₄号議案　�平成２５年度収支予算について
　　第₅号議案　平成２５年度会費（負担金）および

入会金（案）について
　　第₆号議案　平成２５年度一時借入金の最高限

度額および借入・預入先金融機
関の決定について

　　第₇号議案　平成２５年度役員報酬について
　　第₈号議案　役員の補欠選任について
　　付帯決議
　⑻　祝寿表彰および記念品贈呈・功労会員証の

贈呈
　⑼　新入会員の紹介
　⑽　来賓祝辞
　⑾　来賓紹介
　⑿　祝電披露
　⒀　閉会のことば

註：総会終了後、来賓を交えて懇親会を開催致しますので多数ご参加願います。（参加費　無料）

　前記の埼玉県獣医師会第６５回定時総会開催に先
だち、平成２５年₆月１２日（水）午後₁時２０分から、
埼玉県獣医師会総会会場（さいたま市「大宮ラ
フォーレ清水園」）において開催しますので関係
会員多数のご出席をお願いいたします。

₁．日時
　　平成２５年₆月1２日（水）
　　午後₁時２０分（受付　午後１時から）
₂．場所
　　さいたま市「大宮ラフォーレ清水園」

₃．日程
　⑴　開会

埼玉県獣医師政治連盟総会開催
　⑵　理事長挨拶
　⑶　来賓祝辞
　⑷　議長選出
　⑸　議案
　　第₁号議案　平成２４年事業報告および収支決

算の承認について
　　第₂号議案　平成２５年事業計画および会費徴

収（案）について
　　第₃号議案　規約の一部改正（案）について
　　第₄号議案　役員の改選について
₄．閉会
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２５日獣発第４４号
平成２５年₅月１６日

　地方獣医師会会長　各位

公益社団法人　日本獣医師会　　
会長　山　根　義　久　

（公印及び契印の押印は省略）

動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行について

　このことについて、平成25年₅月10日付け環自総発第1305101号をもって環境省自然環境局長から別
添写し（略）のとおり通知がありました。貴会関係者へ周知の上、特段の配慮方よろしくお願いします。
　このたびの通知は、平成24年₉月₅日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正
する法律（平成24年法律第79号）（以下「改正法」という。）」は、平成25年₉月１日から施行されるこ
ととされていますが、改正法の施行に向けて、同法施行規則の一部を改正する省令（平成25年環境省令
第₈号）等が制定され、①改正法等の制定の趣旨及び改正内容等について別添（略）のとおり都道府県
知事等に通知したこと、②これらのうち特に、犬猫等販売業者に義務付けられた獣医師等との連携の確
保（第22条の₃関係）及び獣医師による動物虐待等の通報（第41条の１）規定について、本会会員に周
知の上、適切な施行に特段の配慮を依頼されたものです。
　なお、制定された改正法等については、下記の環境省サイトＵＲＬを参照してください。

記

₁　動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律（平成24年₉月₅日法律第79号）
　　http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_h240905_79.html

₂　�動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令（平成２４年１２月₇
日報道発表）

　　http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16066

₃　動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成２５年₃月２６日報道発表）
　　http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16489

₄　�動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する告示等（平成２５年₄月２５日
報道発表）

　　http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16584
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 平成25年度関東・東京合同地区獣医師大会（群馬）・
獣医学術 関東・東京合同地区学会開催案内

[ 控　室 ]
＊　来賓・講師　　　　　　　　　　1F　蘭　　　　
＊　地方会長　　　　　　　　　　　1F　萩
＊　学会長・審査員・座長　　　　　2F　西風・緑風・風光
＊　地方会獣医師会事務局　　　　　2F　羽衣　　　
＊　大会本部（群馬県獣医師会）　　　1F　山音　
[ 交　通 ]　
＊　JR 上越線　　渋川駅より、バス3０分またはタクシー ２０分　�伊香保温泉にて下車
＊　関越自動車道　�渋川伊香保インターより�→�伊香保・榛名道路₉㎞

【タイムスケジュール】

₉：00 ～ 10：00 ～ 12：00 １２：00 ～ 13：00 13：00 ～ 14：00 14：15 ～ 15：30 14：15 ～ 16：15 17：15 ～ 19：15

受　付
学　会 昼　　食 大　　会 市民公開講座 学　会

交流会
動物用医薬品・機器等展示　　　₁階　展望ラウンジ　1０：００ ～ 1６：００

区　分 関 東・ 東 京 合 同 地 区
獣 医 師 大 会

日 本 産 業 動 物
獣 医 学 会

日 本 小 動 物
獣 医 学 会

日 本 獣 医 公 衆
衛 生 学 会

日　時 平成２５年₉月₈日
13：００ ～ 14：００

平成２５年₉月₈日午前の部　1０：００ ～ 1２：００
　　　　　　　　午後の部　14：1５ ～ 1６：1５

大会・地区学会長
分野別地区学会長

関東地区獣医師会連合会
会長　木　村　芳　之

東京農工大学
白　井　淳　資

日本大学
亘　　　敏　広

東海大学
山　本　茂　貴

会　場
ホテル木暮　　　　　渋川市伊香保町伊香保13５　　TEL：０２79-7２-２7０1

₁階　SAKURA　₁～₄ B ₁階　飛鳥　₃ ₁階　SAKURA　₅～₆ B ₁階　飛鳥　₄

次　第

〔大　会〕
１　開会の辞
₂　連合会長挨拶
₃　獣医師会功績者表彰
₄　受賞者代表謝辞
₅　来賓祝辞
₆　議長選出
₇　議　事
　⑴　平成24年度経過報告
　⑵　議　案
　⑶　大会宣言
₈　閉会の辞

〔学　会〕　　　　　　　　　〔講演申込み要領〕
₁．開会の辞　　　　　　　₁．提出先 : 公益社団法人群馬県獣
　　　　　　　　　　　　　　　医師会
₂．分野別地区学会長挨拶　₂．演題・抄録提出期限
　　　　　　　　　　　　　　　平成25年₆月28日（金）
₃．学会・発表　　　　　　₃．提出方法：所属地方獣医師会を
　　　　　　　　　　　　　　　経由
₄．審査委員会　　　　　　₄．演題：1題₈分 / 質問₂分
₅．閉会の辞　　　　　　　₅．原稿執筆要領：別紙
₆．優秀論文発表者表彰　　₆．審査員：幹事・学識経験者の中
　　　　　　　　　　　　　　　から地区学会長に選任され者
　　　　　　　　　　　　　₇．参加費：４,０００円（昼食・抄録代）
　　　　　　　　　　　　　　　交流会：６,０００円
　　　　　　　　　　　　　※　 埼玉県獣医師会会員の参加費及

び交流会費につきましては、全
て本会にて負担します。（参加
無料）

※学会発表順序、演題は演者の都合により変わることがあります。
※学会は学術講演とともに、獣医師生涯研修事業のポイント
取得対象プログラムとして、参加者にポイントが付与されます。

〔市民公開講座〕
仮題
「原発事故にともなう動物
救護活動と今後の対策」
14：15 ～ 15：30　�
SAKURA

〔交　流　会〕
17：15 ～ 19：15
B1階　飛鳥₁・₂

担当　群馬県獣医師会

学　　　術
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平成２５年度日本獣医師会獣医学術年次大会開催日程

※　学会発表演題募集要領の詳細については、会報第５９４号（平成２５年₄月２０日号）をご覧ください。

　　開催年月日　　　平成２６年２月２1日（金）～２3日（日）

　　開催地・会場　　千葉県千葉市
　　　　　　　　　　　幕張メッセ（国際会議場）、東京ベイ幕張

平成25年度関東・東京合同地区獣医師大会（群馬）・
獣医学術関東・東京合同地区学会開催日程

開　催　日　時 平成25年₉月₈日（日）�　　9：00　～�19：15

会　�　　　�場 「ホテル木暮」　��渋川市伊香保町伊香保135

日　　　　��程 時　間 会　場 備　　考

午
前
の
部

受　　�　　�付 9:00～ ₁F　�ロビー 来賓・地方会長他

審査員・座長打合会 9:30～

₂F　�西風 産業動物獣医学会

₂F　�緑風 小動物獣医学会

₂F　�風光 獣医公衆衛生学会

日本産業動物獣医学会 10:00～12:00 B１F��飛鳥　�3

日本小動物獣医学会 10:00～12:00 １F�SAKURA�5～6

日本獣医公衆衛生学会 10:00～12:00 B１F��飛鳥���4

動物用医薬品・機器等展示 10:00～16:00 １F�展望ラウンジ

昼　食　・　休　憩 12:00～13:00 ₂F���瑞鳳 参加者昼食・休憩

午
後
の
部

獣医師大会 13:00～14:00 １F�SAKURA�1～4 大会・功績者表彰式

市民公開講座 14:15～15:30 １F�SAKURA�1～4

日本産業動物獣医学会 14:15～16:15 B１F��飛鳥���3

日本小動物獣医学会 14:15～16:15 １F�SAKURA�5～6

日本獣医公衆衛生大会 14:15～16:15 B１F��飛鳥　�4

各学会審査会 16:20～17:00

₂F　�西風 産業動物獣医学会

₂F　�緑風 小動物獣医学会

₂F　�風光 獣医公衆衛生学会

優秀発表者表彰・交流会 17:15～19:15 B１F��飛鳥　1・2 立食パーティー
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会務報告

監　査　会
　平成２５年₄月２５日（木）の午前１０時から午後₄時まで、さいたま市「埼玉県農業共済会館」会議室において、

髙橋三男会長を始め、中村滋副会長、小暮一雄副会長、三森信行総務委員長、八木賢裕狂犬病予防委員長の

立会いの下、平成２４年度の会計、財産及び会務の執行状況に関する監査が、石黒富雄監事、浅見寿監事、安

藤純監事及び林文夫監事（獣医師政治連盟監事）により実施された。

第₁回 　総務委員会
　平成２５年₅月₂日（木）午後１時3０分から、さいたま市「埼玉県農業共済会館」会議室において次の事項を

協議した。

１　会長挨拶

　　委員や行政各位の御支援、御理解により本年₄月１日をもって、公益社団法人に移行することができた。

　�　埼玉県獣医師会に対する社会からの期待は、今後、益々、高まってくる。これまで以上にしっかりと組

織を運営し事業を実施しなければならない。改善すべきことは修正しながら本会の適正な運営に努めてい

きたい。

₂　協議事項

　⑴　第６５回定時総会の開催に向け、次の事項について協議した。

　　①　平成２４年度事業報告並びに収支決算について

　　②　平成２５年度事業計画並びに収支予算（案）について

　　③　第６５回定時総会開催について

　⑵　その他

　　�公益社団法人移行後の会務運営等について協議した。
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第１回　　理事会
　平成２５年₅月₉日（木）午後１時3０分から、さいたま市「大宮ラフォーレ清水園」会議室において次の事項

を審議した。

１　会長挨拶

　�　公益社団法人への移行については、関係者の御尽力で手続きが円滑に進み₄月１日をもって移行するこ

とができた。

　�　今後は、埼玉県獣医師会が公益法人としての活動を通じて地域社会に貢献していかねばならず、その使

命の重さを改めて感じている。

　�　公益法人として、理事会の機能は一層重要となることから、気を引き締めて運営に臨みたい。また、移

行後、初めてとなる定時総会を円滑に開催し、埼玉県獣医師会の新たな一歩が踏み出せることを期待する。

₂　報告事項

　�　前理事会後開催された委員会等の報告（委員長等から報告）

　　　ア　第１回獣医事調査委員会　転入・新入会員の審査について（平成２５年₄月１７日）　

　　　イ　監査会　平成２４年度の会計、財産及び会務執行状況について監査（平成２５年₄月２５日）

　　　ウ　�第１回総務委員会　第６５回定時総会の開催及び提出議案、運営手順等について（平成２５年₅月₂

日）

₃　審議事項

　⑴　第６５回定時総会の開催及び提出議案について

　　　第６５回定時総会の開催及び提出議案が承認された。

　⑵　平成２４年度事業報告並びに収支決算について

　　　平成２４年度事業報告並びに収支決算が承認され定時総会に提出することとされた。

　⑶　平成２５年度事業計画並びに収支予算の承認について

　　　平成２５年度事業計画並びに収支予算が承認され定時総会に報告することとされた。

　⑷　平成２５年度祝寿表彰及び功労会員の承認について　

　　　�祝寿表彰者２０名（米寿₃名、喜寿₉名、古希₈名）並びに各支部長から推薦された功労会員６名が承

認された。

　⑸　平成２５年度会費・開業会費免除者の承認について

　　　各支部長から申請された７名が承認された。�

　⑹　平成２５年度転入・新入会員の承認について

　　　開業支部₈名の入会が承認された。

　⑺　理事の競業取引の承認について

　　　理事の任期中に於ける法人との競業取引について承認された。

　⑻　支部の名称使用の承認について

　　　開業部会₆支部が「埼玉県獣医師会」の名称を使用することが承認された。

　⑼　その他

　　　�第６５回定時総会の進め方及び来賓招待者について協議した。また、総会など式典以外の場における

クールビズの実施を確認した。
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新　入　会　員

古
こ

藤
とう

　久
ひさ

雄
お

さいたま市在住
さいたま市支部

髙
たか

野
の

　宜
よしひこ

彦
熊谷市在住

北支部

山
やま

口
ぐち

　 健
たけし

さいたま市在住
さいたま市支部

荒
あらかわ

川　久
く み こ

美子
越谷市在住

東支部

大
おおくま

熊　恵
え り こ

理子
志木市在住
南第一支部

川
かわむら

村　葉
ようぞう

三
羽生市在住

東支部

今
いま

井
い

　拓
たく

哉
や

本庄市在住
北支部

田
た

熊
くま

　大
だい

祐
すけ

行田市在住
東支部

支　部　名 氏　　　　　名 診　療　所　名

さいたま市 古　藤　久　雄 さいたま市南区・コトー動物病院

〃 山　口　　　健 さいたま市浦和区・みんなの動物病院

南第一 大　熊　恵理子 志木市・エリーどうぶつの病院

北 今　井　拓　哉 本庄市・いまい動物病院

北 髙　野　宜　彦 熊谷市・さいたま博通り動物病院

東 （転入）荒川　久美子 越谷市・荒川動物病院

〃 川　村　葉　三 羽生市・みつば動物病院

〃 田　熊　大　祐 行田市・たくま動物病院

開業部会

新入会員報告
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勤務部会

支　部　名 氏　　　　　名 勤　務　先

農　林 川　越　浩　平 埼玉県秩父高原牧場

〃 畠　中　優　唯 埼玉県中央家畜保健衛生所

団　体 石　川　雄　一 川口市・川口動物医療センター

〃 木　村　祐　哉 川口市・ワラビー動物病院

〃 寺　園　有　紀 さいたま市見沼区・七里動物病院

〃 金　山　智　子 三郷市・とがさき動物病院

〃 檜　野　弘　明 三郷市・とがさき動物病院

石
いしかわ

川　雄
ゆういち

一
川口市在住
団体支部

川
かわごえ

越　浩
こう

平
へい

小川町在住
農林支部

畠
はたなか

中　優
ゆ い

唯
鶴ヶ島市在住

農林支部

金
かなやま

山　智
とも

子
こ

 三郷市在住
団体支部

木
き

村
むら

　祐
ゆう

哉
や

川口市在住
団体支部

檜
ひ

野
の

　弘
ひろあき

明
東京都練馬区在住

団体支部

寺
てらぞの

園　有
ゆ き

紀
さいたま市在住

団体支部
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埼玉県獣医師会に入会して
新入会員の抱負

南第一支部　勝間　健介
（勝間動物病院）

　平成23年の秋より埼玉県獣医師会に入会させていただきました、草加市在住
の勝間健介と申します。平成16年に日本獣医畜産大学（現日本獣医生命科学大
学）を卒業後、埼玉県、宮城県、東京都で₇年間の代診を経て、平成23年に草
加市で開業いたしました。
　大学時代は、臨床病理学教室に所属し、毎日血液塗沫や細胞診と向き合う日々
を過ごしておりました。当時も、実家のある草加から通学しておりましたので、
地元で開業できたことを大変うれしく思っております。
　早いもので開業して₃年目に入りました。獣医師会の先生方には、まだまだ
顔と名前を憶えていただいていないと思いますが、南第一支部や草加分会の先

生方には大変よくしていただき、とても感謝しております。
　狂犬病集合注射や草加市の学校動物飼育状況の調査など、少しずつ地域の獣医師としての活動に
も慣れてまいりました。今後は、小動物の診療をする傍ら、埼玉県獣医師会の会員として、少しで
も地域社会に貢献できるよう頑張っていきたいと思います。
　まだまだ不慣れなことが多くご迷惑をおかけすることもあるかもしれませんが、今後ともご指導、
ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。

ひ　ろ　ば

宜しくお願いいたします

　南第一支部・南第二支部では、₅月１９日（日）に埼玉会館において第１回合同学術講習会を開催い
たしました。講師として日本大学の上地正美先生をお招きして「僧帽弁閉鎖不全症の内科治療の限
界と外科治療の可能性」というテーマで講演をしていただきました。
　僧帽弁閉鎖不全症の原因から身体検査、内科治療についてこれまで私たちの知識の中にあったも
のから、さらに新しい見地についてご講義を頂きました。また内科管理を行っても統計上は生存率
がさほど長いものではないということもお聞きしました。
　そんな中で上地先生が第１人者である心臓外科の可能性について後半で触れていただき、術中動
画やアニメーションを利用して方法や予後について触れていただきました。私たち一般臨床医にあ
まりなじみのない心臓外科ですが、選択肢の一つとして提示できるものだと確信いたしました。
　今回、₅月開催ということで、狂犬病予防注射のシーズン中でお忙しい中、多くの先生方にご参
加を頂きました。また上地先生には短い時間の中、丁寧に大変分かりやすくご講演いただきました。
　上地先生、また参加いただいた多くの先生方に感謝申し上げます。
　次回は11月17日に日本獣医生命科学大学の呰上先生をお招きして心疾患についてご講演を頂く予
定になっております。
＜参加者内訳＞

出席者 さいたま市支部 南第一支部 南第二支部 西支部 北支部 東支部 団体支部 会員外

39名 ₃名 14名 ₇名 ₄名 ０名 ₂名 ₈名 １名

南第一支部・南第二支部合同学術講習会開催報告
南第一支部学術委員　岩井　哲
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お 知 ら せ

春季合同学会参加登録費の助成等について
第8６回獣医麻酔外科学会・第98回日本獣医循環器学会・

第５3回日本獣医画像診断学会　　　　　　　　 　　　

　標記合同学会がさいたま市内において開催されるに当たり、本会では会員の獣医学術の
研鑽向上のため、参加登録費の軽減並びに参加登録費の一部助成措置を講じることとなり
ました。
　つきましては、下記に御留意の上、参加登録等事務手続きをお願いします。
₁　合同学会の内容　（詳細は、本会報に同封のパンフレットをご覧ください。）
　（₁）開催月日　平成２５年₆月１５日（土）～₆月１６日（日）
　（₂）会　　場　さいたま市　大宮ソニックシティ　
　（₃）大 会 長　第8６回獣医麻酔外科学会　　　山口伸他（ＹＰＣ東京動物整形外科病院）
　　　　　　　　第９8回日本獣医循環器学会　　小暮一雄（所沢愛犬病院）
　　　　　　　　第５3回日本獣医画像診断学会　織間博光（株式会社ＯＲＭ）
₂　助成措置等の内容

　（₁）参加登録費の軽減　（全ての会員が適用となります。）

　　　埼玉県獣医師会会員については、次のとおり軽減されます。（抄録代を含む。）
　　　◎　事前登録　学会非会員　14,０００円→1０,０００円（学会の会員と同額となります。）
　　　◎　当日登録　学会非会員　1６,０００円→1２,０００円（　　　　　同　　上�　　　　）
　　　※　事前登録費の振込みに当たっては、「埼玉県獣医師会会員」であることを必ず明
　　　　記して下さい。
　　　　振込先　　ゆうちょ銀行　口座番号　００１3０－₃－６3９０１６
　　　　　　　　　　　　　　　　口 座 名　２０１3年春季合同学会
　　　　事前登録振込期限　�平成２５年₅月3１日（金）まで　　　　　
　（₂）参加登録費の助成（開業支部会員のみ適用となります。）

　　�　開業支部会員については、参加登録費の軽減とともに、参加登録費の一部も助成さ
れます。

　　　◎　助成金額　一人当たり、₅,０００円（当日、学会の受付終了後、埼玉県獣医師会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コーナーまでおいで下さい）

再度のお知らせ
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埼玉県獣医師会ホームページのリニューアルについて
　本会では、公益社団法人への移行に併せて情報検討委員会に専門部会を設けホームページ（ＨＰ）の見直

しを進めてまいりましたが、この度、装いも新たに一新しましたので、是非、ご活用ください。

　なお、ＨＰアドレスの変更はございません。

主な見直し点　　

①　法人情報の提供

②　動物病院検索の利便性の向上

③　行事カレンダーによる研修会などの日程管理

④　会員専用ページへのログイン方法の変更

⑤　会報の掲載

⑥　事務局による修正の簡便化

公益社団法人移行に伴う銀行等の
口座名義変更について

　この度、本会の公益社団法人移行に伴い、口座名義が下記のとおり変更となりましたので、振込等に当たっ

ては、ご注意下さい。

　なお、口座番号については変更ありません。

記

銀行名等 口座番号 名義

埼玉りそな銀行
　さいたま新都心支店 ００４７７２７ 公益社団法人　埼玉県獣医師会

会長　髙橋三男

武蔵野銀行
　さいたま新都心出張所 １０００７２９ 公益社団法人　埼玉県獣医師会

会長　髙橋三男

ゆうちょ銀行　振替口座 ００１１０－９－１９５９５４ 公益社団法人　埼玉県獣医師会
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危険な生肉・土いじり
妊婦脅かすトキソプラズマ
正しい知識が胎児を守る

　妊娠中の女性が感染症にかかると、病原体が胎
盤を通じておなかの赤ちゃんにうつり、流産や死
産、先天的な障害を招くことがある。哺乳類や鳥
類に広く寄生する原虫「トキソプラズマ」が引き
起こす先天性トキソプラズマ症もそんな病気の一
つだ。人への感染は、感染動物の肉を十分に加熱
しないで食べたり、感染ネコのふんで汚染された
土に触れ、その中に含まれるトキソプラズマが口
に入ったりして起こる。最近、肉の生食ブームな
どを背景とした患者の増加が指摘されている。
▷母子感染

　「私が感染さえしなければ、もっと知識があっ
て予防できたら、この子は病気にならなかったと
自分を責めました」
　₃月末に都内で開かれた日本寄生虫学会。トキ
ソプラズマをテーマにした討論会で、患者会「トー
チの会」代表の渡辺智美さん（32）は自身のつら
い体験を語った。
　渡辺さんは₃年前に妊娠。₉カ月の時に受けた
超音波検査で胎児の脳に異常が見つかった。母体
の血液検査などから確定した診断はトキソプラズ
マの母子感染。今年２歳になった長女は右半身に
少しまひがあり、今後の発達にも不安が残る。
「妊娠₄カ月のころ、知人に誘われ焼き肉店で

ユッケやレバ
刺しを食べま
した。₂週間
後、首のリン
パ節が腫れた
けど、次第に
治まったため
気にしていま
せんでした」
　当時、生肉
の危険性につ
いて医師から
は何も聞いて
いなかった。「正しい情報を誰もが簡単に得られ
るようにしたい」。そんな思いが患者会設立につ
ながったという。
▷₃年間1６人

　トキソプラズマはネコ科動物の腸管内で有性生
殖し、卵のような「オーシスト」がふんと一緒に
排出される。汚染された土壌や水などを介してほ
かの動物が感染すると、今度はその体内で増殖が
始まる。
　人が感染しても、エイズなどで免疫能が低下し
ている場合を除き、通常はほとんど症状がない。
問題は、女性が妊娠中に初めて感染した場合だ。
流産や死産の原因になるほか、生まれた赤ちゃん
が水頭症や脳内石灰化、視力障害、精神運動機能
障害などを伴う先天性トキソプラズマ症になる可
能性がある。特に妊娠初期は、胎児への感染率は
比較的低いものの、障害の程度は重くなる。
　先天性トキソプラズマ症は以前、日本ではまれ
な病気と思われていた。だが、日本小児感染症学
会の調査により、全国の小児科施設で2006年から
の₃年間に16人発生したことが分かった。アン
ケート回収率が約45％と低い上、流産や死産は含
まれていないため、実際にはさらに多くの症例が
存在するとみられる。
▷抗体検査

　患者が増える背景の一つと考えられるのが肉の
生食。食肉中のトキソプラズマは、肉の中心が67

トキソプラズマ原虫の電子顕微鏡写真
（国立感染症研究所・永屋昌三郎博士提
供）

切り抜きニュース
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注射針　より細く痛みなく
世界最細0.18㍉輸出

　「痛くない注射針」の開発で、医療機器メーカー
がしのぎを削っている。三菱マテリアルは４月、
どんな注射針でも先端を細くできる製造装置を売
り始めた。テルモは昨秋、世界で最も細い自社の
注射針を、さらに１割細くした。患者の負担軽減
につながりそうだ。
　三菱マテリアルが開発したのは、注射、鍼

しん

灸
きゅう

、
手術用などの針メーカー向けの製造装置。プラズ
マ加工と呼ばれる技術で、先端部の表面を千分の
１㍉単位まで滑らかに鋭利にできる。砥

と

石
いし

などで
削る従来の加工技術は小さな削り跡が残り、痛み
の一因だった。

度になるまで加熱しないと死なない。未感染の妊
婦は、レバ刺しや馬刺し、レアステーキ、生ハム
など、加熱不十分の肉を口にしてはいけない。ま
た、ガーデニングなどの土いじりにも危険が潜ん
でいる。手袋やマスクの着用、作業後の念入りな
手洗いを心掛けたい。
　三井記念病院（東京）の小島俊行・産婦人科部
長によると、トキソプラズマに対しては抗体検査
で母親の感染の有無を調べ、陽性ならさらに詳し
い検査で感染時期を特定することが重要だ。妊娠
中の感染が疑われた場合、胎児への感染を防ぐ薬
を早期投与すると重症の赤ちゃんを減らせる。
　ただ、医師の間には「まれな病気」という認識
が根強く、抗体検査を実施している産婦人科施設
は半分程度にとどまる。治療薬もトキソプラズマ
症が適応外だったり、国内未承認だったりと、母
子を守るための体制は十分でないのが現状だとい
う。
� （共同＝赤坂達也）
� ２０１3年５月１日　埼玉新聞

　注射針は細すぎ
ると、薬がスムー
ズに入らなかった
り、針が折れたり
する恐れがある。
そこで、同社は太
い針でも先端部だ
けを細く加工する
技術に目をつけ、
約₄年間かけて開
発。機器は１台数
千万～１億円ほど
だが、すでに海外からも問い合わせがある。今年
度は₃億円、₃年後に20億円の販売を見込む。
　テルモは、糖尿病治療などで₁日に複数回注射
する患者向けに、直径0・2㍉の皮下注射用の針を
2005年に発売。世界で最も細い針をさらに改良し
て0・18㍉の針を昨秋に売り始めた。金属加工で
知られる岡野工業（東京都墨田区）の技術を生か
した。今年１月からはドイツとイタリアへの輸出
も始めた。テルモによると、皮下注射針でインス
リンを注射する人は国内に約100万人いる。国内
で出荷される年間約19億本の注射針のうち、ほぼ
半数が皮下注射針と推計されている。
� （大和田武士）
� ２０１3年₅月₈日　朝日新聞

プラズマ加工は、従来の注射針（点線）よりもなめらかで
鋭利な針先に加工できる＝三菱マテリアル提供

直径0.18ミリの皮下注射針。土台
は直径約11㍉＝テルモ提供
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平成２５年度埼玉県獣医師会学術広報版

年　月　日 産　業　動　物 小　　　　 動　 　　　物 公　衆　衛　生

₅月１９日㈰

南第一支部・南第二支部
「僧帽弁閉鎖不全症の内科治療の限界と外
科治療の可能性」
日本大学　上地正美　先生

（さいたま市　埼玉会館）
平成２５年
₆月１５日㈯
　～１６日㈰

第8６回獣医麻酔外科学会／第９8回日本獣医循環器学会／第５3回日本獣医画像診断学会
２０１3春季合同学会　（さいたま市　大宮ソニックシティ）

８月２５日㈰
北支部・八日会

「麻酔についてパートⅠ（仮題）」
酪農学園大学　山下和人　先生

（熊谷市　熊谷文化創造館さくらめいと）
₉月₈日㈰ 平成２５年度　関東・東京合同地区獣医師大会（群馬）獣医学術関東・東京合同地区学会

（群馬県渋川市　ホテル小暮）

₉月１５日㈰
東支部

「演題：未定」
　どうぶつ眼科eye�vet�小林一郎　先生

（場所：未定）

１０月１3日㈰
東支部

「演題：未定」
日本大学　　枝村一弥　先生

（場所：未定）

１０月２０日㈰
北支部・八日会

「麻酔についてパートⅡ（仮題）」
　酪農学園大学　山下和人　先生

（熊谷市　熊谷文化創造館さくらめいと）

１１月
西支部

「演題：未定」
講師：未定　（場所：未定）

１１月₃日㈰
東支部

「演題：未定」
　村山信雄　先生　（場所：未定）

１１月₈日㈮

北支部・八日会
「牛白血病ウイルス（BLV）感染
症における現状と対策（仮題）」
北海道大学　今内覚　先生

（本庄市　早稲田リサーチパー
クコミュニケーションセンター）

１１月１７日㈰
南第一支部・南第二支部

「演題：未定」
　日本獣医生命科学大学　呰上大吾　先生

（さいたま市　さいたま共済会館）

１１月２４日㈰
さいたま市支部

「演題：未定」
　日本大学　坂井学　先生　（場所：未定）

１２月１日㈰
北支部・八日会

「演題：未定」
　日本大学　枝村一弥　先生

（場所：未定）

１２月
農林支部
平成２5年度
埼玉県家畜保健衛生業績発表会

西支部
「演題：未定」
　講師：未定　（場所：未定）

平成２６年
１月２６日㈰

さいたま市支部
「演題：未定」
　講師：未定

（さいたま市　With　You　さいたま（予定））
₂月２１日㈮
　～２3日㈰

平成２５年度��日本獣医師会獣医学術学会年次大会（千葉）
（千葉市　幕張メッセ（国際会議場））

₂月 農林支部
　関東甲信越家保業績発表会

衛生支部
健康福祉研究発表会
食肉衛生技術研修会

₃月
西支部

「演題：未定」
　講師：未定　（場所：未定）

（平成２５年₅月２０日現在）

学　　　術
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₄月２５日　埼玉県獣医師会監事監査（さいたま市
埼玉県農業共済会館）

₅月₂日　第１回総務委員会（さいたま市　埼玉
県農業共済会館）

₅月₉日　第１回理事会（さいたま市　大宮ラ
フォーレ清水園）

₅月１７日　埼玉県畜産会理事会（熊谷市　埼玉県
農林総合研究センター）

₅月１９日　南第一支部・南第二支部合同学術講習
会（さいたま市　埼玉会館）

₅月２４日　南第二支部総会（北本市　中丸公民館）
₅月２６日　南第一支部総会（さいたま市　浦和ロ

イヤルパインズホテル）
₅月２６日　日本小動物獣医師会定時社員総会（東

京都港区　東京グランドホテル）
₅月２６日　東支部総会（越谷市　越谷サンシティ）
₅月２７日　災害時愛護動物救護活動に関する覚書

締結（さいたま市　埼玉県庁）
₅月２９日　西支部総会（東松山市　紫雲閣）
₅月２９日　北支部総会（深谷市　埼玉グランドホ

テル深谷）
₆月₂日　さいたま市支部総会（さいたま市　ラ

フレさいたま）
₆月₅日　埼玉県畜産会第５8回通常総会（熊谷市

埼玉県農林総合研究センター）
₆月₆日　第₂回総務委員会（さいたま市　大宮

ラフォーレ清水園）
₆月₇日　埼玉県農業共済連第６５回通常総会（さ

いたま市　埼玉県農業共済会館）
₆月１２日　埼玉県獣医師会第６５回定時総会（さい

たま市　大宮ラフォーレ清水園）
₆月１５日～１６日　第8６回獣医麻酔外科学会・第９8

回日本獣医循環器学会・第５3回日本獣
医画像診断学会　２０１3春季合同学会

（さいたま市　大宮ソニックシティ）
₆月１8日　農場管理獣医師協会第₆回総会（熊谷

市　ホテルヘリテイジ）
₆月２０日　第3４回関東しゃくなげ会研修会（東京

都台東区　上野精養軒）

₆月２７日　第７０回日本獣医師会通常総会（東京都
港区　明治記念館）

₆月２8日　埼玉県狂犬病予防協会役員会（桶川市
さいたま文学館）

₆月3０日　政令指定都市及び東京都獣医師会連絡
協議会（さいたま市　ラフレさいたま）

₇月１２日　平成２５年度全国獣医師会事務・事業推
進会議（東京都港区　ホテルフロラシ
オン青山）

₇月１４日　平成２５年度第₂回関東・東京合同地区
獣医師会理事会・幹事会（群馬県高崎
市　高崎ワシントンホテルプラザ）

₈月２５日　北支部・八日会合同研修会（熊谷市　
熊谷文化創造館　さくらめいと）

₉月₈日　平成２５年度関東・東京合同地区獣医師
大会（群馬）、獣医学術関東・東京地
区学会（群馬県渋川市　ホテル小暮）

₉月１５日　東支部学術講習会（場所　未定）
１０月１3日　東支部学術講習会（場所　未定）
１０月２０日　北支部・八日会合同研修会（熊谷市　

熊谷文化創造館　さくらめいと）
１１月₃日　東支部学術講習会（場所　未定）
１１月₈日　北支部・八日会合同研修会（本庄市　

早稲田リサーチパークコミュニケー
ションセンター）

１１月１７日　南第一支部・南第二支部合同学術講習
会（さいたま市　さいたま共済会館）

１１月２４日　さいたま市支部学術講習会（場所　未
定）

１２月１日　北支部・八日会合同研修会（場所　未
定）

平成２６年
１月２６日　さいたま市支部学術講習会（さいたま

市　With�Youさいたま（予定））
₂月２１日～２3日　平成２５年度日本獣医師会獣医学

術年次大会（千葉）（千葉県千葉市　
幕張メッセ、アパホテル＆リゾート東
京ベイ幕張）

事　務　局　メ　モ

ホームページ会員専用ページ　入室は　URL��http://www.saitama-vma.org/

ID：SVMA（半角・大文字）　パスワード：MITSUO（半角・大文字）

事務局より
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　春はせめて桜を見ながらゆったりと迎えたい

ものであったが、今年はおかしな天気で関東地

方の４月２０日ごろは桜の花は散ってしまい、暖

かくなるはずの５月８日には東北や山沿いに大

雪を降らせ、寒の戻りにしては激し過ぎた。

　その雪に見舞われた早朝、関東平野のだだっ

広い田んぼを養豚場に向って走りながら後ろを

振り向いたら、冷えた空気で狭山丘陵の上に

くっきりと裾の方まで堂々と雪を抱いた富士山

が見えた。世界文化遺産に登録されるのを誇っ

ている様であった。　

　“富士は日本一の山”と唄われる日本の国家

的象徴だ！おめでとう！嬉しいと共に、今後、

広大な地域の管理の難しさに苦労するのが大変

だ。「誰もが捨てない、汚さない」から始めよう、

全てに通ずる事だ。

　山と言うと、富士も熱いが世界最高峰のエベ

レストに8０歳₇カ月で獣医師の三浦雄一郎さん

が登頂に成功した。おめでとうございます。北

大の獣医学科を出て助手をされていたが、ス

キー好きが転じて登山家、冒険家になったとの

事である。今は無事に帰られる事を祈ります。

そして、益々お元気で世界中に元気を送って下

さい。

　さて、埼玉県獣医師会は日本獣医師会ととも

に検討を進めてきた公益社団法人の認定を受

け、来る₆月１２日（水）には「公益社団法人埼

玉県獣医師会」として最初の総会を開催するこ

ととなり、いま髙橋会長を先頭に事務局以下執

行部、総務委員会が最後の調整をしております。

　しかし、日本獣医師会の会員獣医師会の中で

は未だ幾つかの獣医師会は認定に至っていない

ところもあるようです。また一般社団法人の認

可を得た獣医師会もあるとのことです。埼玉県

獣医師会としては、公益社団法人として認めら

れた事を喜ぶと共に、今後会員一人ひとりがそ

の責任の重さをしっかりと受け止めて行動して

戴きたい。また、各支部、今までと同様、活動

が出来る事に、関係各位の皆様の御理解とご協

力また努力に感謝申し上げます。

　政治家がまた後先考えないでの発言をして世

界を混乱に巻き込んだ。大の大人なのに？国民

に選ばれた人なのに？公人なのに？おおぐちを

たたくとはこの事か？慰安婦問題、米司令官へ

の風俗業活用の勧め、対中尖閣、対韓竹島、靖

国問題等など、多くの政治家も落としどころを

考えて喋って欲しいものである。国民も迷惑だ。

今までも一言で職を失った人が沢山いたのを忘

れたのか？

　間もなく参議院選挙が始まる。候補者の人物

はなかなか庶民には解り難いものだが、良く考

えて投票したいものだ。選挙は国民の権利だと

口では言ってもなかなか投票に行かない人も多

い、しかし行かなくては権利の放棄である、公

益社団法人の会員の一人として出来るだけ選挙

に行く様に周りの人にも勧めようではありませ

んか。

　さて、先にも述べましたが、₆月１２日は公益

社団法人としての最初の総会です。記念すべき

総会に数多くの会員の皆さんの参加をお願い致

します。

� （不動）

編　集　後　記











わたくしたち埼玉県獣医師会員は、それぞれの
職域において、その責務を遂行し、県民の福祉
増進に寄与するため、ここに会員憲章を定めま
す。
わたくしたち埼玉県獣医師会員は

１．動物の生命を守り、ひとびとの生活を豊
かにしよう

１．獣医学術を研鑽向上し、確信を持って業
務に邁進しよう

１．動物愛護思想を向上し、心豊かな生活を
しよう

１．環境衛生を向上し、福祉増進の実をあげ
よう

１．職域を尊重し、倫理の昂揚をはかろう

公益社団法人 埼玉県獣医師会員憲章



記 事 の 内 容

定時総会再通知
公益社団法人埼玉県獣医師会第６５回定時総会

　並びに埼玉県獣医師政治連盟総会開催…₁

動物の愛護及び管理に関する法律の一部を
　改正する法律の施行について……………₂

学術
平成２５年度関東・東京合同地区獣医師大会

　（群馬）・獣医学術関東・東京合同地区学会

　開催案内……………………………………₄

会務報告
監査会……………………………………………₅
第１回総務委員会�………………………………₅
第₁回理事会�……………………………………₆

新入会員報告
新入会員………………………………………₇

ひろば
新入会員の抱負………………………………₉
南第一支部・南第二支部合同学術講習会
　開催報告……………………………………₉

お知らせ
春季合同学会参加登録費の助成について�…１０
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公益社団法人移行に伴う銀行等の
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