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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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　梅雨の晴れ間の覗く₆月18日（土）と19日（日）、

大宮ソニックシティを会場に日本獣医循環器学

会、獣医麻酔外科学会および日本獣医画像診断学

会の春季合同学会が開催されました。本合同学会

は、公益社団法人埼玉県獣医師会の絶大な後援を

賜り、お陰様で参加者も1,000名を超える大会と

なりました。髙橋三男本会会長の直接のお声掛け

により、さいたま観光国際協会より多大な助成金

日本獣医麻酔外科学会
日本獣医循環器学会　日本獣医画像診断学会
2016年春季合同学会　大宮ソニックシティで開催

　標記学会が、さいたま市の「大宮ソニックシティ」で開催されました。「大宮ソニックシティ」での開催

は10年目となりますが、埼玉県獣医師会では、地元で開催され会員も参加しやすい総合的な学会であること

から、毎年、本学会を「後援」し、獣医学術の研鑽向上のため、参加登録料の低減措置や開業会員の先生方

への参加登録料の一部助成措置を講じてまいりました。

　本年度は、日本獣医生命科学大学の担当で開催されましたが、学会の理事としてご尽力された埼玉県獣医

師会副会長の小暮一雄先生から開催報告を頂きましたので、謹んで掲載させていただきます。

右から
宗像俊太郎先生（南第一支部）、中村滋副会長、藤田桂一先生（上尾市フジタ動物病院）、小山秀一日本獣医循環器学会理
事長（日本獣医生命科学大学教授）、清水志摩子公益社団法人さいたま観光国際協会会長、藤田道郎日本獣医画像診断学
会大会長（日本獣医生命科学大学教授）、髙橋三男会長、西間久高北九州市獣医師会会長、草場治雄福岡県獣医師会会長、
諸角元二獣医麻酔外科学会理事（東支部）、小暮一雄日本獣医循環器学会理事（副会長）、竹村直行日本獣医循環器学会大
会長（日本獣医生命科学大学教授）、直井昌之先生（さいたま市支部）

日本獣医循環器学会理事　小暮　一雄（埼玉県獣医師会副会長）
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の提供を受け、無事大会を運営することができま

したことをまずご報告申し上げます。

　日本獣医循環器学会の創立は1962年（昭和37年）

といわれ今年で満54年を迎え、学会大会も104回

目を迎えました。日本獣医麻酔外科学会は92回、

日本画像診断学会は59回を迎える大会でした。合

同学会は、在京の₅大学と開催地の埼玉県獣医師

会員が順番に運営を担ってきました。本年は日本

獣医生命科学大学が大会運営の当番にあたり、臨

床系の先生方が分担して大会長をそれぞれ担当し

ました。日本循環器学会は内科の竹村直行教授（写

真参照）、日本麻酔外科学会は外科の原　康教授、

日本画像診断学会は放射線の藤田道郎教授（写真

参照）が大会長の任に当たりました。

　各学会共に卒後教育に力を入れ会員の拡大を目

指しています。これまでの大学教育では、各大学

の自主性や自治を重視し、全国的な教育水準の策

定努力はありませんでした。したがって、₃学会

の対象とする小動物における循環器学、画像診断

学や外科学は大学での教育水準としての達成目標

はありませんでした。循環器学でいえば、各動物

における心電図による心室肥大判定基準の理解と

実践や不整脈診断の基礎と臨床などは、各大学に

より授業時間にも隔たりがありました。最近では

コアカリキュラムが策定されそれぞれの卒業時に

おける到達目標が明確になりました。その結果、

卒後教育の出発点が明らかとなり、より一層卒後

教育の必要性が増しました。循環器学会の認定医

講習会の内容は、本来大学教育で行われるべき基

礎的な事項ばかりです。学会が認定する基準は、

そのすべてを履修することでもなく、また理解度

を確認する試験があるわけでもありません。既卒

の多くの獣医師が受講することにより現在の大学

卒業水準に到達可能となります。臨床で多くの実

務経験を有する先生方にとっては、知識の整理と

いう意味合いかと思われます。循環器の臨床にお

いて、診断や治療の知識や技術以上に求められる

ものは、心臓病に悩む動物の飼い主に寄り添う看

取りの心であるようにも思われます。

　獣医学は、scienceとartからなるといわれてい

ますが、古くからartの欠如が指摘されてきてい

ましたが、最近はscienceをも失われがちです。

病気を対象とするのではなく、疾病に苦しむ動物

の《生》とその飼い主に寄り添うことこそ獣医療

の原点であると認識を新たにすることが求められ

るようです。

　今後も各学会がscienceとartに基づく生命倫理

の確立を目指し、獣医学を発展・展開することを

希求したいと考えています。

　最後に、埼玉県獣医師会員諸先生方のご支援に

心より感謝を申し上げます。

（事務局から）

　本合同学会開催に当たっては、小暮一雄先生（西

支部）および諸角元二先生（東支部）が学会理事

として参画したほか、座長や発表者として埼玉県

獣医師会会員の先生方もご活躍されました。

　また、参加者は動物看護師や関連企業等の関係

者も含めると、これまでの最高の約1,600名で、

本会会員の先生方も63名（開業支部会員45名、団

体支部等会員18名）が参加されました。

　なお、平成29年度は₆月16日（金）～18日（日）

の₃日間で、麻布大学が担当して大宮ソニックシ

ティで開催される予定です。多くの先生方の参加

をお待ちしております。
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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 （小動物獣医師学会９：4５～）
　　　　　　　　午後の部　14：1５ ～ 16：1５ （公衆衛生学会1５：3５～）

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２７年度経過報告
　⑵　議　案
　⑶　大会宣言
₈．閉会の辞

〔三学会〕　　　　　　　　　〔講演〕
１．開会の辞　　　　　　　　₁．発表 : １題₈分 /質問₂分
₂．分野別地区学会長挨拶　　₂．�審査員：�幹事・学識経験者の
₃．学会・発表　　　　　　　　　中から地区学会長に選任され
₄．審査委員会　　　　　　　　　た者
₅．閉会の辞　　　　　　　　₃．�学会発表演題、順序：別紙の
₆．優秀論文発表者表彰　　　　　とおり

※　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皆様へ
　　�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〕
動物由来感染症

―人の感染症と動物―
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

【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
三　学　会 昼　食 大　会 市民公開講座 三　学　会

交　流　会
動物用医薬品・機器等展示　₃階　KSPホール前　10：00～16：00

［控　室］
＊来賓・講師　　　　　　　 ₇階 ７１０室
＊地方会長　　　　　　　　 ₇階 ７１１室
＊学会長・審査員・座長　　 ₇階 ７０４室

（日本産業動物獣医学会）
� ₇階 ７０５室A・７０６室B

（日本小動物獣医学会）
　　　　　　　　　　　　　 ₇階 ７０３室

（日本獣医公衆衛生学会）
＊地方会獣医師会事務局　　 １階 椿
＊大会本部（川崎市獣医師会） ₇階 ７０７室
＊受け付け・ＰＣ確認室　　 １階 エントランス
［日本小動物獣医師会会場］　 ₇階 ７０２室

［交　通］

◦電車をご利用の場合
　　最寄駅：東急田園都市線・大井町線 溝の口駅／
　　　　　　ＪＲ南武線 武蔵溝ノ口駅
　　◦徒歩約１５分
　　◦溝の口駅北口バスターミナル₉番乗り場から、
　　　ＫＳＰ行き無料シャトルバスにて約₅分

◦お車をご利用の場合
　　第三京浜道路：京浜川崎Ｉ．Ｃから約₃分
　　東名高速道路：東名川崎Ｉ．Ｃから約２５分
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平成28年度 日本産業動物獣医学会（関東・東京）発表演題
発表順 獣医師会 演　　　題 演　者 所　属

10：10　　座長　　磯　日出夫（磯動物病院）

₁ 横浜市 オオカンガルーおよびグロワラビーの歯科疾患発症
傾向の比較 木戸　伸英 横浜市緑の協会金

沢動物園

₂ 千葉県 新生子牛にみられた心臓の粘液腫の１例 小川　明宏 千葉県中央家畜保
健衛生所

10：３０　　座長　　大内　義尚（茨城県北家畜保健衛生所）

３ 神奈川県 県央現地危機管理対策本部構成機関と連携した高病
原性鳥インフルエンザ発生に備えた取り組み 小菅千恵子 神奈川県県央家畜

保健衛生所

4 埼玉県 廃業予定から経営継続となったオーエスキー病陽性
農場の清浄化への取り組み 馬場　未帆 埼玉県熊谷家畜保

健衛生所

５ 千葉県 千葉県内酪農家での牛白血病ウイルスの浸潤状況と
生産性への影響 田中　秀和

千葉県農業共済組
合連合会
西部家畜診療所

１１：００　　座長　　鴻巣　　泰（（一社）埼玉県配合飼料価格安定基金協会）

６ 茨城県 肉用牛一貫経営農場における牛白血病対策の取り組み 川西菜穂子 茨城県県西家畜保
健衛生所

７ 栃木県 メガファームでの牛ウイルス性下痢ウイルス（BVDV）
検査方法の検討 濱谷　景祐 栃木県県央家畜保

健衛生所
１１：２０　　座長　　英　　俊征（神奈川県環境農政局農政部畜産課安全管理グループ）

８ 千葉県 養豚密集地域における豚繁殖・呼吸障害症候群
（PRRS）ウイルスに対する免疫安定化対策の１例 矢光　　潤 千葉県農業共済組

合連合会
《昼　食・休　憩》

14：１５　　座長　　英　　俊征（神奈川県環境農政局農政部畜産課安全管理グループ）

９ 群馬県 子豚の急死事例から分離されたゲタウイルスの遺伝
子解析および抗体保有状況　調査 中原　真琴 群馬県家畜衛生研

究所
14：２５　　座長　　須藤　慶子（群馬県中部家畜保健衛生所）

１０ 山梨県 山梨県西部管内のヨーネ病発生状況と防疫対応 田村　洋次 山梨県酪農試験場

11 千葉県 管内酪農家で発生した牛サルモネラ症の清浄化への
取り組み 松原　芳絵 千葉県南部家畜保

健衛生所
14：４５　　座長　　紺野　君子（（公社）横浜市獣医師会）

12 埼玉県 Bordetella bronchiseptica 感染症によるコアラ₂頭
の死亡事例と保菌調査結果について 中井　悠華 埼玉県中央家畜保

健衛生所

13 栃木県 ひな白痢平板凝集反応における非特異反応の発生事
例 赤間　俊輔 栃木県県央家畜保

健衛生所
１５：０５　　座長　　伊藤　和彦（山梨県酪農試験場）

１４ 千葉県 有機酸製剤の大腸菌感染による子豚の離乳期下痢症
に対する有効性の評価 長濱　明成

全国農業協同組合
連合会
家畜衛生研究所

15 千葉県 Aspergillus terreus による牛真菌性流産 佐藤　隆裕 千葉県中央家畜保
健衛生所

１５：２５　　座長　　山本　弘武（ちばＮＯSＡＩ）

１６ 茨城県 豚の Entamoeba 属原虫感染による潰瘍性大腸炎 矢口　裕司 茨城県県北家畜保
健衛生所

１７ 栃木県 黒毛和種における優勢卵胞除去後の FSH 皮下単回投
与による過剰排卵処理法の検討 大島　藤太 栃木県畜産酪農研

究センター
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平成28年度 日本小動物獣医学会（関東・東京）発表演題【A 会場】

発表順 獣医師会 演　　　題 演　者 所　属

₉：４５　　座長　　武藤　　眞（ヤマザキ学園大学）

１ 神奈川県 高齢犬の体表にできた脂腺上皮腫に対する無麻酔下
凍結療法の治療成績 中山　　功 中山動物病院

2 埼玉県 犬の脊髄に発生したリンパ腫の₂治験例 牧野　　仁 と が さ き 動 物 病
院・埼玉県

３ 川崎市 術前の放射線治療が有用であった巨大胸腺腫の猫の
₁例 徳田　　智 日本動物高度医療

センター

４ 千葉県 腫瘍随伴症候群による重度の皮膚疾患の併発を疑っ
た胸腺腫の犬の１例 杉田　祐司 杉田動物病院

10：２５　　座長　　亘　　敏広　日本大学

５ 横浜市 3DTC を用いて確定診断を得、体外循環下欠損孔閉
鎖術を行った静脈洞型心房中隔欠損症の犬の１例 水野　壮司 JＡSMＩＮEどうぶつ

循環器病センター

６ 神奈川県 肺動脈狭窄症に卵円孔開存症を併発し多血症を呈し
た犬の１例

來海　博樹
（非会員）

麻布大学附属動物
病院（非会員）

７ 横浜市 右心不全を伴った右心房内腫瘤に対し、減容積手術
を行い QＯL の改善が認められた犬の１例 侭田　和也 JＡSMＩＮEどうぶつ

循環器病センター
１１：５５　　座長　　田上　宣文（たのうえ動物病院）

８ 神奈川県 犬の肝外性門脈体循環シャントに対する経皮経静脈
的コイル塞栓術の治療成績 石垣久美子 日本大学動物病院

９ 群馬県 異なる経過を辿った会陰部進行型前立腺疾患の犬の₂例 木村　博充 木村動物病院
１０ 群馬県 歯周病に起因した頚部皮膚潰瘍のイヌの₁例 片野　浩二 かたの動物病院
11 埼玉県 子宮内膜ポリープを伴う子宮蓄膿症の猫の₁例 山下　啓吾 麻の葉動物病院

《昼　食・休　憩》

１４：１５　　座長　　諸角　元二（とがさき動物病院）

１２ 群馬県 レベチラセタムの追加投与が著効したラフォラ病の
トイ・プードルの₁例 桑原　孝幸 桑原動物病院

13 横浜市 椎間板ヘルニア　グレード₅に対する理学療法の有
用性の検討 岸　　陽子 DVMs ど う ぶ つ

医療センター横浜
14 埼玉県 ₃Dナビゲーションシステムを用いて定位脳生検術を実施した₄例 柴田　光啓 どうぶつの総合病院

14：４５　　座長　　青木　敏宏（あおぞら動物病院）　

１５ 栃木県 整形外科手術におけるデキシコ DX3000V の有用性
の検討 伏見　寿彦 栃 木 県 獣 医 師 会

（伏見動物病院）
１６ 神奈川県 わが国における犬の膝蓋骨内方脱臼についての疫学的調査 安川　慎二 日本大学獣医外科

17 横浜市 猫の外傷性肘関節脱臼に対し Circumferential suture
法にて制動を行った₈症例 小林　　聡 DVMs ど う ぶ つ

医療センター横浜

１８ 横浜市 小型犬の股関節腹尾側脱臼における外転位外施整復
法ならびに足枷包帯法の有用性について 森　　淳和 DVMs ど う ぶ つ

医療センター
１５：２５　　座長　　市川陽一朗（いちかわ動物病院）

１９ 川崎市 強膜内および眼窩内へのシリコンボール挿入後に全
身状態の悪化がみられた犬の₁例 村松勇一郎 日本動物高度医療

センター

20 神奈川県 犬の水晶体亜脱臼に対し縫着カプセルエキスパン
ダーを用いた₅例 福島　　潮 鎌倉山動物病院

21 栃木県 ラブラドール・レトリーバーの進行性桿体－錐体変
性の遺伝子型調査 鷹栖　雅峰 栃木県獣医師会（那須野ヶ

原アニマルクリニック）

22 東京都 イヌの潰瘍性角膜炎の発症状況 齋藤　陽彦
　

トライアングル動
物眼科診療室
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平成28年度 日本小動物獣医学会（関東・東京）発表演題【Ｂ会場】
発表順 獣医師会 演　　　題 演　者 所　属
₉：４５　　座長　　竹村　直行（日本獣医生命科学大学）

１ 横浜市 猫の動脈血栓塞栓症診断における塞栓肢・非塞栓肢
静脈血乳酸値比較の意義について 杉浦　洋明 DVMs ど う ぶ つ

医療センター横浜

２ 神奈川県 冠動静脈瘻の犬の１例 上原　拓也
（非会員）

麻布大学外科学第
一研究室（非会員）

３ 千葉県 症状を伴う高度房室ブロックにイソプレナリンの長
期投与をしている犬の１例 赤塚　友一 いちかわ動物病院

４ 横浜市 腹膜透析を実施した急性腎障害の猫の１例 原田佳代子 JＡSMＩＮEどうぶつ
循環器病センター

10：２５　　座長　　亘　　敏広（日本大学）

５ 東京都 犬膵特異的リパーゼ（Spec-cPL）により診断した犬
の膵炎の43例 樋爪　裕美 ＡCプラザ苅谷動物

病院 明治通り病院

６ 川崎市 プレドニゾロンが奏効した猫消化管好酸球性硬化性
線維増殖症の₃例 原田　弘美 日本動物高度医療

センター

７ 栃木県 リンパ球性神経節炎により重度の消化管拡張を呈し
た犬の₁例 長　　　哲 栃 木 県 獣 医 師 会

（ちょう動物病院）
８ 茨城県 キサンチン尿石症と原発性門脈低形成の猫の₁例 福井　祐一 こまち動物病院院長

１１：０５　　座長　　難波　信一（マーブル動物医療センター）

９ 東京都 犬における TSH 刺激試験および TRH 刺激試験の有
用性の検討 石井　聡子 日本獣医生命科学

大学大学院

１０ 埼玉県 動脈血栓症を発症した下垂体性副腎皮質機能亢進症
の犬の１例

岡本　拓也
　（非会員）

ドルフィンアニマル
ホスピタル（非会員）

11 埼玉県 後肢の重度屈曲拘縮を呈した非定型型アジソン病の
１例 灰井　康佑 と が さ き 動 物 病

院・埼玉県

１２ 横浜市 長期的なプレドニゾロン使用によるミオトニアが疑
われた犬の１例 中島　裕子 DVMs ど う ぶ つ

医療センター
《昼　食・休　憩》

１４：１５　　座長　　鷹栖　雅峰（那須野ヶ原アニマルクリニック）

１３ 川崎市 犬の膀胱移行上皮癌ならびに前立腺癌における
BRＡF（V595E）遺伝子変異の評価 山下　傑夫 日本動物高度医療

センター

１４ 川崎市 犬の膀胱並びに尿道の腫瘍に対するカテーテル洗
浄・吸引細胞の細胞診と BRＡF（V595E）遺伝子変異 山﨑　寛文 日本動物高度医療

センター

１５ 川崎市 フィロコキシブとゾレドロン酸投与で腫瘍縮小効果
が得られた上顎扁平上皮癌の犬の１例 岡野久美子 日本動物高度医療

センター
14：４５　　座長　　髙木　俊雄（ミュウ動物病院）

１６ 東京都 消化管内視鏡検査により診断した高分化型消化器型
リンパ腫の猫27例 林　幸太郎 ＡCプラザ苅谷動物

病院 明治通り病院

１７ 東京都 活性化Ｔリンパ球療法により長期生存を得られた胃
噴門部平滑筋肉腫の犬の１例 綾部　太郎 エルムス動物医療

センター

１８ 東京都 QＯL スコアを用いた活性化自己リンパ球療法の
QＯL 評価の有用性 濱田誠太郎 成城こばやし動物

病院
１５：１５　　座長　　武部　正美（武部獣医科病院）

19 茨城県 テトラサイクリンおよびニコチン酸アミドの混合療
法が有効であった犬の落葉状天疱瘡の₃例 平沼　宏子 稲川動物病院　勤

務

20 埼玉県 新規分子標的薬オクラシチニブを犬のかゆみ行動に
どのように使うか？ 今井　昭宏 どうぶつの総合病

院

21 横浜市 行動学的掻破が疑われたイヌの食物有害反応の₄例 三木　美里 DVMs ど う ぶ つ
医療センター横浜

１５：３５　　座長　　山口美知雄（山口動物病院）

22 千葉県 コナヒョウヒダニ特異的ＩｇE抗体陽性の慢性気管支炎
にアレルゲン免疫療法を実施し奏功した犬の１例 周藤　明美 浦安中央動物病院

23 茨城県 関東・東北豪雨における動物救護対応について 松田　智行 茨城県動物指導センター
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平成28年度 日本獣医公衆衛生学会（関東・東京）発表演題
発表順 獣医師会 演　　　題 演　者 所　属
10：10　　座長　　伊藤　志野（横浜市食肉衛生検査所）

１ 群馬県 群馬県における牛肉の放射性セシウム汚染について
－検査結果の統計学的検討－ 村田　純哉 群馬県食肉衛生検

査所

２ 茨城県 テトラサイクリン試験法を応用したペニシリン系及
びテトラサイクリン系抗生物質の同時分析について 井戸田悠作 茨城県県西食肉衛

生検査所
10：３０　　座長　　秋山　雅彦（神奈川県保健福祉局厚木保健福祉事務所大和センター）

３ 神奈川県 高度の類骨形成が見られた豚の腎臓原発混合腫瘍の
１例 太島　勇気 神奈川県食肉衛生

検査所

４ 群馬県 鶏の全身性腫瘤 髙栁恵里香 高崎市食肉衛生検
査所

10：５０　　座長　　舩渡川圭次（栃木県保健環境センター）

５ 山梨県 山 梨 県 内 の 食 鳥 処 理 場 搬 入 鶏 か ら 分 離 さ れ た
Salmonella　Ａｇona 薬剤感受性及び分子疫学的検討 赤塚　　唯 山梨県食肉検査所

６ 神奈川県 Salmonella Agona の emerging とその分子疫学的お
よび病原性の解析 鳥居　恭司 東京農業大学

11：１０　　座長　　横山　栄二（千葉県衛生研究所）

７ 東京都 2013年から2015年に分離された菌の薬剤感受性率の
推移状況 福地　可奈 中川動物病院

８ 栃木県 栃木県内で分離された結核菌の全ゲノム解読を用い
た分子疫学的解析 水越　文徳 栃木県保健環境セ

ンター

９ 埼玉県 牛の Sarcocystis 感染実態及び感染診断用エライザ
法の検討 土井　りえ 埼玉県食肉衛生検

査センター
11：４０　　座長　　藤巻　　勤（山梨県食肉衛生検査所）

10 千葉県 牛枝肉等の腸管出血性大腸菌拭き取り検査 吉野　　学 千葉県東総食肉衛
検

11 千葉県 管内と畜場搬入豚におけるカンピロバクター属菌の
保菌状況 仁和　岳史 千葉県南総食肉衛

検

12 神奈川県 抗酸菌検査法の検討 近藤　理恵 神奈川県食肉衛生
検査所

《昼　食・休　憩》
15：３５　　座長　　笠井　　潔（茨城県県北食肉衛生検査所）

１３ 茨城県 BoLＡ-DRB3 遺伝子型と牛白血病発症との関連性の
検討 阿部　萌子 茨城県県北食肉衛

生検査所

１４ 茨城県 スタンプ標本を用いた牛白血病の免疫組織化学的検
索 岡本　　翼 茨城県県西食肉衛

生検査所
15：５５　　座長　　伊藤　志野（横浜市食肉衛生検査所）　

１５ 川崎市 動物業務における GＩS の利用と展望
－経時的観測による地域の猫に係る問題の見える化－ 平　　悟志 川崎市健康福祉局

保健所生活衛生課

１６ 川崎市 高齢者のペット飼育に対する川崎市の取組みについ
て 西村　大樹 川崎市健康福祉局

保健所生活衛生課

 市民公開講座について

会　場　　１階　銀杏

時　間　　１４時１５分～１５時３０分

演　題　　動物由来感染症　―人の感染症と動物―

講　師　　川崎市健康安全研究所　所長　岡部　信彦先生
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第１回　狂犬病予防委員会
　平成28年₇月14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」において次の事項を協議
した。
₁　会長挨拶

　 　本年度の事業も役員や会員のご理解とご協力で順調に推移しており感謝する。集合狂犬病予防注射は、
時代が変わっても行政と連携しながら継続していくべき事業である。これに加えて獣医師会が取り組まな
くてはならない課題としては、災害や動物愛護、さらには盲導犬などの働く動物たちへの対応である。

　　本日は、本年度の集合注射の実施状況を踏まえ、今後の適正な事業運営について協議をお願いしたい。

₂　協議事項

　⑴　平成28年度集合狂犬病予防注射実施結果について
　　 　実施者数 333名、注射頭数 ９２,８８６頭（前年比 ９５.８６％）であることが報告され、各実施班の注射頭数

及びワクチンの使用量等を確認した。
　　 　また、予防注射実施に伴う資材処理費や会場協力費等の費用について各実施班への送金額が承認され

るとともに、注射事故₃件が報告され意見交換が行われた。
　⑵　その他
　　 　日本獣医師会主催の予防体制整備委員会の経過などについて説明があり、狂犬病予防対策に関わる課

題について協議した。

第１回　班長会議
　平成28年₇月14日（木）、第１回狂犬病予防委員会に引き続き、午後₂時45分から、さいたま市「大宮ラフォー
レ清水園」において次の事項を協議した。
₁　会長挨拶

　 　班長のご尽力により本年度の集合狂犬病予防注射も円滑に実施することができた。また、賛助会員にも
大変、ご協力を賜り御礼申し上げる。環境はめまぐるしく移り変わっており、今後、家庭動物の飼育頭数
は減少していくことが予想されるが、引き続き、適切な集合予防注射の実施に向けて努力していきたい。

₂　協議事項

　⑴　平成28年度集合狂犬病予防注射実施結果について
　　 　先の狂犬病予防委員会で承認された各事項について報告がなされた。資材処理費等の経費については、

本日、各班長に現金で渡す旨が説明された。
　　　また、注射頭数等について各班の実情について意見交換を行った。
　⑵　その他
　　 　日本獣医師会主催の予防体制整備委員会の経過などについて説明があり、狂犬病予防対策に関わる課

題について協議した。

会 務 報 告



９

予　　告

　東支部では₉月₄日（日）、日本大学獣医外科学研究室　枝村　一弥先生（小動物外科専門医）をお招きし、
「日常の診療に役立つ!!運動器疾患に対する最新の情報を知っておこう～猫の整形外科疾患・超音波検査を中
心とした新たな画像診断手法～」と題し学術講習会を開催いたします。
　この演題では、整形外科疾患の視診、歩行検査、触診のコツと超音波検査法を実症例とからめながら解説
していただきます。
　また、単純X線検査、神経疾患との鑑別法も含んでいるので、いずれの病院でも行うことができる日常テ
クニックとなっています。

日　時　平成28年₉月₄日（日）
　　　　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　久喜総合文化会館　広域文化展示室
　　　　久喜市下早見140番地1２-16
　　　　TEL0480-２1-1７99

演　題　「日常の診療に役立つ!!運動器疾患に対する最新の情報を知っておこう
　　　　～猫の整形外科疾患・超音波検査を中心とした新たな画像診断手法～」

講　師　日本大学生物資源科学部獣医師学科　
　　　　獣医外科学研究室　枝村　一弥　先生

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）

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２（1））

東支部支部長　八木　賢裕

工業団地 

久喜インター 

県立図書館 
市役所 

歩道橋 
スタンド 

スタンド 

久喜小学校 
眼科 

至菖蒲 

至栗橋 大宮栗橋線 

至騎西 至騎西 至鷲宮 

歩道橋 

至宮代 至幸手 
至宇都宮 至大宮・上野 

NTT 
 

サリア 

す
か
い
ら
ー
く 

久
喜
総
合 

　

文
化
会
館 

消
防
署 

警
察 

西口 
く　き 
東口 

久喜中学校 
郵便局 
久喜農協 
久喜高 

至大宮 

東
北
自
動
車
道 

中
央
公
民
館 

ヨ
ー
カ
ド
ー 

新　入　会　員

福
ふく

井
い

　康
こう

平
へい

久喜市在住
団体支部

宮
みや

脇
わき

　翔
しょうご

悟
久喜市在住
団体支部

星
ほし

川
かわ

　卓
たく

也
や

久喜市在住
団体支部

新入会員報告

支　部　名 氏　　　　　名 診療所所在地・勤務先
団　体 福  井 　 康  平 　久喜市・たぐち動物病院
団　体 星  川 　 卓  也 　久喜市・たぐち動物病院
団　体 宮  脇 　 翔  悟 　久喜市・たぐち動物病院

勤務部会
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　昨年度より埼玉県獣医師会に入会させていただきました濱

野洋幸と申します。

　出身大学は日本獣医畜産大学で、2005年に卒業後、千葉県

松戸市のときわだいら動物病院および埼玉県蕨市のワラビー

動物病院に勤務いたしました。いずれの病院でもスタッフや

飼い主様に恵まれ多くのことを学ばせていただきました。

　そして昨年₃月に私の地元である埼玉県越谷市にて「はな

犬猫病院」を開院いたしました。私の小さい頃は田畑が広が

る土地でしたが、最近では専らベッドタウンとなっております。開業地選びは法律の制約もあり苦労しまし

たが、開院後は親戚や知人をはじめ、ご近所の方々に地元出身ということもあり、今日まで暖かく見守って

いただいております。

　昨年₉月の豪雨では私の病院は床上浸水の被害を受けました。幸い医療機器はほぼ無事でしたので浸水₂

日後には診療を再開することができましたが、床や壁紙、建具が被害を受けました。その際、獣医師会の皆

様には当院のことを気遣っていただきまして誠にありがとうございました。獣医師会に入会してよかったと

早くも実感した出来事でした。

　埼玉県獣医師会の総会に初めて出席した際には、先生方の獣医療に対する熱い想いがひしひしと伝わり、

圧倒されました。　

　私の所属する東支部越谷分会は会員病院の繋がりが強く、集合狂犬病予防注射や越谷市民祭りといった活

動の協力体制がすばらしく、また私のような新人に対しても丁寧にご指導くださる雰囲気の良い温かい会で

す。

　開院からなんとか１年が経ちましたが、不慣れなことも多く諸先輩方には温かく見守っていただいており

ます。今後も引き続き獣医師会の活動を通して地域の獣医療に少しでも貢献できるよう努力してまいります

ので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

埼玉県獣医師会に入会して
新入会員の抱負

東支部　濱野　洋幸
（はな犬猫病院）

ひ　ろ　ば

愛猫ＭＯＣＯと
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埼玉県獣医師会ゴルフ同好会　会長　斎藤　和也

幹事　石黒　富雄

　₇月₇日、梅雨とは思えないほどの晴天と暑さの中、鴻巣カントリークラブにおいてゴルフコンペを開催

いたしました。₂週間後に埼玉県アマチュアゴルフ選手権の予選が行われるコースは、コンディションも素

晴らしく、27名の参加者が暑さをものともせずプレーを楽しみました。

　ラウンド後は表彰とパーティーを行い親睦を深めました。また、東支部の長谷川繁雄先生がゴルフ同好会

の新会長となりました。

　参加状況

　　さいたま市支部₄名、南第二支部₁名、西支部₃名、北支部₅名、東支部₆名、

　　衛生支部₁名、農林支部₁名、団体支部₁名、賛助会員₅名

　次回開催案内

　　平成28年10月₆日（木）　武蔵 ＯGM ゴルフ倶楽部

　　初参加、初心者の方も大歓迎です。参加ご希望の方は幹事までご連絡ください。

　次回幹事

　　小堺　正人　先生　　TEL　０４８-８８２-０７１１

　　岡田かおり　先生　　TEL　０４-２９５４-８９１９

第1３４回埼玉県獣医師会ゴルフ同好会コンペ結果報告

左から　岡田かおり先生（準優勝）、小堺正人先生
　　　 （優勝）、斎藤和也先生、増田淳先生（₃位）

　成績
氏名・所属 アウト イン グロス ハンデ ネット

優　勝 小堺　正人
（さいたま市支部） ３８ ４０ ７８ １０ ６８

準優勝 岡田　かおり
（西支部） ４２ ３９ ８１ １２ ６９

₃　位 増田　淳
（衛生支部） ４０ ４１ ８１ １２ ６９

ベスト
グロス

小堺　正人
（さいたま市支部） ３８ ４０ ７８ ― ―
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　第38回ソフトボール大会を下記により開催します。詳細は次号（₈月20日編集）にてご案内いたしますの
で、会員の皆様には、日程調整の上、振るってご参加ください。

１　日　時　平成28年10月10日（月・体育の日）
 　　　　　※予備日 11月₆日（日）
₂　会　場　埼玉県吉見総合運動公園
　　　　　　比企郡吉見町今泉141
　　　　　　電話：０４９３-５４-４７０１
　　　　　●　車を利用
　　　　　　⑴　関越道　東松山ＩCから１２㎞
　　　　　　⑵　 国道１７号　「箕田（南）」交差点から

₄㎞
　　　　　　⑶　 国道１７号　「天神₂丁目」交差点から

（県道２７号「下細谷」交差点を経由）１０㎞
　　　　　●　電車、バスを利用
　　　　　　⑴　東武東上線の場合 
　　　　　　　 東松山駅から、バス「鴻巣免許センター（鴻巣駅経由）行き」で「古名」バス停下車、徒歩約₂㎞
　　　　　　⑵　JR高崎線の場合
　　　　　　　鴻巣駅から、バス「東松山駅行き」で「古名」バス停下車、徒歩約₂㎞

埼玉県獣医師会主催　第３８回 ソフトボール大会開催
お 知 ら せ

吉見総合運動公園吉見総合運動公園

至
大
宮

至
北
本
駅

至
吹
上
駅

荒
川

東
京
方
面

新
潟
方
面

至
熊
谷

吉見町役場吉見町役場

「箕田（南）」「箕田（南）」

「天神 2丁目」「天神 2丁目」

東松山
IC
東松山
IC

「ふれあい広場」「ふれあい広場」

17

407

407254

254

北
鴻
巣
駅

東
松
山
駅

鴻
巣
駅

広告
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　日本獣医師会や日本医師会などが主催して、標記会議（GCＯH）が下記のとおり開催されますのでお知らせ
します。
　なお、詳しくは日本獣医師会雑誌₇月号（Vol.６９ Ｎo.７ ２０１６）、日本獣医師会のホームページ（第₂回
GCＯH ホームページ；http://www.trans-uni.co.jp/2ndGCＯH/）をご覧ください。
月　　　日　　平成28年11月10日（木）、11日（金）
会　　　場　　「リーガロイヤルホテル小倉」　北九州市小倉区浅野₂丁目１４ - ２
主　　　催　　世界獣医師会、世界医師会、日本医師会、日本獣医師会
参加登録費

区　分 早割登録
（２０１６.８.３１まで）

通常登録
（２０１６.１０.３まで）

当日登録
（２０１６.１１. ４まで）

参加者 ￥１８,０００ ￥２０,０００ ￥３０,０００
同伴者 ￥１０,０００ ￥１０,０００ ￥１０,０００

医学生又は獣医学生 ￥ ５,０００ ￥ ５,０００ ￥ ５,０００

　　登録費にはプログラム・抄録集、ガラディナー参加費、昼食費（両日）が含まれます。
　　価格はすべて税込みです。
　 　なお、早割登録の期限（₈月３１日）を過ぎた場合は、通常登録期間中であれば、埼玉県獣医師会を経由す

ると早割料金が適用されますので、埼玉県獣医師会事務局まで早めにご相談ください。　
参加登録期間　　2016年₇月₁日（金）～11月₄日（金）
参加登録方法　　オンライン登録または FＡX 登録
プログラム　　　第₂回 GCＯH ホームページを参照
お問い合わせ先　日本獣医師会：福田、守尾、古賀　TEL ０３-３４７５-１６０１

第₂回世界獣医師会-世界医師会“One Health”に関する国際会議

畜　安　第２７３-３号
平成28年₇月₁日

　（公社）埼玉県獣医師会会長　様
埼玉県農林部畜産安全課長

　岩田　信之

韓国における豚コレラの発生に伴う防疫対策の徹底について

　日頃から家畜衛生行政の推進につきまして、御協力いただき感謝申し上げます。
　平成28年₆月28日に、韓国済州島で豚コレラが１８年ぶり（韓国としては₃年ぶり）に発生しました。
　豚コレラは豚コレラウイルスにより起こる豚、いのししの伝染病で、強い伝染力と高い致死率が特徴
です。畜産業に重大な影響を与えることから、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ同様、家畜伝染病予
防法の中で「特定家畜伝染病」に指定されています。我が国においては、家畜伝染病予防法及び豚コレ
ラに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づいた防疫対策の結果、平成₄年に最終発生を確認後、平成１９
年₄月に清浄化を達成しましたが、諸外国では依然発生が確認されています。
　これから夏季休暇の時期を迎えるにあたり、海外からの入国者数及び日本から海外への渡航者数が増
え、国内においても人・物の移動が盛んになることから、我が国へ豚コレラウイルスが侵入・まん延す
るリスクが高くなると考えられます。
　つきましては、本病の韓国における発生について貴会会員に周知のうえ、引き続き、防疫対策の徹底
をお願いします。

　＜農林水産省ホームページ：「豚コレラに関する情報」参照＞
　　http://www.maff.ｇo.jp/j/syouan/douei/csf/index.html
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　昨年、ノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智先生（北里大学特別栄誉教授）の講演が「全国地域婦人団
体研究大会」の開催期間中、次のとおり行われますのでお知らせします。
　なお、申込み、お問合せは、直接、埼玉県地域婦人会連合会にお願いします。

第64回全国地域婦人団体研究大会　記念講演

₁　日　　時　　2016年10月21日（金）　10時25分～11時35分
　　　　　　　　（注）標記研究大会は₉時から開催
₂　場　　所　　ソニックシティ大ホール
　　　　　　　　（JR 大宮駅西口　徒歩₅分）
₃　講演内容
　　　私の半生を振り返って　－研究と美術と社会貢献－
　　　　講師　北里大学特別栄誉教授　大村　智　博士
₄　申 込 み
　　　　入場無料
　　　　申込先　　埼玉県地域婦人会連合会
　　　　　　　　　TEL　０４８-８２２-２４６６　　FＡX　０４８-８２４-３０８３
　　　　申込期限　₈月末日

大村 智先生（ノーベル賞受賞）の講演会について

切り抜きニュース

豚の生レバー巡り逮捕
店と警察の事情とは

　神奈川県横須賀市の居酒屋で生で食べてはいけ
ない豚のレバーを出したとして、経営者の男（36）
が神奈川県警に食品衛生法違反の疑いで逮捕され
た。水曜限定の「裏メニュー」だったという禁断の
一品。異例の逮捕に至った背景とは？

人気の裏メニュー
　現場の店は京急久里浜駅から徒歩₃分。カウン
ターとテーブル₃卓のこぢんまりとした大衆酒場
で、昭和の雰囲気が漂う。「焼き物と刺し身がおい
しくて、いつもにぎわっていた」と近所の女性（43）
は話す。
　県警や厚生労働省によると、豚の生レバーを提
供したとして逮捕者が出るのは初めてという。捜
査関係者によると、男は「自分が好きだったので、
お客さんにも喜んでもらえると思って出した。法
律で禁止されているのは知っていたが、自分は一

度もあたったことはない」と話しているという。
　店の卓上に置かれたメニューには「裏メニュー
焼いて食べてください　毎週水曜日」とあった
が、実際に出てくるのはネギを散らした生レバー
だけ。ごま塩とにんにくしょうゆの₂種類の味付
けが選べ、₁皿約70グラムで600円だった。客を
装って入店した捜査員が「裏メニュー」を注文し、
一部を持ち帰って鑑定したところ、豚のレバーと
確認できたという。
　「生ビールとやったら最高間違いない！」「数量
限定です、お早めに」。男のフェイスブックには、
毎週水曜日になると裏メニユーの入荷をアピール
する投稿が並んだ。逮捕された15日昼にも「生ビー
ルと日本酒でやっちゃいますか」と書き込んでい
た。
　男は、水曜日に近所の精肉店で10人前を仕入
れ、₆～₇人前が売れたと説明し、「客寄せの意味
合いも強く、水曜日はいつもより売り上げが少し
良かった」と供述しているという。
　「豚レバーを出していると、このあたりの店で
はうわさになっていた。知っている人も多いので
は」。同じ横須賀市内で飲食店を経営する男性は
語る。
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65歳以上25％超
15年国勢調査抽出速報
社会保障に影響

　総務省が29日発表した2015年国勢調査の「₁％
抽出速報」によると、総人口に占める65歳以上の
割合（高齢化率）は、1920年の調査開始以来最高
の２６.７％となり、初めて高齢者が₄人に₁人を超
えた。前回の10年調査から3.7ポイント上昇した。
15歳未満は０.５ポイント下がり、１２.７％で最低を
更新。少子高齢化が一段と進み、社会保障の財源
確保や地域の維持に大きく影響しそうだ。
　働いていたり、職を探していたりする女性の割
合（労働力率）は、ほとんどの年代で前回から上
昇したものの小幅にとどまり、子育て世代は落ち
込む「Ｍ字力ーブ」は依然として残ったままだ。
₁人暮らしの世帯は過去最多となった。
　高齢化率は２２.４％のイタリアや２１.２％のドイツ
などを引き離し、世界で最も高い水準。逆に15歳
未満の割合は最低の水準となっている。
　都道府県別では、高齢化率は前回に比べ全都道
府県で上昇。41道府県で25％を超え、うち12県は
30％以上だった。最高は秋田の３３.５％で、高知
３２.９％、島根３２.６％と続いた。秋田は前回より４.０
ポイント上昇した。四国₄県はいずれも30％以上
だった。
　25％を切ったのは埼玉、東京、神奈川、愛知、
滋賀、沖縄の₆都県。ただ全国最低の１９.７％だっ
た沖縄県でも65歳以上の人口が15歳未満を超えた
ことで、全都道府県で65歳以上が15歳未満より多
くなった。
　女性の労働力率は４９.８％で前回から０.２ポイン
ト上昇。年代別で見ると、25～29歳は８０.９％で、
比較可能な50年調査以降で初めて80％を超えた。
ただ出産や子育ての時期と重なる人が多いとみら
れる30～39歳は、前後の年代に比べて下がってい
るのが特徴だ。
　世帯人数は₁人暮らしが３２.５％で最多。若年層
を中心に未婚者が多いことに加え、高齢者の単身
世帯も増加傾向で、65歳以上では男性の₈人に₁
人、女性の₅人に₁人が₁人暮らしだった。
　15年国勢調査は昨年10月₁日時点で実施した。

平成２８年₆月３０日　埼玉新聞

牛がダメなら豚に
　生肉を巡っては2011年、富山県などの焼き肉
チェーン店で牛肉のユッケを食べた客が食中毒に
なり、男児₂人を含む₅人が死亡した事件をきっ
かけに厚労省が規制を強化してきた。
　そもそも豚の内臓を生で食べることはあまりな
かったが、12年₇月に牛の生レバーが禁止になっ
たことを受け、出す店が増えた。厚労省は13年夏
の時点で、少なくとも全国190店舗で出されてい
たことを確認している。「牛がダメなら豚にという
流れ。モツ肉を出すような居酒屋で豚の生レバー
を出す店が増えていった」と全国焼肉協会の担当
者は語る。
　豚の内臓はＥ型肝炎ウイルスや寄生虫などに汚
染されている可能性があり、食中毒などを起こす
危険性が高い。厚労省は昨年₆月、飲食店でレバー
など豚の生肉を提供することを禁止。肝臓や肉の
中心部を63度で30分以上加熱するか、それ以上の
効果がある加熱・殺菌などを義務化した。厚労省
の担当者は「妊婦が生で食べれば流産の可能性も
ある。重症化すれば大人でも死に至る恐れがある」
と説明する。

「常習性があった」
　昨年末の全国一斉取り締まりでは、豚の生レ
バーを提供していた店を対象に₉件の行政指導が
あったという。今回の店では、これまで食中毒は
発生していなかったが、捜査幹部は「毎週のよう
に告知するなど常習性があった。深刻な被害が起
きてからでは遅い」と逮捕に踏み切った理由を明
かす。
　捜査の端緒になったのは、今年₃月に県警に届
いた匿名メール。横須賀市保健所は13年₈月、店
に立ち入り調査していたが、裏メニューの存在は
確認できていなかった。保健所の担当者は「食べ
たい人もいて、表面化しにくいのが実情だ。消費
者は危険だということを理解し、自衛してもらい
たい」と話している。

（桜井健至、前田朱莉亜、照屋健）
平成２８年₆月２２日　朝日新聞
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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」
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
「日常の診療に役立つ!!運動器疾患に対する最新
の情報を知っておこう～猫の整形外科疾患・超
音波検査を中心とした新たな画像診断手法～」
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12日㈬

北支部
「正しい抗菌剤の選び方と
使用方法について」
鹿児島大学　松本修治　先生
（熊谷市　熊谷家畜保健衛生所）

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
（深谷市　埼玉県農林公園）

10月３0日㈰
西支部
「犬の循環器診療アップデート」
東京動物心臓病センター　岩永　孝治　先生
（川越市　川越西文化会館）

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

1２月₄日㈰
西支部�
「猫の循環器診療アップデート」
東京動物心臓病センター　岩永　孝治　先生
（川越市　川越南文化会館）

1２月11日㈰
北支部
「難治性消化器官疾患と内視鏡検査（仮）」
日本大学　亘　敏広　先生
（熊谷市　熊谷文化創造館　さくらめいと）

1２月18日㈰
南第一支部・南第二支部
「演題　未定」
東京大学　松木　直章　先生
（場所　未定）

平成２9年
₁月15日㈰

西支部�
「膝関節疾患へのアプローチと外科クリニック」
東京大学動物医療センター　本阿彌　宗紀　先生
（川越市　川越南文化会館）

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₇月２0日現在）
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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10日　平成28年度第₂回関東・東京合同地区
獣医師会理事会・幹事会（川崎市　川
崎日航ホテル）

₇月14日　第₁回狂犬病予防委員会・班長会議（さ
いたま市　大宮ラフォーレ清水園）

₇月18日　東支部学術講習会（越谷市　越谷サン
シティ）

₇月２０日　第₁回勤務部会運営委員会・衛生支部
農林支部合同研修会（さいたま市　埼
玉県県民健康センター）

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）

₇月28日　埼玉県農業共済連損害評価会全体会議
（さいたま市　埼玉県農業共済会館）

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）

₉月15日　平成28年度第１回畜産懇話会（さいた
ま市　別所沼会館）

₉月22日　彩の国さいたま動物愛護フェスティバ
ル2016（加須市　パストラル加須）

10月10日　第38回埼玉県獣医師会ソフトボール大

会（吉見町　吉見総合運動公園）
10月12日　北支部学術講習会（熊谷市　熊谷家畜

保健衛生所）
10月21日　第60回埼玉県公衆衛生大会（場所　未

定）
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（深谷市　埼玉県農
林公園）

10月30日　西支部学術講習会（川越市　川越西文
化会館）

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）

12月₄日　西支部学術講習会（川越市　川越南文
化会館）

12月11日　北支部学術講習会（熊谷市　さくらめ
いと）

12月18日　南第一支部・第二支部合同学術講習会
（場所　未定）

平成29年
₁月15日　西支部学術講習会（川越市　川越南文

化会館）
₂月15日　平成28年度第₃回関東・東京合同地区

獣医師会理事会（川崎市　川崎日航ホ
テル）

₂月17日～19日　第13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）
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編　集　後　記
　自然は人間の想像を超えている。人間は
もう少し謙虚になる必要があるのではなか
ろうか？ 熊本地方は地震だけでも十分過
ぎるのに、これでもか、これでもかと追い
打ちをかける豪雨。₆月は「梅雨だ！」な
んて悠長な表現はできなくなったのか？
TVや新聞は現実を忘れたのか？ 選挙や外
国の報道も良いが、被災者の皆さんは相変
わらず苦労をしているのである。そのため
か？ 福島や沖縄の選挙で現職閣僚が落ち
た。被災者の置かれた現実を忘れるな！と
いうことだろう。もしかしたら、人工島を
作って自分の国だと言い張って飛行機を飛
ばしている国もあるが、そのうち海中に沈
んでしまうかも知れないぞ。地球は生きて
いるのだ。
　₆月22日に公益社団法人日本獣医師会の
第73回通常総会が明治記念館で開催され
た。既に本誌の第632号₆月号の₆ページ
に掲載されたが、昨年の₉月の関東・東北
豪雨で茨城県常総市の鬼怒川の堤防決壊で
大規模な災害に見舞われた際、自衛隊のヘ
リコプター隊が₂階の屋根に取り残された
老人夫婦と共に愛犬と愛猫を救出した。動
物の生命を尊重し、命の尊さを国民に知ら
せ、動物愛護精神の高揚に顕著な功績が
あった陸上自衛隊第12ヘリコプター隊第₁
飛行隊の₅名の隊員に対して、この総会の
場において、藏内会長から一人ひとりに感
謝状が授与され会場では盛大な拍手が上が
り、来賓や国会議員の方々からも称賛の言
葉が次々と述べられた。自衛隊の若者も動
物の命の大切さを組織の規約より大切だと
見せてくれた一幕に誰もが心を打たれた。
愛玩動物が人命救助においても家族として
認知されてきたあらわれとして、我々動物
に関係する者にとってはしっかりと受け止
め、今後に繋がるような努力をしたいもの
である。
　₆月17日からソニックシティーで県獣医

師会が後援している2016年度日本獣医麻酔
外科、循環器、画像診断春季合同学会が、
日本獣医生命科学大学の当番で、昨年より
多くの参加の下に盛大に開催された。埼玉
県での開催は10回目を迎えたが、埼玉県獣
医師会小動物臨床の会員の学術向上のため
にも今後とも続けていただきたい。
　参議院選挙が終わって都知事選が賑やか
だ。先日の新聞にこんな川柳があった。“長
寿より貯金が先に逝っちまい”。長生きが
生活苦を連想させる世の中ほど悲しいこと
は無い。政権与党には是非、こんなことが
無いように願いたい。
　韓国（済州島）の養豚場で豚コレラが18
年ぶりに発生した。1300頭殺処分したとい
う。若い先生方に理解して貰えるか分から
ないが、豚コレラを知る人は震え上がるだ
ろう。もし日本で発生したら養豚業界への
打撃は計り知れない。清浄国までにしたこ
れまでの努力が無になる。是非、関係者の
皆さんの努力で日本に持ち込まないでいた
だきたい。
　₇月１４日の班長会議では、集合注射との
接種頭数の減少に対しての質問に、ある班
長から集合注射で農村部を回っていても犬
の鳴き声がしない。そして、皆、高齢化の
ために犬を飼わない、もしくは集落に人が
住んでいない過疎というショッキングな話
がありました。集合注射減少の原因は言う
までもない。今後、ますます減少の一途を
たどる中での小動物開業獣医師の生き方が
問われる時代が来たと感じた。
　関東・東京地区獣医師大会（川崎市）や
各支部の勉強会が開催される。今年は猛暑
が日本列島を襲うそうだ。高校野球の県大
会も真っ盛り、浦学が負けて混戦模様だ。
10月10日は厚生委員会主催のソフトボール
大会だ。会員の皆さん、暑さに負けずにしっ
かり休養を取って勉強して、猛暑を乗り切
りましょう。 （不動）
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