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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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公益社団法人埼玉県獣医師会第68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６８回定時総会開催

₁．日時　平成２８年₆月₈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　　　　　　　　 
　　報告事項 
　　平成２８年度事業計画および収支予算に関する件
　　決議事項
　　第１号議案　 平成２７年度事業報告の承認に関

する件

　　第₂号議案　平成２７年度決算の承認に関する件
　　第₃号議案　 平成２８年度会費（負担金）および

入会金（案）に関する件
　　第₄号議案　 平成２８年度一時借入金の最高限

度額および借入・預入先金融機
関の決定に関する件

　　第₅号議案　平成２８年度役員報酬に関する件
　　第₆号議案　役員の補欠選任に関する件
　　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
　　　野生生物保護功労者表彰状の伝達
　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　会員 ５，０００円）

定時総会再通知

　前記の埼玉県獣医師会第６８回定時総会開催に先
だち、平成２８年₆月₈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２８年₆月₈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」

埼玉県獣医師政治連盟総会開催

₃．日程
　⑴　開会
　⑵　理事長挨拶
　⑶　来賓祝辞
　⑷　議長選出
　⑸　議事
　　第₁号議案　平成２７年事業報告および収支決

算の承認に関する件
　　第₂号議案　平成２８年事業計画および会費徴

収（案）に関する件
　⑹　閉会



２

事 務 連 絡

平成28年₄月２８日

地方獣医師会会長　各位

公益社団法人　日本獣医師会

専務理事　境　　政　人

「フロン類算定漏えい量等の報告」に係る 
電子報告システムの利用について

　このことについて、平成28年₄月20日付け事務連絡をもって、農林水産省消費・安全局畜水産安全

管理課から、別添のとおり通知がありました。

　このたびの通知は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」において義務付け

られている、業務用冷凍冷蔵空調機器等において一定量以上のフロン類が漏えいした際の算定漏えい

量等の報告については、郵送（紙またはCD-ROM 等磁気媒体）の他、事業者等の負担軽減の観点か

らインターネットを介した電子報告システムの利用が可能であるので、その旨本会会員への案内が依

頼されたものです。

　つきましては、貴会関係者にも周知方よろしくお願いいたします。

　なお、電子報告システムの概要については、下記のURL からご確認ください。

記

　「フロン法電子報告システムの概要

　（平成27 年度フロン類の漏えい量報告・公表制度説明会資料）」

　（http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/furonsantei_1603-4.pdf）

※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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 平成２8年度関東・東京合同地区獣医師大会（川崎）、
獣医学術関東・東京合同地区学会開催案内

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２８年₉月11日
13：００ ～ 14：００

平成２８年₉月11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　竹　原　秀　行

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ＫＳＰ　川崎市高津区坂戸3－２－1　TEL：０44－８1９－２２２２

₃階　KSP ホール ₇階　709室 ₃階　KSP ホール
₃階　ギャラリー　 ₇階　701室

次　第

〔大　会〕
[ 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２８年度経過報告
　⑵　議　案
　⑶　大会宣言
₈．閉会の辞

〔三学会〕　　　　　　　　　〔講演申込み要領〕
１．開会の辞　　　　　　　　１．提出先 : 公益社団法人川崎市
　　　　　　　　　　　　　　　　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２８年₆月24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
た者

　　　　　　　　　　　　　　₇．参加費：5,０００円（昼食・抄録代）
　　　　　　　　　　　　　　　　交流会：７,０００円
　　　　　　　　　　　　　　※　 埼玉県獣医師会会員の参加費

及び交流会費については、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。
※ 三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〕
テーマは検討中
14：15 ～ 15：30

１階　銀杏
〔交　流　会〕
１７：15 ～ １9：１5

₃階　KSP ホール

担当　川崎市獣医師会

学　　　術

≪参加申込の方法≫
　本大会・学会への参加は、事前登録することとなっております。参加を希望される方は、₈月₅日（金）ま
でに、下記事項（お知らせいただく内容）を事務局までお知らせください。当日登録も可能ですが、極力、事
前登録をお願いします。
　なお、「大会・学会参加費（5,０００円）」及び「交流会参加費（７,０００円）」は全て本会が負担するので参加者負担
金はございません。

≪お知らせいただく内容≫

・氏名
・所属支部
・参加区分
①「大会・学会」と「交流会」に参加
②「大会・学会」のみに参加
③「交流会」のみに参加

≪連絡先≫
埼玉県獣医師会　事務局

住所：〒330-0835　さいたま市大宮区北袋町
　　　1-340（埼玉県農業共済会館内）
TEL：０4８－６4５－1９０６
FAX：０4８－６4８－1８６５
Eメール: s‐vma@vesta.ocn.ne.jp
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会 務 報 告

第１回　獣医事調査委員会

　平成28年₄月28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
　 　今年度の新規加入者は、各支部長、地域の先生方のご配慮をいただいて、例年より多くなる

のではないかと思っている。入会される方々は、これからの埼玉県獣医師会を背負って立つ方々
だが、社会経験は少し不足している点もあろうかと思うので、先輩が手助けをしていきたい。

₂　協議事項
　⑴　新入会員の審査について
　　 　入会申込みのあった、開業部会₆名及び勤務部会１名について審査し、全て適切なものと

して、理事会に付議することとなった。
　⑵　獣医事を巡る情勢について
　　 　平成27年度の獣医師国家試験の合格者が千人台に戻ったことや、本県獣医師会の組織率が

平成24年で約50％であることなど、最近の獣医事をめぐる情勢について意見交換した。

監　査　会

　平成28年₄月28日（木）の午前₉時15分から午後₂時40分まで、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、中村滋副会長、小暮一雄副会長、大橋邦啓総務委員長、八
木賢裕狂犬病予防委員長の立会いの下、平成27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、安藤純監事及び新井宣明監事（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28年₅月₉日（月）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
　 　獣医師会事業の全般に関われるのが総務委員の仕事だと思う。本日は、₆月₈日の総会に提

出する資料を審議いただき、当日も皆さん方がしっかりと運営していただきたい。
₂　協議事項
　⑴　平成27年度事業報告並びに収支決算について
　　 　平成27年度における会務運営や各種事業の実績並びに収支決算について協議した。
　⑵　第68回定時総会の開催及び運営について
　　 　₆月₈日の定時総会の開催に向け、日程及び提出議案並びに役割分担等、総会の運営につ

いて協議した。
　⑶　その他
　　　熊本大震災への募金活動や日本獣医師会理事会の概要等について報告・協議した。
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第１回　理事会

　平成28年₅月12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
の事項を審議した。
１　会長挨拶
　 　埼玉県獣医師会は公益法人になって₃年を経過した。これからの獣医師会は、会長や役員だけ

でなく、会員自らが立ち上がって、地域の方々から信頼されるような活動をしていく必要がある。
そのためにも、会員の方々には、研修会や総会に出席いただいて、先輩、同僚、後輩と積極的に
交流していただきたい。本日は総会に提出する資料が整ったので慎重なる審議をお願いしたい。

₂　報告事項
　⑴　前理事会後開催された委員会等に関する件
　　　各委員長から委員会等の開催概要について、次のとおり報告された。
　　ア　第１回獣医事調査委員会
　　　　新入会員についての審査を行った。（₄月28日）
　　イ　第１回総務委員会　
　　　　第68回定時総会の開催及び提出議案、運営手順等について協議した。（₅月₉日）
₃　決議事項
　　第１号議案　第68回定時総会の開催及び提出議案に関する件
　　　　　　　　第68回定時総会の開催及び提出議案が承認された。
　　第₂号議案　平成27年度事業報告の承認に関する件
　　　　　　　　平成27年度事業報告が承認され定時総会に提出することとされた。
　　第₃号議案　平成27年度決算の承認に関する件
　　　　　　　　平成27年度決算が承認され定時総会に提出することとされた。
　　第₄号議案　平成28年度祝寿表彰及び功労会員の承認に関する件
　　　　　　　　 祝寿表彰者13名（米寿₅名、喜寿₃名、古希₅名）並びに各支部長から推薦された

功労会員₅名が承認された。
　　第₅号議案　平成28年度新入会員の承認に関する件
　　　　　　　　開業部₆名の入会が承認された。
₄　協議事項
　⑴　第68回定時総会の運営について
　　　総会の運営計画及び役割分担などについて協議し了承された。
　⑵　その他
　　 　現時点における平成28年度集合狂犬病予防注射の実施状況および日本獣医師会理事会の概要

等について報告した。
　⑶　納税統計情報及び公益法人制度について
　　 　顧問税理士の間嶋順一先生から、獣医師の所得金額に関する統計情報の分析結果と公益法人

制度改革の概要等について説明があり、意見交換を行った。
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　北支部では、₆月₅日（日）に日本大学　獣医麻酔・呼吸器研究室　教授　山谷吉樹先生をお招きして学
術講習会を開催いたします。「動物の呼吸器疾患の診断と治療（仮）」と題しまして講義していただくことに
なりました。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₆月₅日（日）
　　　　講習会　　　13：30～17：00
場　所　深谷市男女共同参画推進センター　多目的ホール
　　　　深谷市上柴町西４-２-１４　アリオ深谷₃Ｆ
　　　　　深谷駅南口よりアリオ深谷行き無料循環バスを
　　　　　運行しております。

演　題　「動物の呼吸器疾患の診断と治療（仮）」

講　師　日本大学　獣医麻酔・呼吸器研究室
　　　　　教授　山谷吉樹先生

参加費　埼玉県獣医師会会員　　無料
　　　　会員以外の受講者　３,０００円

　東支部では₇月18日（祝日）犬と猫の皮膚科（アジア獣医皮膚科専門医）村山　信雄先生をお招きし、「皮膚科
のアップデートする！世界獣医皮膚科会議をふまえて」と題し学術講習会を開催いたします。
　今年の₅月31日からフランスで世界獣医皮膚科会議が開催されました。今回の講習会では、その中から最
新の情報をピックアップして紹介していただく予定です。これから皮膚病に関する診察が多くなる季節です。
飼い主様のちょっとした質問や、日常の診療の中で思っている疑問に答えるセミナーを最新情報と交えて企
画しました。多くの先生の参加をお待ちしています。

日　時　平成28年₇月18日（月・祝）
　　　　14：30～18：00頃（受付14：00～）
　　　　※講演内容、休み時間などで多少前後いたします。

場　所　越谷サンシティ
　　　　越谷市南越谷１-２８７６-１
　　　　TEL０４８-9８5-１１１１

演　題　「皮膚科のアップデートする！世界獣医皮膚科会議をふまえて」

講　師　犬と猫の皮膚科　村山信雄先生（アジア獣医皮膚科専門医）

参加費　埼玉県獣医師会会員　１,０００円（シラバス代、飲み物代含む）
　　　　会員以外の受講者　　5,０００円（シラバス代、飲み物代含む）

北支部学術講習会のお知らせ
（ 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）小₂（₄））

北支部長　大橋　邦啓

東支部学術講習会のお知らせ
（ 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（１３））

東支部支部長　八木　賢裕

深谷駅

N

JR高崎線

上柴中学校

下
唐
沢
橋

深
谷
・
嵐
山
線

フ
リ
ー
モ
ン
ト
通
り

日赤通り

上柴
西小学校

上柴中央公園

深谷市男女共同
参画推進センター

予　　告

越谷サンシティ
　ホール

至春日部

南越谷駅

至草加 至草加

至春日部

JR武蔵野線

ダイエー
南越谷店

至
松
戸

東
武
伊
勢
崎
線

新
越
谷
駅 旧

4
号
線（
49
号
線
・
足
立
越
谷
線
）
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　南第一支部第二支部では、₇月24日（日）に、本年度１回目の学術講習会を開催することとなりました。
　今回は、日本小動物医療センター消化器科　中島亘先生をお招きして「難治性の下痢/嘔吐の診断・治療⑵」
について講義をしていただくことになりました。
　多くの先生方のご参加をお持ちしております。

日　時　平成28年₇月24日（日）
　　　　13：30～16：30（受付13：00～）
場　所　川口総合文化センターリリア　11F大会議室
　　　　埼玉県川口市川口３-１-１
　　　　（JR京浜東北線　川口駅西口正面）
　　　　TEL０４８-２5８-２０００

演　題　「難治性の下痢・嘔吐の診断・治療⑵」

講　師　日本小動物医療センター　消化器科　中島亘先生

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

南第一支部・第二支部　合同学術講習会のお知らせ
（ 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（7））

南第一支部　支部長　田中　　裕
南第二支部　支部長　長澤　泰保

キャスティ

キュポ・ラ

西公園
地下駐車場

川口駅

ガード

西口

東口

川口
そごう

駐
車
場
入
口

駅
地
下

駐
車
場

善
光
寺
通
り

広告



８

ひ　ろ　ば

　昨年₈月30日から導入されました「日本獣医師会獣医師生涯研修センターシステム」のご利用にあたって、
次のとおり「獣医師生涯研修センターシステムの利用に伴うＱ＆Ａ」が作成されましたので、ご利用下さい。
　なお、獣医師生涯研修センターシステムをご利用の際には、必ずE-mailアドレスを登録してください。正
しくE-mai1アドレスの登録が行われていない場合、生涯研修センターシステムからのメールが届きません。

獣医師生涯研修センターシステムの利用に伴うＱ＆Ａについて



９



1０

２０１６年春季合同学会参加登録費の助成等について
第９２回日本獣医麻酔外科学会　・　第1０4回日本獣医循環器学会・

第５９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、下記にご留意の上、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２８年₆月１７日（金）～₆月１9日（日）
　（₂）会　　場　　さいたま市　大宮ソニックシティ　
　（₃）大　会　長　　第9２回日本獣医麻酔外科学会　原　康（日本獣医生命科学大学）
　　　　　　　　　第１０４回日本獣医循環器学会　　竹村直行（日本獣医生命科学大学）
　　　　　　　　　第59回日本獣医画像診断学会　藤田道郎（日本獣医生命科学大学）
　（４）後　　援　　公益社団法人　埼玉県獣医師会
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 　　　　）  
　　　※同封の振込用紙にて「事前登録費」の振込みを行う場合には、必ず、「埼玉県獣
　　　　医師会」欄に「○」を付けてください。
　　　　　振込先　　ゆうちょ銀行　口座番号　００１３０-３-６３9０１６
　　　　　　　　　　　　　　　　　口　座　名　2016年春季合同学会
　　　　　事前登録振込期限　 平成２８年₅月３１日（火）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。）

　　 　埼玉県獣医師会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ください）

お 知 ら せ 再掲載
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ペットは原則「同行避難」を

　大規模な災害が起きたとき、ペットはパニック
を起こして逃走するなど異常行動に走ることが少
なくない。このため環境省は、飼い主に「同行避
難」を原則に行動するよう呼び掛けている。
　放浪状態となった動物は、人に危害を加える恐
れがあるほか、病気を媒介したりして衛生状態の
悪化原因にもなる。東日本大震災では、飼い主が
避難時にやむなく自宅に残した犬や猫が、山野に
逃ける例が相次ぎ自治体などが対応に苦慮した。
ペットには飼い主が責任を持って付き添い、落ち
着かせる必要がある。
　避難所はアレルギーのある人や動物が苦手な人
もおり、かみつき事故の危険性も。飼い主は周囲
への気配りが不可欠だ。避難時は必ず、リードを
着けるかケージやキャリーバッグに入れ、逃け出
さないようにしたい。
　ペット連れ専用の避難場所があれはベストだ
が、屋内の避難所に入れない場合は屋外に係留場
所の設置を提案したり、自家用車の中に避難させ
たりすることになる。
　動物は、環境の変化によるストレスで体調を崩
すことも多い。ペットの体調に気を配り、不安を
取り除くことが大切だ。
　環境省によると、熊本地震ではペット連れは屋
内に入れない避難所が多いが、ほとんどの場所で
屋外に係留できる対応が取られているという。今
後、動物愛護団体などによる避難動物の受け入れ
態勢が整ってくるとみられるが、同省は「くれぐ
れもペットを解き放つことがないよう」と注意喚
起している。 埼玉新聞　₄月30日（土）

猫力フェ巡り論争
－働くネコ 夜は８時まで？ 10時まで？－

　猫とふれあいながら飲食できる猫カフェの営業
時間を巡り論争が起きている。動物愛護法に基づ
く規則では、犬や猫を店などに展示できるのは夜
は午後₈時までだが、猫カフェに限り、今年₅月
末までの経過措置で午後10時まで認めていた。こ

こに来て環境省は₆月以降も認める方針を示した
が、「猫も夜遅くまで働くとストレスがかかる」
という懸念は消えない。

　環境省によると猫カフェは全国に314店ある（15
年10月時点）。その27％、86店が午後₈時以降も
営業しているという。
　東京・新宿の歌舞伎町にある猫カフェ「きゃり
こ新宿店」は午前10時から午後10時まで開き、常
時約40匹がフロアにいる。昼間は若者や外国人ら
でにぎわい、夜はサラリーマンやカップルが多く
訪れる。
　同店を営み、「猫カフェ協会」理事長も務める
福井隆文さんは「午後₈時まででは経営がなりた
たない。猫カフェの猫は小さいころからこういう
環境に慣れており、ストレスはかかっていない」
と話す。
　午後₈時以降の展示禁止ルールは2012年に定め
られた。ペットショップなどの犬猫の休息時間が
不足しがちなことや、不適切な生活サイクルがも
たらすストレスを考慮し、夜間（午後₈時～午前
₈時）の展示を禁止した。
　しかし、猫カフェの業界団体が「営業活動の自
由を侵害している」「猫は夜行性である」などと
申し入れたのを受け、猫カフェに限り期限付きで
午後10時まで認めた経緯がある。
　環境省は、猫にストレスがかかると増加するホ
ルモンの糞

ふん

中濃度を調べた。午後₈時までに閉店
するカフェの猫と、₈時以降も営業するカフェの
猫とで比較したところ、有意な差は見られなかっ
たという。同省は27日に開かれる中央環境審議会
動物愛護部会の報告を受け、恒久的な規制緩和を
決める構えだ。
　だが、調査を担った加

か く ま

隈良枝・帝京科学大学准
教授は「新しい手法で、結果の妥当性は今後さら
に評価を進める必要がある」と話している。
　部会では、猫は猫カフェではどうしても休息で
きず「高齢ならよりストレスを感じる」という意
見も出ている。
　米国獣医行動学専門医の入

いりまじり

交眞
ま み

巳・日本獣医生
命科学大学講師は「そもそも猫は夜行性ではない」
と指摘する。
　「猫は薄明性、つまり早朝と夕暮れの時間帯に
最も活発に動く動物だとわかっている。夜はぐっ
すり寝ている」と解説する。明け方に活動を始め
る小鳥や、日が沈む頃によく動くネズミなどを
狩ってきたためだそうだ。 （太田匡彦）
 朝日新聞　₄月25日（月）

切り抜きニュース



1２

年　月　日 産　業　動　物 小　　　　動　　　　物 公　衆　衛　生

₄月

₅月

₆月₅日㈰

北支部
「動物の呼吸器疾患の診断と治療（仮）」
日本大学　山谷　吉樹　先生

（深谷市　深谷市男女共同参画推進センター）

₆月１７日㈮
　～１9日㈰

第92回日本獣医麻酔外科学会／第104回日本獣医循環器学会／第59回日本獣医画像診断学会
2016春季合同学会　（さいたま市　大宮ソニックシティ）

₇月１８日（月・祝）

東支部
「皮膚科のアップデートする！世界獣医皮
膚科会議をふまえて」
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２４日㈰

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（2）」
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）

₈月

₉月₄日㈰

東支部
「演題：未定」
日本大学生物資源科学部　枝村　一弥　先生

（久喜市　久喜総合文化会館）

₉月１１日㈰ 平成28年度　関東・東京合同地区獣医師大会（川崎）獣医学術関東・東京合同地区学会
（神奈川県川崎市　ホテルKSP）

１０月22日㈯

北支部・しゃくなげ会・畜産
技術振興会

「仔牛の飼養管理と疾病予防
対策について」
酪農学園大学　大塚　浩通　先生

（本庄市　本庄早稲田国際リサー
チパーク）

１１月２７日㈰

東支部
「演題：未定」
日本獣医生命科学大学　長谷川　大輔　先生

（越谷市　越谷サンシティ）

１２月
農林支部
平成28年度埼玉県家畜保健衛
生業績発表会

平成２9年
₁月

₂月
衛生支部
健康福祉研究発表会
食肉衛生技術研修会

₂月２４日㈮
　～２６日㈰

平成28年度　日本獣医師会獣医学術学会年次大会（石川）
（石川県立音楽堂ほか）

₃月

平成２8年度埼玉県獣医師会学術広報版
（平成２８年₅月２０日現在）
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₄月28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）

₄月28日　第₁回獣医事調査委員会（さいたま市　
埼玉県農業共済会館）

₄月28日　彩の国さいたま魅力づくり推進協議会
平成28年度総会（さいたま市　さいた
ま共済会館）

₅月₉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12日　第₁回理事会（さいたま市　埼玉県農
業共済会館）

₅月18日　埼玉県畜産会理事会（熊谷市　ホテル・
ヘリテイジ）

₅月22日　さいたま市支部総会（さいたま市　ブ
リランテ武蔵野）

₅月22日　南第一支部総会（川口市　川口リリア）
₅月24日　西支部総会（東松山市　紫雲閣）
₅月25日　北支部総会（深谷市　埼玉グランドホ

テル深谷）
₅月27日　南第二支部総会（北本市　中丸公民館）
₅月29日　東支部総会（越谷市　越谷サンシティ）
₅月31日　第１回日本獣医師会理事会（東京都港

区　日本獣医師会）
₆月₁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₁日　第₁回埼玉県政治連盟役員会（さいた

ま市　大宮ラフォーレ清水園）
₆月₅日　北支部学術講習会（深谷市　深谷市男

女共同参画推進センター）
₆月₆日　埼玉県畜産会第61回通常総会（熊谷市　

ホテル・ヘリテイジ）
₆月₈日　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）
₆月10日　埼玉県農業共済組合連合会第68回通常

総会（さいたま市　埼玉県農業共済会
館）

₆月17日　第37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17日～19日　第92回日本獣医麻酔外科学会・
第104回日本獣医循環器学会・第59回
日本獣医画像診断学会　2016年春季合

同学会（さいたま市　大宮ソニックシ
ティ）

₆月22日　第72回日本獣医師会通常総会・理事会
（東京都港区　明治記念館）

₆月29日　埼玉県狂犬病予防協会役員会（さいた
ま市　ときわ会館）

₇月₈日　平成28年度全国獣医師会事務事業推進
会議（東京都港区　日本獣医師会）

₇月18日　東支部学術講習会（越谷市　越谷サン
シティ）

₇月24日　南第一支部・第二支部合同学術講習会
（川口市　川口総合文化センターリリ
ア）

₇月26日　埼玉県狂犬病予防協会第51回定期総会
（さいたま市　ときわ会館）

₉月₄日　東支部学術講習会（久喜市　久喜総合
文化会館）

₉月11日　平成28年度関東・東京合同地区獣医師
大会（川崎）、獣医学術関東・東京合
同地区学会（神奈川県川崎市　ホテル
KSP）

10月22日　北支部・しゃくなげ会・畜産技術振興
会合同学術研修会（本庄市　本庄早稲
田国際リサーチパーク）

11月₉日　日本獣医師会全国獣医師会会長会議
（福岡県北九州市　リーガロイヤルホ
テル小倉）

11月10日～11日　第₂回世界獣医師会-世界医師
会　“One Health”に関する国際会議

（福岡県北九州市　リーガロイヤルホ
テル小倉）

11月12日　日本獣医師会主催2016動物感謝デーin 
JAPAN（福岡県北九州市　西日本総
合展示場）

11月27日　東支部学術講習会（越谷市　越谷サン
シティ）

平成29年
₂月24日～26日　平成28年度日本獣医師会獣医学

術学会年次大会（石川）（石川県金沢
市　石川県立音楽堂ほか）

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
　田圃の稲がすくすくと伸びて濃い緑色に
なった。また、木々のいぶきの勢いは遠く
で見ていても元気がもらえる。今年も良い
季節が来た。
　それなのに、熊本を中心とする九州地方
の地震は、二千回を超す余震がいつまで続
くのか？八代と大津の友人に連絡してみ
た。「毎日船に揺られている様で気が休まら
ない！」と言っていた。家は大丈夫だが怖
くて外で寝泊まりしていると言うのだ。大
変な被害だ。復興が大変だ。原発が無いだ
け良いが、自然の強さ、恐ろしさを知らさ
れ、人はこういう自然の中で生きている生
き物だということを感じなければいけな
い。地震被害に遭われた方々には心よりお
見舞い申し上げます。
　友人が学生時代に、九州は地震が無いと
自慢していたが、その当時、地震発生と同
時に裸足で外に飛び出して震えていた。今
度は地元でおきた。早く収束してくれるこ
とを願う。
　日獣が県獣を通じて我々会員に義援金を
募っているが、明日は我が身、集めた金額
が地域の獣医師会に直接送られるそうであ
る。皆さんのご協力をお願いいたします。
　嬉しいニュースが飛び込んで来た。オバ
マアメリカ合衆国大統領がサミット後に広
島に寄ると言うのである。オバマさんの大
勇断にエールを送りたい。
　この件について、謝罪するとかしないと
か？原爆が戦争を止める為だった！とか言
うべきでは無いだろう。70年も前の事、落
としたことは事実だが、ここは前を向いて
将来地球上の原爆をどうするか？の方が先

だ。亡くなった方々の霊を弔うことが何よ
りの償いであり、今後原爆は廃止してゆ
く！との強い決意が最も大切である。オバ
マさんご苦労様です。無事に済んでもらい
たい。
　各支部総会が終わり、支部員の皆様方は
ホッとされていることでしょうが、公益社
団法人埼玉県獣医師会には支部組織は無い
ことで県に届け出してあります。従って
824名の会員の皆様方の総会は唯一、₆月
₈日（水）に清水園で開催される公益社団法
人埼玉県獣医師会第68回定時総会だけで
す。是非参加をお願します。また、毎年政
治連盟の総会も開催されておりますが、特
に安倍首相の戦略特区として、四国に獣医
科大学が創設される可能性があります。こ
れは開業、公務員、勤務医を問わず獣医師
免許証を持っている者全員に係わることで
す。公務員や勤務医の会員の先生方には今
まで何となく遠慮していたような政治連盟
の総会でしたが、会費の納入の可否に係わ
らず、県獣医師会会員の問題でもあります。
会場の入り口のドアは開いておりますので
活字では言えない日本獣医師会政治連盟北
村委員長の生のお声をお聞き戴きたい。
　₆月17日から麻酔外科循環器学会がソ
ニックシティで開催されます、今年は日本
獣医生命科学大学の担当です。例年通り開
業会員には援助します。また、28年度関東・
東京合同地区獣医師大会が川崎市獣医師会
の主催で開催されます、会員の皆様方の参
加をお願いいたします。
 （不動）



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68回定時総会
　並びに埼玉県獣医師政治連盟総会開催… …１
「フロン類算定漏えい量等の報告」に係る
　電子報告システムの利用について………₂

学術
平成28年度関東・東京合同地区獣医師大会
　（川崎）、獣医学術関東・東京合同地区
　学会開催案内・参加申込（再掲載）………₃

会務報告
第１回獣医事調査委員会……………………₄
監査会…………………………………………₄
第１回総務委員会……………………………₄
第１回理事会…………………………………₅

予告
北支部学術講習会のお知らせ………………₆
東支部学術講習会のお知らせ………………₆
南第一支部・南第二支部合同学術講習会の
　お知らせ……………………………………₇

ひろば
獣医師生涯研修センターシステムの利用に
　伴うＱ＆Ａについて………………………₈

お知らせ
春季合同学会参加登録費の助成等について
　（再掲載）……………………………………10

切り抜きニュース
○ペットは原則「同行避難」を……………11
〇猫カフェ巡り論争
　－働くネコ…夜は₈時まで？10時まで？－
　………………………………………………11

埼玉県獣医師会学術広報版… …………12
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事務局メモ……………………………………13
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