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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
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　　平成28年新春懇談会を下記のとおり開催しますので、多くの会員の皆様のご出席をお願いします。

　　なお、出欠席について、11月号会報（第625号）に同封の「出欠席報告書」により、事務局まで至急、

　報告してください。（ＦＡＸ、又はメール）

　平成28年度における集合狂犬病予防注射事業の的確な実施に向けて、集合狂犬病予防注射実施者講習会を開
催するとともに、平成28年の新春にあたり会員相互と関係機関・関係者との交流を深めることで、社会に貢献
する公益法人としての役割を改めて認識し、公益事業の推進に資するため平成28年新春懇談会を開催します。
　また、併せまして、髙橋三男会長のこの度の第58回埼玉文化賞受賞を祝しまして「埼玉文化賞受賞報告会」
を開催いたしますので皆様方の参加をお待ちしております。

日　時　　平成２８年₁月２２日（金）
　　　　　　午後₁時１５分～午後₅時００分（受付　午後₀時４５分～）

場　所　　大宮ラフォーレ清水園　　
　　　　　　さいたま市大宮区東町2－204
　　　　　　TEL:０４８-6４3-１２3４　FAX:０４８-6４５-４3２１
　　　　　　（JR大宮駅下車　東口から徒歩１０分）

内　容

₁　平成27年度集合狂犬病予防注射実施者講習会

　　　午後₁時１５分～午後₃時２０分（１階　寿の間）
　　　　講　演
　　　　　⑴　 獣医師・獣医師会を巡る情勢について（仮題）
　　　　　　　　　日本獣医師会 顧問　北村直人 先生
　　　　　⑵　 狂犬病など動物が介在する感染症について（仮題）
　　　　　　　　　日本大学 生物資源科学部 教授　丸山総一 先生
　　　　　⑶　大学教育から見た獣医師の将来像について（仮題）
　　　　　　　　　日本獣医師会 副会長　酒井健夫 先生
　　　　対象者　開業会員、行政関係職員ほか　（※一般会員も参加が可能です。）
₂　「懇談会」並びに「髙橋三男会長埼玉文化賞受賞報告会」

　　　午後₃時3０分～午後₅時００分（₃階　飛龍の間）
　　　　内　容　主催者挨拶、受賞経過報告、来賓祝辞、懇談
　　　　来　賓　埼玉県知事、さいたま市長、国会議員、県・さいたま市議会議員、日本獣医師会会長、
　　　　　　　　埼玉県医師会長ほか
　　　　対象者　会員・賛助会員等
　　　　参加費　会員8,000円

平成28年新春懇談会開催のご案内
公益社団法人埼玉県獣医師会

再掲載
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平成２７年度　埼玉県獣医師会新入会員研修会を開催

　平成27年11月20日（金）、「埼玉県農業共済会館」において開業部会及び勤務部会両運営委員会による新入会

員研修会を開催しました。

　午後₁時30分から開始された研修会では、全ての新入会員を対象とした全体研修と、開業支部会員のみを

対象とした開業支部新入会員研修が実施されました。

新入会員を前に全体研修会で挨拶する髙橋三男会長

₁　全体研修会

　中村滋副会長の開会の言葉に続き、出席している新入会員と役員から自己紹介をいただいた後、髙橋三男

会長から、埼玉県獣医師会への入会を祝すとともに、「皆さんはこれから獣医師として活躍していただく。埼

玉県獣医師会はどなたでも入会できるので、入会して先輩とともに勉強しながら人格の完成を目指して教養

を高めていただきたい。今は獣医師の領域が拡大してきている。それだけに獣医師に与えられた住民の期待

が大きく、皆さんはその期待される立場になれると思う。しかし、一人の力だけでは何もできないし、私は

皆さんの未来が決してバラ色の未来であると思っていない。なぜなら、人口が減ると需要も減ってくる。こ

れまでは獣医師がお客様を選べた時代であったが、これからは獣医師が選ばれる時代になってくる。そのた

めにも、埼玉県獣医師会は皆でともにやっていきたい。何かがあった時には、すぐに獣医師会に来てほしい。

皆さんには、獣医師会の会員だという誇りを持って自分の職域で頑張ってもらいたいし、２１世紀の埼玉県獣

医師会や日本獣医師会を担う立派なスターになっていただきたい。」と挨拶がありました。

　続いて、獣医師定款や倫理などの全般的な内容について次のとおり研修が行われました。

　特に、顧問税理士の間嶋先生には、動物病院での雇用機会が増すなか、社会保険制度や労働基準法などの

雇用関係、税務関係、新しく施行されるマイナンバー制度について講義をお願いいたしました。
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　①　獣医師のあり方について（中村滋開業部会第１運営委員長）

　②　埼玉県獣医師会会員憲章について（大橋邦啓総務委員長）

　③　埼玉県獣医師会定款・諸規程について（大橋邦啓総務委員長）

　④　獣医師倫理について（長澤泰保獣医事調査委員長）

　⑤　獣医師関係法令について（須賀幸司勤務部会運営委員長）

　⑥　雇用・税務関係について（顧問税理士　間嶋順一先生）

₂　開業支部会員研修会

　午後₃時50分からは、開業支部の新入会員のみを対象として、開業獣医師にとって必要な法律手続きや診

療業務にあたっての心構え、集合狂犬病予防注射事業の事務手続きなどについて研修が行われました。

　①　開業獣医師に係る関係法令について（小暮一雄開業部会第₂運営委員長）

　②　集合狂犬病予防注射の実施について（八木賢裕狂犬病予防委員長）

　講義の終了後には、動物病院に掲示する「埼玉県獣医師会開業会員証」を受講者に交付いたしました。

　今回の研修会には、お忙しい中、20名の新入会員（開業₄名（対象者全員）、勤務16名（対象者24名）が出席

されました。参加者は配布された多くの資料に目を通しながら講義に聞き入り、午後₄時40分まで熱心に受

講されていました。

――テレビ埼玉で放映――

髙橋会長「彩の国」新春年頭挨拶

とき…平成２８年１月₂日（土）
　　　　　午前１１時００分～１１時０５分
　　　　　テレビ埼玉
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第２回　狂犬病予防委員会
　平成27年12月₂日（水）午後₁時3０分から、さいたま市「埼玉県農業共済会館」において次の事項を協議した。
₁　会長挨拶
　埼玉県獣医師会は、皆さんで決めて守る組織である。狂犬病予防注射での事故に際しても、皆さんの力で
解決していただきたい。₁月２２日の新春懇談会には、日獣の藏内会長を来賓として招き、講習会を行う。そ
の後、懇談会と「埼玉文化賞」の受賞報告会を行うので、多くの皆さんに出席してほしい。
₂　協議事項
　⑴　集合狂犬病予防注射実施者講習会の開催について
　　　集合狂犬病予防対策に関する講習会の内容並びに開催当日の進め方等について協議し、決定した。
　　　日　　時　平成28年₁月22日（金）　午後₁時15分～
　　　場　　所　さいたま市　清水園
　　　講習内容　
　　　　　　　ア　平成２７年度集合狂犬病予防注射実施者講習会
　　　　　　　　ア　（仮）獣医師・獣医師会を巡る情勢について
　　　　　　　　　　日本獣医師会　顧問　北村直人先生
　　　　　　　　イ　（仮）狂犬病など動物が介在する感染症について
　　　　　　　　　　日本大学　生物資源科学部　教授　丸山総一先生
　　　　　　　　ウ　（仮）大学教育から見た獣医師の将来像について
　　　　　　　　　　日本獣医師会　副会長　酒井健夫先生
　　　　　　　イ　「懇談会」並びに「髙橋三男会長埼玉文化賞受賞報告会」
　　　　　　　　　主催者挨拶、受賞経過報告、来賓祝辞、懇談
　⑵　平成28年度埼玉県獣医師会集合狂犬病予防注射実施スケジュール（案）について
　　 　平成28年度集合注射の実施に向け、契約締結事務等の日程について協議した。
　⑶　その他
　　 　技術料の振り込みに伴う書類提出や狂犬病予防注射実施状況について報告され、意見交換を行った。

会 務 報 告

予　　告

　さいたま市支部では平成28年₁月17日（日）南動物病院グループ 代表　南　毅生先生をお招きして、「一人
でできる手術編」と題しまして、出血しない会陰尿道切開、15分の椎間板ヘルニアの手術、失敗しない会陰
ヘルニア、胃全摘手術、一人でできる簡単腸管断端吻合等を動画を交えてレクチャーしていただきます。多
くの先生方のご参加をお待ちしております。

日　時　　平成28年₁月17日（日）
　　　　　１3 : 3０～１７ : ００
場　所　　WithYouさいたま ₄階　視聴覚セミナー室
　　　　　さいたま市中央区新都心２－２
　　　　　TEL　０４８－6０１－3１１１
演　題　　「一人でできる 手術編」
講　師　　南動物病院グループ 代表　南　毅生　先生
参加費　　埼玉県獣医師会会員　　無料
　　　　　会員以外の受講者 　５,０００円

さいたま市支部学術講習会のお知らせ
（獣医師生涯教育研修事業ポイント対象　カリキュラム番号　小₂（₂））

さいたま市支部長　山中　利之
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　西支部では平成28年₁月24日（日）に日本小動物医療センター 総合診療科 消化器科 科長　中島　亘先生
をお招きして全₂回「下痢・嘔吐の診療」（後半　嘔吐の診療）の講習を行います。多くの先生方のご参加
をお待ちしております。

日　時　　平成28年₁月24日（日）
　　　　　１3 : 3０～１6 : 3０ （１3:００受付）

場　所　　川越市南文化会館（ジョイフル）
　　　　　川越市今福１２９５-２
　　　　　TEL　０４９-２４８-４１１５

演　題　　「下痢・嘔吐の診療（後半　嘔吐の診療）」

講　師　　日本小動物医療センター
　　　　　　中島　亘　先生

参加費　　埼玉県獣医師会会員　　無料
　　　　　会員以外の受講者 　５,０００円

西支部学術講習会のお知らせ①
（獣医師生涯研修事業ポイント対象　カリキュラム番号　小₂（₁））

西支部長　別部　博司
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　西支部では、平成28年₂月14日（日）に臼井犬猫病院　臼井玲子先生をお招きして「耳科診療アップデート
　耳炎撲滅にむけて…」の演題で学術講習を行います。多くの先生方のご参加をお待ちしております。

日　時　　平成28年₂月14日（日）
　　　　　１3 : 3０～１6 : 3０ （受付１3:００～）

場　所　　ホテル紫雲閣
　　　　　東松山市箭弓町２-５-１４
　　　　　TEL　０４９3-２3-５１５１

演　題　　「耳科診療アップデート　耳炎撲滅にむけて…」

講　師　　臼井犬猫病院　臼井　玲子　先生

参加費　　埼玉県獣医師会会員　　無料
　　　　　会員以外の受講者 　５,０００円

西支部学術講習会のお知らせ②
（獣医師生涯研修事業ポイント対象　カリキュラム番号　小₃（１０））

西支部長　別部　博司
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　西支部では、平成28年₃月₆日（日）に病理組織診断CAPITAL代表　石原勇介先生をお招きして「病理組
織診断を最大限診療に生かす為に」の演題で学術講習を行います。多くの先生方のご参加をお待ちしており
ます。

日　時　　平成28年₃月₆日（日）
　　　　　１3 : 3０～１6 : 3０ （受付１3:００～）

場　所　　川越市南文化会館（ジョイフル）
　　　　　川越市今福１２９５-２
　　　　　TEL　０４９-２４８-４１１５

演　題　　「病理組織診断を最大限診療に生かす為に」

講　師　　病理組織診断CAPITAL
　　　　　　代表　石原　勇介　先生

参加費　　埼玉県獣医師会会員　　無料
　　　　　会員以外の受講者 　５,０００円

西支部学術講習会のお知らせ③
（獣医師生涯研修事業ポイント対象　カリキュラム番号　小₂（₁））

西支部長　別部　博司

南大塚 西武新宿線
川
越

新
河
岸

東
武
東
上
線
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川越市南文化会館
ジョイフル

広告
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ひ　ろ　ば

　平成24年₄月、埼玉県獣医師会に入会させていただきま
した、中井悠華（なかいゆうか）と申します。
　出身大学である日本獣医生命科学大学では、獣医微生物
学教室に所属し、犬猫由来大腸菌の薬剤耐性菌に関する研
究をしておりました。平成24年に埼玉県に入庁し、農林部
の中央家畜保健衛生所の防疫担当に₂年間従事した後、同
所の病性鑑定担当へ配属となり、現在は主に細菌検査を担
当しております。学生時代に携わった細菌分野に関する仕
事がしたいと考えておりましたが、こんなにも早く希望が

叶ったことを光栄に感じるとともに、検査結果によっては、動物の命を奪うこともあるという責任の重さを
日々感じ、身の引き締まる思いです。
　また、平成26年には茨城県つくば市にある、動物衛生研究所にて₇か月間に及ぶ長期研修に参加させてい
ただきました。研修では最先端の研究に触れるだけでなく、同じように病性鑑定業務に携わる、全国の家保
職員の方々と切磋琢磨しながら多くのことを学ばせていただきました。研修が終わり、それぞれの地元に戻っ
てからも、結婚式や観光案内に招待してもらうなど、交流は続いており、幅広いつながりができたことを大
変嬉しく感じております。
　今後は諸先生方とのつながりも大切にしながら、知識や技術向上のため、より一層努力してまいりたいと
思いますので、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

埼玉県獣医師会に入会して
新入会員の抱負

農林支部　中井　悠華
（中央家畜保健衛生所）

研修の閉講式にて（二列目左から三番目）

　11月29日（日）川越南文化会館　ジョイフルにて西支部学術講習会を開催いたしました。日本小動物医療セ

ンター・総合診療科・消化器科常勤獣医師・消化器科科長　中島亘先生をお招きし、『下痢・嘔吐の診療』『前

半　下痢の診療』という演題でご講演いただきました。

　明日からの『下痢の診療』に生かせる最新知識と診断・治療に苦慮する症例をどのように対応すれば良いの

か、自身のご経験をふまえて大変わかりやすく講演いただきました。

　また、慢性腸症における治療トライアル、内視鏡検査、超音波検査の実践については特に詳しく解説いた

だき、ご出席の先生は真剣に知識を吸収していました。次回₁月24日（日）も中島先生に『後半　嘔吐の診療』

をご講演いただきます。

＜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

４6名 ₀名 ₀名 ₂名 ２９名 １名 ₄名 ₆名 ₄名

西支部学術講習会開催報告
西支部学術委員　佐藤　博司
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彩の国畜産フェア２０１５の開催報告

　平成27年11月28日（土）、午前10時から熊谷市の埼玉県農業大学校を会場として「彩の国畜産フェア2015」が

開催されました。

　このフェアは、広く県民の方々に畜産業への理解を深めていただくとともに、畜産物の消費や販路の拡大

につなげていこうと、埼玉県獣医師会をはじめ酪農、肉用牛、養豚、養鶏などの畜産関係団体が実行委員会

を構成し、埼玉県畜産会が事務局となって毎年開催しているもので、今年で17回目の開催となります。

　この日の朝は冷え込んだものの、日中は好天気に恵まれ、絶好のイベント日和となりました。当日は、同

時開催の「牛乳・乳製品フェア」や「県農業大学校祭」を始め、県産畜産物・農産物などの試食・販売、ふれあ

い動物園、県内畜産関係機関の業務紹介等、多彩な行事が行われました。

開催セレモニー

　開催セレモニーは午前10時15分から会場内の特設ステージにおいて、上田清司埼玉県知事を始め多くのご

来賓をお招きして開会されました。

開会を宣言する髙橋三男会長
左前列は 坂本健次畜産フェア実行委員長（埼玉県畜産会会長）右前列は　上田清司埼玉県知事と

本木　茂県議会議長（右側）
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　最初に、畜産フェア実行委員会副委員長である髙橋三男埼玉県獣医師会会長が「絶好の天気に恵まれた本

日、歴史と伝統を誇る埼玉県農業大学校の創立７０周年を祝すとともに、ここに畜産フェアを開催する。本日

は、大いに埼玉の畜産を応援していただきたい。」と開会の言葉を述べられました。

　次いで、実行委員会委員長の坂本健次埼玉県畜産会

会長が主催者として挨拶したのに続き、ご来賓の上田

清司埼玉県知事からは「埼玉畜産の出荷額は農業出荷

額の１４％を占めており、本県の畜産物は品質でも勝負

できる。しかも、暮らしの隣が産地ということで、き

ちんと生産者の皆さん方が、私達の購入する農産物や

畜産物、あるいは乳製品を守っていただいているとい

う素晴らしいロケーションがある。本日は、その生産

者と消費者が交流するという大事な場である。こうし

た交流の場を通じながら、埼玉の畜産物の素晴らしさ

を味わっていただき、購入していただきたい。」とのご祝辞がございました。

　続いて、本木　茂埼玉県議会議長や富岡清熊谷市長からご祝辞を頂いた後、ご来賓等が紹介されました。

埼玉県議会からは武内政文環境農林委員長、畜産振興議員連盟会長の神尾髙善議員、地元選出の小林哲也議

員、田並尚明議員、大嶋和浩議員ほか、また、富岡信吾熊谷市議会議長を始めとした市議会議員の方々、農

業団体長、地元自治会長、主催者団体長などが紹介されました。

　終わりにあたり、嶋崎孝司埼玉県牛乳普及協会副会長が閉式の言葉を述べ、開催セレモニーは盛大のうち

に終了いたしました。

　

賑わう会場
　今年の畜産フェアは、好天気の中での開

催となり、県内の生産者をはじめ地元熊谷

市観光協会など21団体が出展し、畜産物や

農産加工品の試食、販売コーナーには長い

列ができていました。

　また、子供たちの歓声がする中、ステー

ジでは、ビンゴゲームやミルクマンショー

なども行われ、約５,０００人の入場者で賑わ

いました。

祝辞を述べられる上田清司埼玉県知事

恵まれた天気の中、大勢の来場者で賑わう会場
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　 埼玉県高病原性鳥インフルエンザ防疫演習の
　 実施について

埼玉県農林部畜産安全課

　高病原性鳥インフルエンザ（以下、「HPAI」という。）の発生に備えるため、県では、平成27年11月₄日（水）

に防疫演習を実施しました。

　今年も100名を超える方にご参加いただき、机上演習・実地演習を通じて、HPAIの基礎知識や発生時の

防疫対応について、理解を深めていただきました。

○　実地日時

　　平成27年11月₄日（水）10：00～15：15

○　場所

　₁　机上演習

　　　深谷市花園文化会館アドニス

　₂　実地演習

　　　深谷市花園文化会館アドニス

　　　JA全農さいたま北部総合センター内駐車場

○　内容

　１　机上演習

　　 　HPAIの症状や発生状況、関連法規、異常発見から防疫措置

終了までの対応、生産者への補償・支援について、スライドを

用いて、説明を行いました。また、平成17年度に発生した鴻巣

市HPAI事例の紹介では、当時の防疫作業風景を写したビデオ

上映も行いました。

　₂　実地演習

　　 　参加者は防護服を着用後、バスに乗り会場を移動し、殺処分

などの実地演習を行いました。生きた鶏を用いて、ケージから

の取出しを体験してもらう等、実際の作業をより具体的にイ

メージできるよう工夫をしました。

○　参加者

　　105人

　　（ 内訳：養鶏農家10人、関係団体11人、獣医師₃人、市町村20人、

県54人、国・他県₇人）
④ 殺処分［模擬］

③ 鶏のケージからの取り出し

② バスに乗り、会場を移動

① 防護服の着衣
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彩の森入間公園で「矢が刺さったカモ」を手当し放鳥

　比留間一男先生（西支部）は入間市で獣医療を行う傍ら、傷病野生鳥獣の治療をも長年やってこら
れました。その活動の一つとして、今年の10月に地元の入間市にある県営彩の森入間公園で、心無
い人から矢を射られて負傷している野生のカモが発見されて捕獲され、そのカモの治療に当たられ
たのが比留間先生です。その比留間先生から、その時の概要を寄稿いただきました。
　埼玉県獣医師会会員の活動報告として、会報にてご紹介申し上げます。

西支部　比留間　一男

　「矢が刺さったカモ、入間市で保護」とメディアで注目されたカモは、お陰様で無事元の池に放鳥されまし
た。その概要を記しますので参考にしてください。

「発見」
　平成27年10月25日に県営彩の森入間公園（入間市）の利用者から、矢が刺さったカモがいると通報があった。

「保護₁」
　保護の必要性から公園管理事務所職員らが何回か餌をまいてお
びき寄せ、網を用いて試みたが保護できなかった。再び11月₄日
午後、餌をまいておびき寄せネットランチャー（ネットが飛び出す
人の防犯用発射装置）を発射、₁回でカモを保護した。カモはネッ
トの中で暴れていたが、大人₃人がかりで押さえ込みダンボール
箱へ移した。体長約30㎝のカモを保護したと埼玉県が発表した。

「治療」
　通気孔を何箇所か開けたダンボール箱に入れて、県西部環境管
理事務所の職員が入間市内の野生鳥獣保護診療機関へ自動車で搬
入した。オナガガモ（♂）体重300ｇで矢は首の左側に垂直に刺さっていた。保定して諸検査を行い、X 線検
査で矢は長さ75㎜の木工用ネジで深さ15㎜に達し危険部位に近かった。消毒後ドライバーで抜き取る。経過
日数が長いので出血と軽度の化膿臭を認めた。創部の洗浄とバイポーラ止血および吸収糸で₃針縫合。元気
はあるが経過を観察するため二次保護を県に要請した。 

「保護₂」
　二次保護のため、埼玉県鳥獣保護センター（川越市・専任獣医師₂）へ環境管理事務所職員が車で搬送した。
症状と経過を説明し水張り水槽のケージへ収容、目隠し囲いをした。翌日元気を確認、環境管理事務所職員
が彩の森公園へ搬送した。11月₅日午前11時ごろ、健康状態が良くなったとして元の池に放鳥され、時々刺
さっていた首のあたりを気にするものの元気よく公園の池を泳いだ。

「報道」
　県の発表により、メディアが一斉に取り上げ報道した。朝日、読売、日経、埼玉新聞や NHK、FNN、TBS
などの広い範囲で取り上げられ、ニュース性を物語った。特に TBS は記者が密着、番組Ｎスタは保護から放
鳥までの一貫報道を行った。診療の様子やＸ線写真は診療に立ち会った環境管理事務所を通して報道に提供した。

「警察」
　狭山署は鳥獣保護法違反の容疑で捜査に入り、診療現場に立ち会い証拠を集め、直ちに情報提供を呼びか
けた。

　動物への虐待行為が問題化しています。平成15年のアザラシのタマちゃんを思い起こします。地域でいつ
こんな事案が発生するか予測できません。先生方の取り組みの参考までに報告いたします。この事案に関心
を寄せていただきご協力を申し出いただいた先生、また直接ご支援をいただいた先生方に感謝いたします。

保護されたカモ
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第２6回 県獣ボウリング同好会親睦大会 結果報告
県獣ボウリング同好会事務局　斎藤　和也

　ボウリング同好会の親睦大会が、11月29日（日）午後₄時からスポルト浦和国際ボウルにて開催されました。
寒気の中、ドタキャンもありまして参加選手は₈名と少数精鋭になりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スクラッチ　 ハンディ　　合計
　　優　勝　　　滝沢　直樹さん（さいたま市支部）　　611　　　　　0　　　　 611
　　準優勝　　　望月　辰起さん（森久保薬品㈱）　　　429　　　　150　　　　 579
　　₃　位　　　斎藤　和也さん（さいたま市支部）　　555　　　　　0　　　　 555

　　ハイゲーム　滝沢　直樹さん（さいたま市支部）　　246

　優勝者はダントツで滝沢選手、合計点もさることながらハイゲー
ム 246点は、プロも顔負けの成績でした。優勝賞品は家族が喜ぶ牛
肉セット、₂位は選べるギフトセット、₃位はおじさまの必需品・
血圧計でした。その他全選手が順位賞と参加賞をいただきました。
大会に協賛していただきました森久保薬品㈱様に御礼申し上げます。
　年明けの₂月11日（木・祝）は、県獣医師会厚生委員会主催のボウ
リング大会が開催予定です。楽しい大会になりますよう同好会会員
も協力いたします。左から₃位　斎藤和也さん、

優勝　滝沢直樹さん、₂位　望月辰起さん

広告
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第１3２回埼玉県獣医師会ゴルフ同好会コンペ結果報告
埼玉県獣医師会ゴルフ同好会　会長　斎藤　和也

幹事　増田　　淳
　　吉田　初雄

　12月₃日（木）鴻巣カントリークラブにおいて、第132回埼

玉県獣医師会ゴルフ同好会コンペが23名の参加で開催されま

した。当日は昼過ぎまで雨の予報でとても心配でしたが、プ

レイ中ほとんど雨になることはなく、風もない穏やかな中で

気持ちの良いラウンドをすることができました。鴻巣カント

リークラブはフラットながら、池が巧みに配置された戦略性

の高いコースでした。結果は以下の通りです。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　OUT　　　IN　　　H.C　　NET

　　　　優　勝　　森田　　良　先生（東支部）　　　　　39　　　　40　　　11　　　68

　　　　準優勝　　中村　久江　先生（団体支部）　　　　49　　　　43　　　19　　　73

　　　　第₃位　　岡田かおり　先生（西支部）　　　　　44　　　　42　　　12　　　74

　　　ベストグロス　森田　良　先生　79ストローク

　次回は₃月10日（木）大宮ゴルフコースで開催する予定です。次回より全員新ハンデのもと新たにスタート

しますので会員の皆様の参加をお待ちしております。

鴻巣カントリークラブの景色

懇親会の様子 左から、₂位　中村久江さん、優勝　森田　良さん、
　　　　₃位　岡田かおりさん　　　



14

お 知 ら せ

集合狂犬病予防注射技術料の支払に伴う
「マイナンバー」の確認について

　平成28年₁月よりマイナンバー制度がスタートすること
になりました。
　マイナンバーは、平成27年10月₅日時点で、住民基本台
帳に登録されているすべての国民に₁人₁つずつ付与さ
れ、社会保障、税、災害対策といった分野で活用されます。
　それに先立ち、住民票に記載されている住所に、各市町
村からマイナンバーの「通知カード」が世帯ごとに転送不
要の簡易書留で郵送されているところです。
　さて、この「マイナンバー」ですが、本会の「集合狂犬病
予防注射事業」実施者の先生方につきまして確認させていた
だく必要がありますことからご案内申し上げます。

　集合狂犬病予防注射技術料（平成28年度分以降）の支払
につきましては、いわゆる「マイナンバー法」の施行に伴
い、本会が税務当局に提出する源泉徴収票等について個人番号を記載することが義務づけられました。
　そのため、「個人番号カードのコピー」または「通知カードと身元確認書類のコピー」を事務局に提出し
ていただく必要があります。その際には改めてお願いをしますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

所得税の確定申告並びに生前贈与・相続等の
個別相談会開催のお知らせ

　埼玉県獣医師会では、下記のとおり顧問税理士による個別相談会を開催いたします。
　ご希望の先生は、お早めに事務局までご連絡ください。

記
　日　　時　　平成28年₂月₃日（水）
　　　　　　　①　午前10時～　　②　午前11時～　　③　午後１時～
　　　　　　　④　午後₂時～　　⑤　午後₃時～　　⑥　午後₄時～
　　　　　　　 ※ 個別相談となるため、希望者はあらかじめ埼玉県獣医師会事務局までご希望の時間を連絡

してください。
　　　　　　　　なお、希望時間が重複する場合には調整させていただきます。
　　　　　　　　また、希望者多数の場合は、別の日時での開催を検討いたします。
　場　　所　　さいたま市　埼玉県農業共済会館 ₂階 ２０6会議室
　対 象 者　　ア　開業支部会員（相談内容ⅰに関して）
　　　　　　　イ　全会員　　　 （相談内容ⅱに関して）
　　　　　　　※「ア」、「イ」とも税理士の関与がない先生を優先
　相談内容　　ⅰ獣医業に関する個人の確定申告（平成２７年分）
　　　　　　　ⅱ生前贈与・相続等
　対 応 者　　埼玉県獣医師会　顧問税理士　間嶋順一　先生
　事前準備　　 相談に必要な資料等事前準備をしていただく必要がありますので個別相談を希望する先生に

は、後日ご連絡いたします。
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　会員及びその関係者相互の親睦と健康の増進を目的にボウリング同好会の協力を得て、埼玉県獣医師会主

催 「ボウリング大会」 を次のとおり開催いたします。

　特に、今年度はソフトボール大会が中止となったことから、このボウリング大会に、多くの皆様に参加い

ただき、会員相互やご家族、関係者の皆様との親睦を深め、楽しい時を過ごしてください。

１　日　　時　平成28年₂月11日（木・祭日）

　　　　　　　集　　合　　午後₃時3０分

　　　　　　　競技開始　　午後₄時

₂　場　　所　スポルト浦和国際ボウル

　　　　　　　　さいたま市桜区中島４-１-１

　　　　　　　　電話　０４８-８５3-４９２１

₃　参 加 費　１,５００円（貸靴料：別途、自己負担）

₄　参加要件　会員とその家族及び従業員、賛助会員など

₅　予定人員　6０名（２０レーン×₃名＝6０名）

₆　競技方法　一人₂ゲームを投球し合計点で競います。

　　　　　　　年齢や性別等を考慮し、ハンディキャップを設定します。

₇　表 彰 式　競技終了後、ボウリング場内にて行います。

₈　参加申込　 参加希望者は、平成２８年₁月20日（水）までに氏名・年齢・性別を各支部の厚生委員に伝え、

お申し込みください。

　　　　　　　 厚生委員は、₁月27日（水）までに参加者を取りまとめの上、埼玉県獣医師会事務局に報告し

てください。

埼玉県獣医師会主催ボウリング大会開催のお知らせ
厚生委員会委員長　　山中　利之

再掲載
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　本会では会員の獣医学術の研鑽向上に向け、平成２７年度予算において標記学術大会に参加した開業支部会

員を対象に 「参加登録費」 の一部助成金交付を行っております。

　つきましては、助成金交付を希望される先生は下記により事務手続きをお願いします。

１　第12回学術大会

　⑴　開催月日　　平成２８年₂月１９日（金）～２１日（日）

　⑵　会　　場　　「パシフィコ横浜」　　神奈川県横浜市西区みなとみらい１－１－１

　⑶　主　　催　　日本獣医内科学アカデミー（JCＶIＭ）

　⑷　参加登録費（抄録は別）　　　　　　　　　　　事前登録　　　当日登録

　　　　　　　　　一般参加者　　　　　　　　　　２０,０００円　　　２８,０００円

　　　　　　　　　（※会員、共催団体の会員、非会員とも同額です）

　　　　　　　　　₁日参加者（※　〃　）

　　　　　　　　　　　₂月19日（金）　　　　　　　１２,０００円　　　１７,０００円

　　　　　　　　　　　₂月20日（土）　　　　　　　１3,０００円　　　１８,０００円

　　　　　　　　　　　₂月21日（日）　　　　　　　１3,０００円　　　１８,０００円

　　　　　　　　　抄録集（冊子）　　　　　　　　　 3,０００円（₂冊セット）

　　　　　　　　　　※抄録集（PDFバージョン）はHPよりダウンロード可能

　⑸　事前参加登録締切　　平成２８年₁月２０日（水）

₂　助成金

　⑴　助成金額　　　１人当たり　5,000円　（開業支部会員に限る。）

　⑵　助成金交付事務手続き　

　　 　「参加登録費」の支払いを証する書面（下記の何れか）の写しを埼玉県獣医師会事務局まで提出してく

ださい。

　　　◦「振替払込請求書兼受領証」

　　　◦「登録費領収書」

　　　◦「参加登録証（Ｅ－mail）」

　　　提出期限　　平成２８年₃月₉日（水）まで（必着）

　　※ 　本学術大会の詳細な内容等については、「日本獣医内科学アカデミー学術大会」ホームページをご覧

ください。

第１２回日本獣医内科学アカデミー学術大会参加者
に対する助成金交付について　　　　　　　　

再掲載
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２７日獣発第２７２号

平成２７年１２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　藏　内　勇　夫　　

 （公印及び契印の押印は省略）　

獣医師に対する行政処分に関する基本的な考え方の公表等について

　このことについて、平成27年12月₃日付け27消安第4575号及び27消安第3110号-１をもって、農林水産

省消費・安全局畜水産安全管理課長から、別添のとおりそれぞれ通知がありました。

　前者の通知は、近年、罰金以上の刑に処せられ、獣医師法に基づく行政処分の事例が増加しており、

そのうち獣医師の業務に直接関係しない事例も見受けられる状況に鑑み、今般、獣医事審議会免許部会

から行政処分の審議を行う際の公正な規範として「獣医師に対する行政処分に関する基本的な考え方」

（以下「基本的な考え方」という。）が示されたところです。この機会に獣医師一人一人がその責務と義務

とを再確認するとともに職業倫理の向上に努め、今後も獣医療に対する国民や社会の信頼を確保するよ

う、関係者への周知の依頼がされたものです。

　一方、後者の通知は、平成27年11月24日付けで獣医師法第₈条第₂項の規定に基づく獣医師の行政処

分がなされたので、獣医師法、獣医療法、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律」及びその他関係法令違反等の事実が発生した場合、また、獣医師法上の行政処分の対象とな

り得る者の情報を把握した場合は、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課担当者又は都道府県畜産

主務部局へ報告するよう会員獣医師へ指導するとともに、獣医師が社会的信頼に十分応えられるよう獣

医師倫理の指導に一層の協力が依頼されたものです。

　本件については、これまで獣医師に対する行政処分等各般の不祥事発生時において、再三に渡り貴会

会員獣医師に対する指導の徹底をお願いしているところです。つきましては、貴会関係獣医師に対し、

今般策定された基本的な考え方について周知するとともに、改めて日本獣医師会獣医師倫理綱領（獣医

師の誓い―95年宣言）の精神に立ち返り、高度専門職業人としての職業倫理意識を常に発揮するよう指

導・普及に努められたくお願いいたします。

　なお、平成27年12月11日に開催された平成27年度第₅回理事会においても、動物病院勤務獣医師が麻

薬指定されているケタミンを無免許で使用し、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで書類送検された旨

のテレビ報道がなされたとの情報提供がありました。麻薬の使用に当たっては、獣医師であっても麻薬

施用者の免許が必要であり、免許の有効期間は最長で₂年（12月31日まで）で、有効期間経過後は再度許

可を受ける必要があることにもご留意願います。

　※詳細（別添含む）については、日本獣医師会ホームページ（新着情報）をご覧ください。
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獣医師に対する行政処分に関する基本的な考え方

平 成 ２ ７ 年 １ ０ 月 3 ０ 日

獣医事審議会免許部会

₂　行政処分に関する基本的な考え方
　⑴ 　獣医師に対する行政処分は、公正に行われなければならず、処分の対象となった行為の事実等を

正確に把握した上で判断する必要がある。そのため、獣医事審議会においては、司法による判決の

内容や裁判で明らかになった事実、当該獣医師の弁明や提出される証拠等に基づき、事案ごとの事

情を参酌しつつ、審議を行う。

　⑵ 　行政処分の程度については、事案の重大性として、司法による判決の内容を基礎とするが、獣医

師が業務を行うに当たって遵守すべき法律に係る違反行為、獣医師の立場や知識を利用した違反行

為、獣医師に課せられた倫理的又は道徳的な職責に大きく反する行為など、獣医師に求められる職

業倫理に反する行為と判断される場合は、より厳しい処分の対象とする。その上で、獣医事に関連

して国民や社会に与える影響等も勘案して行政処分の程度を決定する。

₃　事案別の具体的な考え方
　⑴　獣医師が罰金以上の刑に処せられた事案

　　ア　獣医師が業務を行うに当たって遵守すべき法律に係る違反行為

　　　　 （獣医師法、獣医療法、家畜伝染病予防法、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律」（旧薬事法）等に係る違反行為）

　　　 　行政処分の程度は基本的には司法による判決の内容等を参考に決定するが、獣医師自らが当然

に果たすべき法律上の義務を怠り、人や動物の健康を危険にさらす行為については、より重い処

分とする。

　　イ　獣医師業務に直接には関係しないが、罰金以上の刑に処せられた事案

　　　　 （刑法（殺人、傷害、窃盗、詐欺、強制わいせつ等）、覚せい剤取締法、所得税法、自動車の運

転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、道路交通法等に係る違反行為）

　　　 　行政処分の程度は、基本的には司法による判決の内容等を参考に決定するが、獣医師の立場や

知識を利用した事案については、より重い処分とする。

　⑵　獣医師道に対する重大な背反行為等があった事案

　　　（獣医師に課せられた倫理的又は道徳的な職責に大きく反する行為であると客観的に認定できる事案）

　　　行政処分の程度は、裁判で明らかになった事実等を参考に決定する。

抜 粋
写
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　プレスリリース

獣医師法第₈条第₂項の規定に基づく
「獣医師の業務停止処分」について

農林水産大臣は平成２７年１１月２４日付けで、獣医師₃名に対し、獣医師法に基づく業務停止の処
分を行いました。

■行政処分内容等
　農林水産大臣は、平成２７年１１月２４日付けで、以下の獣医師₃名に対し、獣医師法に基づく業務停止の
処分を行いました。
　⑴　阿千輪　鉦利（福島県在住：83歳）
　　◦行政処分内容：業務停止₁年₆月
　　◦ 事件の概要：普通乗用自動車を運転中に歩行中の者に自車を衝突させ傷害に基づく出血性ショッ

クにより死亡させた。
　　◦ 司法処分内容：禁鋼₃年（執行猶予₄年）／自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関

する法律附則第14条の規定に基づき、同法による改正前の刑法第211条第₂項（自動車運転過失致
死）に該当

　⑵　中野　孝雄（神奈川県在住：61歳）
　　◦行政処分内容：業務停止₃年
　　◦事件の概要：薬局開設者又は医薬品販売業の許可を受けず、業として医薬品を販売した。
　　◦ 司法処分内容：懲役₂年（執行猶予₄年）/ 薬事法等の一部を改正する法律附則第101条の規定に

基づき、同法による改正前の薬事法第24条第₁項（医薬品の販売業の許可）違反に該当
　⑶　及川　正明（青森県在住：68歳）
　　◦行政処分内容：業務停止₃月
　　◦事件の概要：他者に暴行を加え傷害を負わせた。
　　◦司法処分内容：罰金30万円／刑法第204条（傷害）に該当

平成27年１２月₃日
農 林 水 産 省

２７消安第3１１０号－１
平成２７年１２月₃日

　公益社団法人日本獣医師会
　　　　会長　藏内　勇夫　殿

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長

獣医師法第₈条第₂項に該当する獣医師の処分について

　このことについて、獣医師法（昭和24年法律第186号）第₈条第₂項の規定に基づく処分が平成27年11
月24日付けで行われ、別紙のとおり公表されました。
　近年、獣医師の社会的責任や獣医師に対する期待が高まっている中、このような処分が行われること
は、獣医師の社会的信用を失うものであり、大変遺憾であります。
　貴会におかれましては、適切な獣医療の提供のためにこれまでも積極的な取組をされているところで
はありますが、特に下記について御承知の上、獣医師が社会的信頼に十分に応えられるよう、獣医師倫
理の指導に一層の御協力をお願いします。

記
₁ ．貴会下の構成獣医師に対し、獣医師法、獣医療法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律及びその他法令違反等の事実が発生した場合には、当該獣医師から当課担当者
又は都道府県畜産主務部局に報告するよう指導を行うこと。

₂ ．獣医師法上の行政処分の対象となり得る者の情報を貴会会員が把握した場合は、その旨を当課担当
者又は都道府県畜産主務部局に情報提供するよう指導を行うこと。
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切り抜きニュース

学生改装の案内板好評
大宮公園
小動物園動物描き₆枚設置

　さいたま市大宮区の大宮国際動物専門学校の学
生たちが、同区の大宮公園小動物園の古くなって
いた案内看板をリニューアルした。看板は₆枚で、
園内の動物をデザイン。最寄りの駅から公園まで
の道に設置している。来園者の評判は上々で、中
には看板を探し歩き、スタンプラリーのように写
真を撮り集める人もいるほどだ。
　同校は、同園を実習の場とすることが多く、小
動物の生態や樹木の説明文を作成したり、バード
ケージの中の掃除などをしている。今回は、国際
海洋・飼育学科の₁年生が動物園学の授業の一環
で、案内看板を作り直すことになった。
　同園は大宮公園駅など最寄り駅から徒歩で10～
20分かかる。広い大宮公園の中にある小さな動物
園のため、初めて訪れる人には若干分かりにくい。
そのため、同園に誘導する看板は欠かせない。
　看板は「同園の動物を描く」「擬人化やアニメ
化をしない」「方向指示をしっかりと描く」こと
がルール。43人が₆チームに分かれ、ツキノワグ
マなどを描いた₆枚の看板を描き、11月中旬に各
所に設置した。
　「ペンキ塗りなど、簡単にできると思っていた
ことが案外できなかったりと、生徒たちは自分の
課題が見えたようだ」と同学科担任の吉野弘樹先
生（31）は話す。「一つのものをチームで作ること
で達成感も味わったようだ」とも。
　同園に週₁、₂回は訪れるという堀克好さんは

「味のある看板で良い」と気に入った様子。すべ
ての看板の写真を集めようとしているが「五つま
で見つけたが、最後の一つがなかなか見つからな
い」と楽しそうに話す。
　飼育係の小高洋子さんは「看板の大きさぐらい
しか指定していなかったが、私たちが思いつかな
いような自由な発想で作成してくれた」と満足そ
う。さて、看板がなかなか見つからない時は「駅
から公園に行く道に設置してある」のがヒントと
か。小さな動物園のささやかな楽しみが一つ増え
たようだ。

国内外で柴犬人気 いまなぜ？

　立ち耳に巻き尾のりりしい柴
しば

犬
いぬ

が国内外で人気
だ。写真共有サービス・インスタグラムのフォロ
ワー数が200万人を超える柴犬「まる」は、多くの
芸能人をおしのけ国内₅位。その発信力への期待
から三重県の観光大使に。なぜ、柴犬に魅了され
るのか。

発信力に期待　観光大使就任

　11月17日夕方、東京・日本橋の三重県のアンテ
ナショップに、「かわいいー !」と歓声が上がった。
鈴木英敬知事から、まると飼い主の小野慎二郎さ
ん（42）に県の観光大使の委嘱状が手渡された。県
の担当者は「県と直接関係はないが、国内外に発
信力のある『まる』に三重をPRしてもらおうと依
頼した」。
　会場にはファン約40人が集まり、まるがあくび
したり寝転んだりする度にシャッター音が響い
た。ファンの一人、吉井美樹さん（36）は「表情が
豊かで人間っぽいところが魅力。プログもパパさ
ん（小野さん）が書いていると分かっていても、本
当にしゃべっているみたいで癒やされる」

（大胡由紀）
 埼玉新聞　１２月₃日

人
気
者
の
ニ
ホ
ン
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
ク
マ
キ
チ
を
描
い
た
案

内
看
板
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　実は、柴犬は国の天然記念物で、日本古来の種
だ。日本犬保存会や文化庁によると、柴犬をはじ
め日本犬は、明治時代に持ち込まれた西洋犬との
交雑が進み急激に減少。1928年には保存会が発足
し、日本犬の「標準」を小型・中型・大型の₃種に
分けた。その小型が柴犬で、36年に天然記念物に
指定された。天然記念物といっても、人間と暮ら
してきた歴史をもつ犬は、飼うことが認められて
いるという。
　柴犬に前後して大型の秋田犬、中型の北海道
犬、紀州犬、甲斐犬、土佐犬（四国犬）などが天然
記念物に指定されているが、小型の飼いやすさか
ら、現在は保存会が登録する日本犬の約₉割は柴
犬が占める。

フォロワーの₉割が外国人

　柴犬は「SHIBA INU」として、海外でも人気を
集める。まるのインスタグラムのフォロワーの₉
割は外国人だ。米国が最も多くて25％、タイ₅％、
中国・台湾12％と続く。米国で犬籍登録をする「ア
メリカンケネルクラブ」の人気犬種ランキングで
も柴犬は、2009年の65位から14年は46位に上昇。
12年にイギリスで開かれた世界最大級のドッグ
ショーでも、ロンドン生まれの柴犬が初めて優勝
した。
　犬の専門誌「Ｗaｎ」の川田央

ひさ

恵
え

編集長（39）は「柴
犬は、欧米では見た目の珍しさから人気がある」
と話す。独立心が強く、飼い主に忠実な一方で、
他人には、なつきにくいが、「今風に言えば『ツン
デレ』的な魅力を感じる人もいるようだ」と分析す
る。

テレビＣＭが変化の契機に

　柴犬人気について、動物と人間の関わりに詳し
い新島典子・ヤマザキ学園大准教授は、北海道犬
が言葉をしゃべるソフトバンクのテレビＣＭが変
化のきっかけだったとし、「日本犬がキャラクター
化され、カワイイの対象になり、日本犬全体の人
気が上がった。日本犬で唯一小型の柴犬が最も飼
いやすかったのでは」とみる。
　まるの飼い主の小野さんは「柴犬人気は、SNS
を通じて柴犬が目立っているというのが本当のと

ころだと思う」と笑う。「夜は眠そうなまるの姿、
朝はすっきりした顔のまるの写真を投稿する。良
い写真よりも、共感を得られる写真が人気の秘

ひ

訣
けつ

です」
 

（遠藤雄司）
 朝日新聞　１２月₉日

集まったファンに囲まれての撮影会。
柴犬まるは動じることなく応じていた
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年　月　日 産　業　動　物 小　　　　動　　　　物 公　衆　衛　生

₆月１４日㈰
北支部

「麻酔モニタリングを読む」
山口大学　井芹　俊恵　先生

（熊谷市　熊谷市立商工会館）

₆月１４日㈰

東支部
「とにかく尿検査、尿検査、尿検査！
　腎性蛋白尿を軽んじてはならない！」
日本獣医生命科学大学　竹村　直行　先生

（越谷市　越谷サンシティ）
₆月１９日㈮
　～２１日㈰

第９０回日本獣医麻酔外科学会／第１０２回日本獣医循環器学会／第５７回日本獣医画像診断学会
２０１５春季合同学会　（さいたま市　大宮ソニックシティ）

₇月₅日㈰

東支部
「皮膚科診療でペットオーナーの心をつかむ
～継続診療につながるインフォームド・コ
ンセントをしていますか～」
犬と猫の皮膚科　村山　信雄　先生

（越谷市　越谷サンシティ）

₇月１９日㈰

南第一支部・南第二支部
「動画から学ぶ！犬および猫の下部呼吸器
疾患について」
日本獣医生命科学大学　藤田　道郎　先生

（さいたま市　埼玉会館）

₉月１3日㈰ 平成２７年度　関東・東京合同地区獣医師大会（横浜）獣医学術関東・東京合同地区学会
（神奈川県横浜市　パシフィコ横浜）

１０月₄日㈰

北支部
「こんな心電図に要注意！
～症例から見る心電図の読み方～」
麻布大学　藤井　洋子　先生

（熊谷市　熊谷文化創造館さくらめいと）

１０月１6日㈮

北支部
「子牛の免疫についてⅡ（離乳
～育成期）」
酪農学園大学　大塚　浩通  先生

（熊谷市　熊谷家畜保健衛生所）

１１月₃日
（火 ・ 祝）

南第一支部・南第二支部
「難治性の下痢・嘔吐の診断・治療・予後（1）」
日本小動物医療センター　中島　亘　先生

（川口市　川口総合文化センター）

１１月₈日㈰
東支部

「肝・胆・膵の診断と治療」
日本大学　坂井　学　先生

（越谷市　越谷サンシティ）

１１月２９日㈰
西支部

「下痢・嘔吐の診療　（前半 下痢の診療）」
日本小動物医療センター　中島　亘　先生

（川越市　川越南文化会館）

１２月２５日㈮
農林支部
平成２７年度埼玉県家畜保健衛
生業績発表会

平成２８年
₁月１７日㈰

さいたま市支部
「一人でできる　手術編」
南動物病院グループ代表　南　毅生　先生

（さいたま市　Ｗith You　さいたま）

₁月２４日㈰
西支部

「下痢・嘔吐の診療　（後半 嘔吐の診療）」
日本小動物医療センター　中島　亘　先生

（川越市　川越南文化会館）

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

₂月１４日㈰
西支部

「耳科診療アップデート　耳炎撲滅にむけて…」
講師　臼井犬猫病院　臼井　玲子　先生

（東松山市　ホテル紫雲閣）
₂月２6日㈮
　～２８日㈰

平成２７年度  日本獣医師会獣医学術学会年次大会（秋田）
（秋田キャッスルホテル、秋田アトリオン、にぎわい交流館 AU）

₃月₆日㈰
西支部

「病理組織診断を最大限診療に生かす為に」
病理組織診断CAPITAL代表　石原　勇介　先生

（川越市　川越南文化会館）

平成２７年度埼玉県獣医師会学術広報版
（平成２７年１２月２０日現在）
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１１月２０日　平成２７年度新入会員研修会（さいたま

市　埼玉農業共済会館）

１１月２８日　畜産フェア２０１５（熊谷市　埼玉県農業

大学校）

１１月２９日　西支部学術講習会（川越市　川越南文

化会館）

１２月₂日　狂犬病予防委員会（さいたま市　埼玉

農業共済会館）

１２月₇日　テレビ埼玉「新春挨拶番組」収録（さ

いたま市　浦和ロイヤルパインズホテル）

１２月１１日　日本獣医師会 第₅回理事会（東京都

港区　日本獣医師会）

１２月１５日　第₅回理事会（さいたま市　寿々家）

１２月２５日　平成２７年度埼玉県家畜保健衛生業績発

表会（さいたま市　さいたま共済会館）

１２月２８日　仕事納め

平成２８年

₁月₄日　仕事始め

₁月₆日　豊かな埼玉をつくる県民の集い（さい

たま市　パレスホテル大宮）

₁月１２日　知事と農林水産業団体長との懇談会

　　　　　（さいたま市　知事公館）

₁月１3日　日本獣医内科学アカデミー関係学術懇

談会（さいたま市　大宮ラフォーレ清

水園）

₁月１７日　さいたま市支部学術講習会（さいたま

市　Ｗith You さいたま）

₁月１７日　西支部新年会（川越市　川越プリンス

ホテル）

₁月１７日　さいたま市支部新年会（さいたま市　

ブリランテ武蔵野）

₁月１７日　南第１支部新年会（さいたま市　高砂）

₁月２２日　平成２８年新春懇談会（さいたま市　大

宮ラフォーレ清水園）

₁月２４日　西支部学術講習会（川越市　川越南文

化会館）

₁月２４日　東支部新年会

₂月₃日　所得税確定申告・相続等個別相談会（さ

いたま市　埼玉県農業共済会館）

₂月₇日　関東・東京合同地区獣医師会理事会（横

浜市　ホテルニューグランド横浜）

₂月１１日　埼玉県獣医師会ボウリング大会（さい

たま市　スポルト浦和国際ボウル）

₂月１４日　西支部学術講習会（東松山市　紫雲閣）

₂月１９日～２１日　第12回日本獣医内科学アカデ

　　　　　ミー学術大会（神奈川県横浜市　パシ

フィコ横浜）

₂月２6日～２８日　平成２７年度日本獣医師会獣医学

術学会年次大会（秋田）（秋田県秋田

市　秋田キャッスルホテルほか）

₃月₁日　（予定）畜産懇話会、畜産会役員会

₃月₆日　西支部学術講習会（川越市　川越南文

化会館）

₆月₈日　（予定）埼玉県獣医師会第6８回定時総

会（さいたま市　大宮ラフォーレ清水

園）

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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編　集　後　記
　暦の上では大雪を１２月₇日に迎え、北国か
らは雪の便りが届きました。埼玉の地では、
空は澄み、冬の日本海の湿気を新潟県や県境
の山々に雪として降り落とした後の乾いた北
国の風が家々の窓をたたいています。人々は
マフラーを巻きコートの襟を立て北風の侵入
を防ぎますが、厳しい寒さや乾燥は一方では
干し柿、干しイモや沢庵作りには欠かせませ
ん。時に若い人々の心や体を鍛えるのもこの
厳しい寒さであることもあります。国立天文
台によると、今年の冬至は１２月２２日だそうで
す。シベリア寒気団が日本列島、関東地方を
覆うのは年末からですので、本格的な寒さは
その頃からでしょう。身も心も寒さ対策を準
備したいものです。
　さて、今年も国際紛争と戦争の終わらない
年でした。人類が誕生し、歴史が書き残され
るようになって以来、戦争は絶えることなく
繰り返され当事者は悲劇を繰り返してきてい
ます。それでもなお戦争は繰り返され、人々
は惨禍を免れません。社会を構成する一人一
人の制御できない欲望の総和がその集団の狂
気をもたらします。部落・部族や民族・国家
のような大きな単位となると、集団のそれぞ
れが主張の正当性を求めその結果、求心力を
高めやすい宗教やナショナリズムに向かう傾
向があります。高揚したナショナリズムは、
抜き差しならない対立へと展開しているよう
です。戦争は人類にとって宿命ではなく『業』
であるのかもしれません。『業』から逃れる
ためには、一人一人の人々が知恵を働かせて
欲望を制御することが第一歩で、人々の集ま
りである民族や国家が欲望を制御する知恵を
生み出すことが求められます。戦争は理不尽
に生きとし生ける者の生命を奪います。健康
を阻害する最大の原因であるかもしれませ
ん。生命科学の使命は、寿命を全うする社会
を形成することにつきます。生命科学の一翼
を担う獣医学は、今世紀直面する人類の存亡
にかかわる危機に対して、健康な社会を創造
する担い手にならんとする自覚が求められま
しょう。

　ニュートリノに質量があることを証明した
ことにより自然科学は今後飛躍的な発展の可
能性が示されています。生命現象は荷電した
分子のレベルで解説されています。次世代は、
電荷をもたない、言い換えれば分子間で反応
しないレベルでの生命現象が明らかとなる時
代でしょう。素粒子生物学ともいうべき分野
の幕開けかも知れません。古来、神秘とされ
た生命現象が分析科学の発展により明らかに
され、その分だけ迷信や蒙昧から人々は解放
されます。昨年１２月₃日に打ち上げられた『は
やぶさ₂号』は、今年１２月₃日地球軌道に最
接近しスイングバイにより軌道を変えC型小
惑星Ryuguへ向かい２０１８年に到着し、サンプ
ル採取後、２０２０年地球へ帰還する予定だそう
です。地球起源の解明のためのミッションで
あり、その成果は、地球誕生の物語を明らか
にする一助になるでしょう。
　国際宇宙ステーションに滞在する宇宙飛行
士は、宇宙空間から見た地球には国境線が無
かったと報告しています。また、現在滞在中

（１２月１１日帰還予定）の油井亀美也さんは、
自衛隊パイロット時代は、ロシア空軍は脅威
であったが、今は力強い仲間であり、こうし
た国際協力事業は互いを理解し尊重すること
により実現することです、とも語っています。
　世界は戦争のない社会を目指して知識や経
験を集積しています。莫大な費用を投入して
物質の本質を明らかにする研究、宇宙誕生の
メカニズムを明らかにする研究、宇宙空間か
ら地球を観察する体験等は人々が自然現象を
客観的に認識する能力を高め、同時にナショ
ナリズムから解放する手段とも言えます。獣
医療人も日々直面している生死を通して、生
命の意義を体得しています。人類社会が集積
した知見を人類の知恵に変換し、渇望と無明
による人類の『業』からの解放を目指したい
ものです。
　来る２０１6年が、人々を含めすべての生命の
命がその寿命を全うできる社会となりますこ
と、併せて会員の皆様のご多幸を祈念し、本
年最後の会報をお届けいたします。 （初雁）
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