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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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　日本獣医循環器学会、日本獣医麻酔外科学会、

日本獣医画像診断学会および日本獣医内視鏡外科

研究会の春季合同学会が₆月１６日～１８日に大宮ソ

ニックシティを会場に開催されました。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

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　日本獣医内視鏡外科研究会

2017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11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参りました。

　本年度は、麻布大学の担当で開催されましたが、学会の理事として御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、謹んで掲載させて頂きます。

左から
諸角元二獣医麻酔外科学会監事（東支部）、高橋秀児先生（東支部）、小暮一雄日本獣医循環器学会理事（副会長）、中村滋
麻布大学理事（副会長）、宗像俊太郎実行委員（南支部）、髙橋三男会長、青木卓磨循環器学会大会長（麻布大学）、清水志摩子
公益社団法人さいたま観光国際協会会長、茅沼秀樹画像診断学会大会長（麻布大学）、渡邊俊文麻酔外科学会大会長 

（麻布大学）、高橋徹麻布大学理事（北海道獣医師会会長）

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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金の提供を受け、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。

　獣医循環器学会は創立当初は家畜心電図研究会

の名称で１９６２年（昭和３７年）に創設されました。

当初はその名の通り心電図を研究対象とし、その

誘導法や波形の意義などを研究してきました。心

電図が循環器病のひとつの診断手段と位置づけら

れるようになって循環器学会と名称変更し今日に

至っています。獣医麻酔外科学会はそれより約１０

年遅れて、獣医麻酔研究会としてスタートしまし

た。当時はペントバルビタール麻酔からケタミン

やガス麻酔が開発され臨床に応用されてきた時期

でした。ケタミンの開発メーカーであった三共の

動薬部門の研究者がバックアップして研究会が創

立されました。その後麻酔外科学会として発展し

てきています。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。本年は麻布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。循環器学会は青木卓磨先生、麻酔外科

学会は渡邊俊文先生、画像診断学会は茅沼秀樹先

生、獣医内視鏡外科学会は中市統三先生が大会長

の任に当たりました（写真参照）。

　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。研修コース修了者に各種認定資格

を付与しています。目指すところはより一層高度

な専門獣医療を担う人材養成ですが、現実は国際

水準から見れば学部卒業水準でしかありません。

我が国獣医療体制は専門医療を提供する仕組みは

ありません。獣医療法において診療施設の定義は

₂種類であって、往診を専門とする施設とそれ以

外という規定です。病院と診療所の区別すらあり

ません。そもそも獣医療人と規定されている資格

者は、獣医師と家畜人工授精師の₂種であって看

護師すら規定されていません。このような状況下

で学会が認定医を作り出すことに何ほどの意義が

あるのでしょうか。在野の臨床獣医師から見れば

学部教育の未熟を繕う手段にしか見えません。真

剣に専門医療の将来を考えるならば、看護師の資

格化、ブロックごとの国立病院、都道府県単位の

公立病院の設立などは必要にして最低限の条件と

思われます。専門医療実践のための全体像を見据

えない小手先の自己満足に過ぎないともいえる我

が国の認定への歩みは極めて危ういものに見えま

す。

　ヒトの寿命と比較すると極めて短命に終わる動

物の寿命における終末期獣医療は、的確な診断の

もとに実践される飼い主に寄り添う看取りの医療

にも関心を向けるべきではないでしょうか。

　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

ます。終末期獣医療こそartの実践が求められま

す。病気を対象とするのではなく、疾病に苦しむ

動物とその飼い主の《生》に寄り添うことこそ獣

医療の原点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

及び監事として、また宗像俊太郎先生（南支部）

が実行委員として参画されました。

　参加者は1,280名で、埼玉県獣医師会会員の先

生は45名（開業支部会員35名、団体支部等会員10

名）が参加され、発表者などでご活躍されました。



3

【タイムスケジュール】
₈：00 ～　　　 ₉：00 ～ 11：40 11：50 ～ 12：50 13：00 ～ 15：20 15：00 ～ 16：00

受　付 三学会 ランチョンセミナー 三学会 都民公開シンポジウム
16：30 ～ 17：30 17：30 ～ 18：00 18：40 ～ 20：10

獣医師大会 優秀論文発表者表彰 交流会

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29年9月10日
16：30 ～ 17：30

平成29年9月10日午前の部　9：00 ～ 11：40
　　　　　　　　午後の部　13：00 ～ 15：20

大会会長
分野別地
区学会長

関東・東京合同地区獣医師
大会・三学会開催担当
東京都獣医師会会長

村中志朗

東京農工大学
白　井　淳　資

日本獣医生命
科学大学

小　山　秀　一

日本大学
丸　山　総　一

会　場
都市センターホテル　　千代田区平河町2-4-1　　TEL：03-3265-8211

₃階　コスモスホール ₇階　701号
₆階　601号
₆階　606号

₇階　706号

次　第

［都民公開シンポジウム］
　　15：00～16：00

［大　会］
　　16：30～17：30
₁　開会の辞
₂�　関東・東京合同地区獣
医師大会・三学会開催担
当獣医師会会長挨拶
₃　祝辞
₄　黙祷
₅　獣医師の誓い
₆　表彰式
₇　受賞者代表謝辞
₈　議長選出
₉　議事
　⑴平成28年度経過報告
　⑵議案
10大会宣言
11次期開催担当県会長挨拶
12閉会の辞

［交流会］
　　18：40～20：10

［三学会］
₁　開会の辞
₂　挨拶
₃　学会・発表
₄　閉会
₅　審査会

［優秀論文発表者表彰］
₃階　コスモスホール
　17：30～18：00

［演題募集要領］
₁　提出先：公益社団法人東京都獣医師会
₂　演題：抄録提出期限
　　平成29年₆月23日（金）
₃　提出方法：所属地方獣医師会を経由
₄　演題：口頭₈分／討論₂分
₅　発表演題募集要領：別紙
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：6,000円（事前申込み）
　　　　　　7,000円（当日申込み）
　　交流会：7,000円（事前申込み）
　　　　　　8,000円（当日申込み）

※�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。

主催　東京都獣医師会

 平成29年度関東・東京合同地区獣医師大会（東京）、
獣医学術関東・東京合同地区学会開催案内

※　�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）
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平成２９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

₉：10　　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　グループリーダー）

₁ 千葉県 千葉県における牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染
牛摘発状況と浸潤状況調査について 畑中ちひろ 千葉県中央家畜保

健衛生所

₂ 千葉県 管内育成牧場における地域一体となった牛ウイルス
性下痢・粘膜病対策 中村みどり 千葉県南部家畜保

健衛生所
₉：30　　座長：伊藤　和彦（山梨県農政部畜産酪農技術センター研究管理幹）

３ 群馬県 牛ウイルス性下痢ウイルス持続感染牛摘発農場の清
浄化への取り組みと課題 小野　祥平 群馬県吾妻農業事務

所家畜保健衛生課

４ 茨城県 BVDV持続感染牛診断における抗原エライザ法とイ
ムノクロマト法の応用 矢口　裕司 茨城県県北家畜保

健衛生所

5 茨城県 管内一酪農場における牛ウイルス性下痢ウイルスの
清浄化事例 田邊ひとみ 茨城県県北家畜保

健衛生所
《コーヒーブレイク　30分》

10 ： ３0　　座長 ：山本　弘武 （千葉県農業共産連　診療課長）

6 東京都 施灸による繁殖改善技術の検討 三山紗衣子 東京都農林総合研
究センター

7 千葉県 バルク乳検査を用いた地域酪農協の乳質改善への取
組み 関谷　圭美 千葉県東部家畜保

健衛生所
10：50　　座長：磯　日出夫（磯動物病院　院長）

8 千葉県 19カ月齢まで生存したファロー五徴症のホルスタイ
ン種育成牛の１症例 中村　芳弘 千葉県農業共済組合連合会西

部家畜診療所関宿出張所

９ 千葉県 ちばNOSAI�連ハードヘルスシステムを利用した酪
農版ベンチマーキングについて 清水　秀茂 千葉県農業共済組合連合会西

部家畜診療所八千代出張所

10 千葉県 乳牛の尾根部血流測定による発情発見の試み 田山　善男 千葉県農業共済組合連合会南
部家畜診療所

《昼　食・休　憩》11：40 ～ 13：00
13：00　　座長：福田　昌治（埼玉県農業技術研究センター品種開発・ブランド育成研究担当部長）

11 神奈川県 牛コロナウイルス病の発生状況調査 髙山　　環 神奈川県環境農政
局農政部畜産課

12 栃木県 C群ロタウイルスが関与した子牛の集団下痢症 大竹　祥紘 栃木県県央家畜保
健衛生所

13 栃木県 C群ロタウイルスの関与が疑われた哺乳豚における
下痢の集団発生 新楽　和孝 栃木県県南家畜保

健衛生所
1３：３0　　座長 ：松浦　俊幸 （群馬県家畜衛生研究所主任研究員）

14 山梨県 子牛のFusobacterium�necrophorum感染症発生事例 高橋　優花 山梨県東部家畜保
健衛生所

15 茨城県 細菌性血色素尿症と慢性銅中毒の複合的要因により
発症した血色素尿牛３症例 藤井　勇紀 茨城県県北家畜保

健衛生所
《コーヒーブレイク　30分》

14：20　　座長：紺野　君子（つるみ獣医科病院　医院長）

16 東京都 山羊のクロストリジウム・パーフリンゲンス感染症
の発生事例 林　　朋弘 東京都家畜保健衛

生所
17 茨城県 茨城県県西地区の養鶏場周辺の野鳥センサス 福井　祐子 こまち動物病院

14：40　　座長：大内　義尚（茨城県県北家畜保健衛生所　所長）

18 埼玉県 牛白血病ウイルス高度汚染農場における清浄化の試
み 山中　梨沙 埼玉県熊谷家畜保

健衛生所

19 千葉県 乳牛における牛白血病ウイルス感染と繁殖障害およ
び下垂体機能との関連の一考察 田中　秀和 千葉県農業共済組合連

合会　西部家畜診療所

20 埼玉県 ヨーネ病高度汚染農場におけるリアルタイム PCR を
活用した患畜摘発事例 石原　径佳 埼玉県中央家畜保

健衛生所
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発表順 獣医師会 演　　　題 演　者 所　属

₉：10　　座長：小山　秀一（日本獣医生命科学大学　獣医学科教授（臨床獣医学部門））

₁ 東京都 犬の心疾患55例におけるDダイマーを用いた血栓危
険因子の検討 松本花穂里 ACプラザ苅谷動物

病院明治通り病院

₂ 東京都 去勢手術後の自宅療養中に心原性肺水腫を呈した若
齢猫に対し挿管管理が有効であった1例 塗木　貴臣 TRVA夜間救急

動物医療センター
₉：30　　座長：平尾　秀博（日本動物高度医療センター）

３ 横浜市 体外循環下で修復を行った不完全型房室中隔欠損症
の猫の１例 篠田　麻子 JASMINEどうぶつ

循環器病センター
４ 千葉県 外科手術を実施した右心耳由来血管肉腫の犬の１例 長谷　往明 はせ動物病院

5 横浜市 犬の開心術後に認められる横隔神経麻痺に関する回
顧的調査 侭田　和也 JASMINEどうぶつ

循環器病センター
《コーヒーブレイク　30分》

10 ： ３0　　座長：難波　信一（マーブル動物医療センター）

6 神奈川県 鼻咽頭節外病変を生じた節性濾胞辺縁帯リンパ腫の
犬の１例 関戸あずさ 麻布大学

7 千葉県 多種免疫抑制薬不応性の骨髄線維症がオクラシチニ
ブ治療により寛解した犬の一例 菊田　麗衣 浦安中央動物病院

8 栃木県 犬の皮膚形質細胞腫におけるクローナリティ検査の
感度調査 鷹栖　雅峰 栃那須野ヶ原アニ

マルクリニック
11：00　　座長：余戸　拓也（日本獣医生命科学大学　獣医学科講師（臨床獣医学部門治療学分野Ⅱ））
９ 群馬県 東洋眼虫の群馬県内における発生状況の調査 田村　　誠 たむら動物病院

10 神奈川県 犬の角膜ジストロフィーに対する低脂肪食の治療効
果についての回顧的検討 細尾　　碧 つだ動物病院

《昼　食・休　憩》11：40 ～ 13：00
13：00　　座長：鷹栖　雅峰（那須野ヶ原アニマルクリニック）

11 神奈川県 犬の副腎腫瘍の鑑別診断における造影超音波検査の
有用性 南雲　隆弘 日本大学

12 川崎市 脾臓線維組織球性結節の回顧的研究および予後に関
する検索 岡野久美子 日本動物高度医療

センター
13：20　　座長：竹村　直行（日本獣医生命科学大学　獣医学科教授（臨床獣医学部門））

13 横浜市 犬の腫瘍性腹腔内出血手術症例における短期的予後
指標について９３症例を用いた回顧的研究 杉浦　洋明

DVMｓどうぶつ医
療センター横浜　
救急診療センター

14 神奈川県 上顎扁平上皮癌に対してカルボプラチン超選択的動
注化学療法併用放射線療法を実施した猫の１例 金井　詠一 麻布大学

15 埼玉県 上皮小体腺腫の犬の１手術例 伊藤　雄基 とがさき動物病院
《コーヒーブレイク　30分》

14：20　　座長：武部　正美（武部獣医科病院）

16 茨城県 Anaplasma�phagocytophilum�感染症を発症した犬の
３例 福井　祐一 こまち動物病院

17 千葉県 猫における同居猫への攻撃行動に対して薬物療法が
奏功した一例 野口ゆづる さきがおか動物病院

18 東京都 手術見学可能な個室を利用した飼い主へのアンケー
ト結果について 藤井　聖久 くすの木動物病院

平成２９年度　日本小動物獣医学会（関東・東京）発表演題【Ａ会場】
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平成２９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

₉：10　　座長：武藤　眞（ヤマザキ動物専門学校）

₁ 東京都 献血時の鎮静下採血におけるアルファキサロンの検
討 仙波　惠張 日本動物医療セン

ター

₂ 神奈川県 頭蓋内疾患を疑う犬のMRI 検査におけるセボフルラ
ン麻酔法の検討 関　　瀬利 日本大学

₉：30　　座長：周藤　行則（浦安中央動物病院）

３ 神奈川県 排尿困難を呈した三毛猫の性分化異常症、38,XY�
SRY-negative の１例 保坂　敏 ほさか動物病院

４ 川崎市 ガイドワイヤーの使用により尿路確保が可能となっ
た尿道異常（尿道腫瘍、尿道損傷、尿道炎）の4例 山崎　寛文 日本動物高度医療

センター
5 神奈川県 外科手術を実施した猫の尿管閉塞22例 青木　大 あおき動物病院

6 横浜市 卵巣摘出術から14年後に子宮蓄膿症を発症した犬の
１例 三國まどか 藤井動物病院

《コーヒーブレイク　30分》
10：４0　　座長：髙木　俊雄（ミュウ動物病院）

7 埼玉県 Feline Ceruminous Cystomatosis の2例 山下　啓吾 麻の葉動物病院

８ 埼玉県 耳科外科手術の関与しない Para-aural abscess の犬
２例 今井　昭宏 どうぶつの総合病

院
９ 神奈川県 食物アレルギーのネコの３例 高橋聡一郎 麻布大学

11：10　　座長：田上　宣文（たのうえ動物病院）

10 横浜市 猫のＭｏｎｔｅｇｇｉａ骨折に関する検討 森　　淳和
ONE�for�Animals�
DVMs どうぶつ医
療センター横浜

11 東京都 チタンシステムにより骨接合術を実施した橈尺骨骨
折の犬猫103肢の治療成績 池田　人司 オールハート動物リ

ファーラルセンター
1２ 埼玉県 歩行可能な椎体骨折の犬の１手術例 灰井　康佑 とがさき動物病院

《昼　食・休　憩》11：40 ～ 13：00
13：00　　座長：諸角　元二（とがさき動物病院）

13 横浜市 四肢麻痺に対し４輪車イスを用い理学療法を行った
２症例 岸　　陽子

ONE�for�Animals�
DVMs どうぶつ医
療センター横浜

14 横浜市 仙腸関節脱臼11症例に対する最小侵襲手術と通常手
術の比較 小林　　聡

ONE�for�Animals�
DVMs どうぶつ医
療センター横浜

15 横浜市 パワードプラ法血流増加シグナルで炎症性関節疾患
を評価した犬の２例 安川　慎二

ONE�for�Animals�
DVMs どうぶつ医
療センター横浜

16 群馬県 急性特発性多発性根神経炎の犬の１例 桑原　孝幸 桑原動物病院
《コーヒーブレイク　30分》

14：10　　座長：雨宮　勝彦（AMCペットクリニック）

17 東京都 誤食にて夜間救急に来院した犬に対してトラネキサ
ム酸による催吐処置を実施した541例の回顧的研究 塗木　貴臣 TRVA夜間救急

動物医療センター

18 東京都 猫におけるトラネキサム酸およびメデトミジンを用
いた嘔吐誘発の評価：60症例（2103-2016） 伊藤　和人 TRVA夜間救急

動物医療センター

19 東京都 胆嚢摘出術を行った猫12例の術後成績の検討 林　　　諒 ACプラザ苅谷動物
病院明治通り病院

20 東京都 慢性偽性腸閉塞と診断し、長期経過が得られている
犬の一例 高橋　洋介 動物救急センター

文京
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平成２９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

₉：10　　座長：藤巻　勤（山梨県食肉衛生検査所　次長）

₁ 横浜市 豚の疣贅性心内膜炎と類似病変の鑑別について 森田由紀子 横浜市食肉衛生検
査所

₂ 神奈川県 豚の感染性心内膜炎における CC1、CC28に属する
Streptococcus�suis の浸潤状況及び薬剤感受性 柳　雅之 神奈川県食肉衛生

検査所

３ 群馬県 生体検査時における蕁麻疹型豚丹毒の検査方法 中村　貴則 高崎市食肉衛生検
査所

₉：40　　座長：壁谷　英則（日本大学生物資源科学部准教授　獣医学科獣医公衆衛生学）

４ 東京都 犬猫の尿検体における ESBL 産生菌の検出状況と薬
剤感受性 佐野　匡謙 中川動物病院

5 千葉県 県内で捕獲されたイノシシ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

生検査所
10：00　　座長：古川��一郎（神奈川県衛生研究所　微生物部　細菌・環境生物グループ主任研究員）

6 茨城県 茨城県内における日本脳炎ウイルス浸潤状況につい
て 後藤　慶子 茨城県衛生研究所

7 栃木県 狂犬病ウイルスのリアルタイム PCRの精度向上に関
する検討 水越　文徳 栃木県保健環境セ

ンター
《コーヒーブレイク》

《昼　食・休　憩》11：40 ～ 13：00
13：00　　座長：笠井　潔（茨城県県北食肉衛生検査所　精密検査課長）

8 埼玉県 鶏皮膚扁平上皮癌の形成過程における病理学的検索 佐藤　孝志 埼玉県衛生研究所

9 茨城県 牛の胸腺に発生したB細胞リンパ腫の一例 岡本　　翼 茨城県県西食肉衛
生検査所

13：20　　座長：岩瀬　耕一（川崎市夢見ケ崎動物公園園長）

10 山梨県 ATPふき取り検査を活用した大規模食鳥処理場の衛
生指導法の検討 松原　翔吾 山梨県食肉衛生検

査所

11 茨城県 レジオネラ属菌が検出された公衆浴場に対する衛生
指導について 鈴木　香世 茨城県古河保健所

12 東京都 動物病院における動物由来感染症モニタリング事業
結果 鈴木　　良

東京都福祉保健局健
康安全部環境保健衛
生課動物管理担当

《コーヒーブレイク》
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� 29日　獣発第143号
� 平成29年₇月27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）

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に係る注意喚起について

　このことについて、平成29年₇月24日付け健感発0724第₁号をもって、厚生労働省健康局結核感染症
課長から別添のとおり通知がありました。
　この度の通知は、
　₁　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）について、
　　①�　今般、発熱・衰弱等に加え血小板減少等の所見が見られた飼育ネコ及び飼育イヌの血液・糞便

からSFTSウイルスが検出された事例
　　②　体調不良のネコからの咬傷歴があるヒトがSFTSを発症し死亡した事例
　　が確認されたこと、
　₂�　これらの事例から、発症したネコやイヌの体液等からヒトが感染することも否定できないことか
ら、SFTSを含めた動物由来感染症の感染を防ぐために、ネコ等を診断する歳には標準予防策を遵
守していただくよう、臨床獣医師を始めとした関係者に、下記の点の注意喚起を御願いしたいこと、

　₃�　今般の状況を踏まえ、「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に関するQ&A」を改正し、獣医療
従事者等の専門家に向けた感染予防策についての記載を追加したので、参照いただきたいこと、

について本会関係者に対する周知を依頼されたものです。
　つきましては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。

記

₁�　明確な基準はないが、患畜において発熱、白血球減少症、血小板減少症、食欲消失等の症状が認め
られ、さらに入院を要するほど重症（自力採餌困難等）で、かつ他の感染症が否定された場合に、
SFTSウイルスの感染についても疑う。
　※�　確定診断にはウイルス学的な検査が必要です。検査方法等、技術的な内容の相談は国立感染症研
究所（info@niid.go.jp）にお問い合わせください。

₂�　SFTSウイルスに感染した疑いのある患畜の取扱にはPPE（Personal�Protective�Equipment：手袋・
防護衣等）により感染予防措置をとり、オートクレーブなどの加熱滅菌処理を行う。
₃�　日常的な対策としては、飼育ネコ・イヌを介した感染はまれと考えられること、屋内飼育ネコにつ
いてはリスクがないことから、過剰に飼育者の不安をあおらないように配慮しつつ、飼育者に対する
ダニの駆除剤投与についての指導を徹底し、飼育者は、ネコ・イヌの健康状態ら変化に注意し、体調
不良の歳には動物病院を受診することを勧奨する。
　※　詳細は「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に関するQ&A（第₄版）参照
　別添：「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に係る注意喚起について
　　　　（平成29年７月24日付け厚生労働省健康脚結核感染症課長通知）

　参考：重症熱性血小板減少症候群（SFTS）について
　　　　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000169522.html
　　　　重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に関するQ&A（第₄版）
　　　　http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/sfts_qa.html

※別添省略
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� 29日　獣発第129号

� 平成29年₇月18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）

平成２９年度の秋以降に備えた高病原性鳥インフルエンザ防疫体制の 
強化について

　このことについて、平成29年₆月29日付け29消安第1755号をもって、農林水産省消費・安全局長から

別添のとおり通知がありました。

　このたびの通知は、高病原性鳥インフルエンザの発生に係る疫学調査報告書」が公表されたことを受

け、同報告書の提言のうち「人・車両、野鳥を含む野生動物を介したウイルスの農場内及び家きん舎内

への侵入の防止」に示されている発生予防対策につき、家きん飼養農場に対する情報提供及び指導又は

助言を徹底するよう、通知するものです。

　ついては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。

� 29日　獣発第133号

� 平成29年₇月19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）

夏季休暇期間中における口蹄疫等の防疫対策の徹底について

　このことについて、平成29年₇月12日付け29消安第2323号をもって、農林水産省消費・安全局動物衛

生課長から別添のとおり通知がありました。

　このたびの通知は、夏季休暇の時期を迎えるに当たり、口蹄疫が発生している国を含め諸外国との人

や物の動きが一層激しくなるため、改めて口蹄疫等の発生予防措置の徹底及び監視体制の強化を依頼す

るものです。

　つきましては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。

※別添省略
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予　　告

南支部長　田中　裕
学術委員　大野　潤

　南支部では、₉月24日（日）に学術講習会を開催します。
　講師の先生は、日本獣医生命科学大学　獣医内科学研究室第二　宮川優一先生をお招きいたします。テー
マは「犬の慢性腎臓病　管理の実際」です。多くの先生方のご参加をお待ちしております。

日　　時　　平成29年₉月24日（日） 
　　　　　　14：00～17：00（受付13：30～）

場　　所　　大宮ソニックシティビル　604会議室
　　　　　　さいたま市大宮区桜木町1－7－5
　　　　　　TEL　0４8-6４7-４111

演　　題　　「犬の慢性腎臓病　管理の実際」

講　　師　　日本獣医生命科学大学　獣医内科学研究室第二
　　　　　　講師　宮川　優一　先生

参 加 費　　埼玉県獣医師会会員　　無料
　　　　　　会員外の受講者　　　5,000円

東支部長　渋谷　正志
学術委員　佐久間昭仁

　東支部では10月１日（日）浅川　翠先生（どうぶつの総合病院　病理科主任　臨床病理科主任）をお招きし、
「肝臓疾患の診断を極める！～肉眼病理でここまでわかる肝臓疾患・見直したい血液検査・細胞診・生検ま
で～」と題し学術講習会を開催いたします。
　肝臓の疾患は、血液検査での肝酵素上昇から、血液塗抹にあらわれる肝臓疾患のヒント、開腹したら見つ
けたマクロの形態学、また細胞診か、生検か？と悩むところもあると思います。
　浅川先生は、解剖病理学と臨床病理学の両方の専門医資格を取得しているのでこの全てを総括して考える
肝臓疾患を総合的に理解する講演内容となっています。
　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29年10月１日（日）
　　　　　　14：30～18：00（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
　　　　　　TEL　0４8-９85-1111

演　　題　　「肝臓疾患の診断を極める！～肉眼病理で
　　　　　　ここまでわかる肝臓疾患・見直したい
　　　　　　血液検査・細胞診・生検まで～」

講　　師　　米国獣医病理学専門医 : 臨床病理学、解剖病理学
������　　　　どうぶつの総合病院　病理科主任　臨床病理科主任　　浅川　翠先生

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）

南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（4）　小3（8））

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）　小3（12））

国道17号線
至東京
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大　宮
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キ
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丸井・ダイエー
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丸井・ダイエー
DOM
丸井・ダイエー

至上尾

至上野 至上尾

情報文化
センター

JR大宮駅

※大宮駅西口から徒歩3分

ソニックシティビル

サンシティホール

新
越
谷
駅

県
道
足
立
越
谷
線

至
北
千
住

東
武
ス
カ
イ
ツ
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南越谷駅
JR武蔵野線

ホテル
サンオーク

至南浦和 至吉川

常陽銀行

ダイエー
南越谷店

トヨタ
カローラ
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川
かわ

﨑
さき

　まい
団体支部

野
の

本
もと

　ちひろ
団体支部

小
お な い

内　高
たかあき

秋
団体支部

島
しま

田
だ

　祥
さち

衣
え

団体支部
宮
みやざわ

沢　遥
はるか

団体支部

支　部　名 氏　　　　　名 診療所所在地・名称
団　体 川　﨑　ま　い 越谷市・大相模動物クリニック
〃 野　本　ちひろ 久喜市・たぐち動物病院
〃 小　内　高　秋 入間市・ぶし動物病院
〃 島　田　祥　衣 入間市・ぶし動物病院
〃 宮　沢　　　遥 入間市・ぶし動物病院

開業部会

新　入　会　員
新入会員報告

広告
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　第39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、振るってご参加下さい。

１　日　時　平成29年10月₉日（月・体育の日）9 ： 00
　　　　　　※予備日11月₅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㎞

　動物の健康を支える獣医師の役割とその活動の実情や多様性を、広く国民の皆様に普及・啓発するため、
日本獣医師会が主催して秋の市民参加型イベントとして「動物感謝デー」が下記のとおり開催されます。埼玉
県獣医師会も出展いたしますので、多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。

₁　日　　時　　平成29年₉月30日（土）　午前10時～午後₅時
₂　会　　場　　東京都立駒沢オリンピック公園　中央広場
　　　　　　　　東急田園都市線「駒沢大学駅」下車　徒歩15分
₃　テ ー マ　　「動物と人の健康は一つ。そして、それは地球の願い。」
₄　本県からの出展内容
　⑴　農場管理獣医師協会の活動状況の紹介
　　　安全・安心な牛肉の生産に向け、「食肉生産情報認証システム事業」に取り組む会員獣医師の活動
　　　　・　パソコンを活用した牛肉の生産履歴情報検索の実演
　　　　・　パネル等によるシステムの紹介
　⑵　安全・安心な埼玉のブランド畜産物の紹介と試食・販売
　　�　農場管理獣医師の指導により飼料管理、衛生管理を徹底して生産された旨みたっぷりの牛肉「彩さい
牛」などの試食・販売

　⑶　埼玉の特産農産物（狭山茶）の紹介と試飲・販売

埼玉県獣医師会主催　第３9回 ソフトボール大会開催

日本獣医師会主催「2017動物感謝デー in JAPAN」への出展について

お 知 ら せ

吉見総合運動公園吉見総合運動公園

至
大
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至
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本
駅

至
吹
上
駅

荒
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京
方
面
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潟
方
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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
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� 29日　獣発第123号

� 平成29年₇月10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）

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に
基づく医薬品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受
けない場合を定める省令の一部を改正する省令の施行について

　このことについて、平成29年₆月30日付け29消安第1856号をもって、農林水産省消費・安全局長から

別添のとおり通知がありました。

　このたびの通知は医薬品、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に基づく医薬

品及び再生医療等製品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令の一部を改正する

省令（平成29年農林水産省令第39号）が公布され、イプロニダゾールが新たに不検出物質として追加さ

れ、牛、豚等の食用に供される動物への使用が禁止される旨を通知するものです。

　ついては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。

� 29日　獣発第130号

� 平成29年₇月18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）

「感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第₄条の規
定に基づき、同条の表の輸入可能地域のうち第₂号の農林水産大臣が指定する
施設を定める件の一部を改正する件の公布について」、「犬等の輸出入検疫規則
第₄条第₁項の表輸入の項犬等の区分の欄の₃のロの規定に基づき、同ロの農
林水産大臣の指定する検査施設を定める件の一部を改正する件の公布につい
て」について

　このことについて、平成29年₇月₅日付け29消安第1953・1961・1971号をもって、農林水産省消費・

安全局長から別添のとおり通知がありました。

　このたびの通知は平成29年₇月₅日農林水産省告示第1097・1098・1099号が別添平成29年₇月₅日付

け官報（号外第144号）のとおり公布された旨を通知するものです。

　ついては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。

※別添省略
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切り抜きニュース

ペット霊園、規制は自治体任せ
－突然閉園や遺骨山積みも－

　全国各地に広がりをみせるペット霊園。ただ、
これまで設置などをめぐってトラブルも起きてき
た。関連する国の法律はなく、規制は自治体任せ
の状態だ。条例などを整備した自治体は昨年₄月
時点で15９で、10年間で₃倍以上に増えてはいる
が、規制がない自治体では突然の閉園で遺骨が放
置される事態も起きている。
　大阪府北東部、枚方市の郊外にペット霊園「宝
塔」の跡地がある。「コロ、家に帰っておいで」。₅
月下旬に訪れた同府寝屋川市の会社員河野祐紀子
さん（50）は、₃年前に死んだメスのシバイヌに心
の中で呼びかけた。霊園は連絡もなく閉園し、₁
千坪あるとうたっていた敷地内には多数の墓石や
遺骨が山積みに。コロの遺骨がどれかわからなく
なっていた。
　「息子が不良にならなかったのはコロのおか
げ」。学生だった₂人の息子が夜遊びに行こうと
すると、悲しそうに遠ぼえして足を止めさせた。
最期の₁年は寝たきりで、河野さんと息子が交代
で世話をした。「コロは私たちにとっては娘。閉園
を教えて欲しかった」と河野さんは涙ぐむ。
　関係者らによると、霊園の元経営者は「陶器を
作るため」と土地を借りたが、無断で20年以上前
にペット霊園を開園。異臭がするとして営業をや
めるよう求められたが応じずに提訴され、201３年
に墓の撤去などを条件に和解が成立、閉園へとつ
ながった。元経営者は「霊園にはペットが₁万体
ほど眠っていた。本当に申し訳ない」と話すが、
撤去をまだ終えられずにいる。
　ペットを埋葬した人たちは複数の会をつくり、
市内の別の霊園に遺骨を移す検討もしている。1３
家族が入る「宝塔遺族の会」の北脇武代表は「行政
はあてにならず、遺族が動く必要があった」と話す。
　枚方市に聞くと、動物愛護法に基づき犬や猫を
担当する市保健衛生課は「生きている犬猫が担当
なので担当外」。動物の死体は法律上は廃棄物だ
が、市環境総務課は「霊園が扱う動物の死体は廃
棄物ではない、と国の通知があるので担当外」と
説明する。伏見隆市長は「問題が起きないように
何らかのルールが必要」と条例の制定も視野に検
討を始めている。� （長富由希子、光墨祥吾）
� 朝日新聞　₆月25日（日）

飼い犬登録の申請せず…
容疑の男逮捕
－引き取った犬など₆匹／熊谷署－

　飼い犬の登録を自治体に申請しなかったとし
て、熊谷署は2９日、狂犬病予防法違反容疑で、熊
谷市肥塚、職業不詳の男（68）を逮捕した。
　逮捕容疑は、兄の死亡に伴い引き取った雑種犬
₃匹の所有者変更届や、所有する別の₃匹の名前
や犬種、特徴など所定の事項に関する登録申請を
怠った疑い。
　同署によると、男は自宅敷地内で計₆匹の雑種
犬を飼育していた。男は「届け出の仕方が分から
なかったし、面倒くさかった」と容疑を認めてい
るという。
　男が飼う犬のうちの₃匹が市内を徘徊（はいか
い）し1９～20日に、肥塚地区を中心に₉歳から68
歳までの男女₅人が足をかまれた。襲ったのは₁
匹で、₅人はいずれも軽傷。徘徊していた犬は26
日までに捕獲されている。� 埼玉新聞　₆月2９日

猫カフェに猫１７匹放置、
₄匹死ぬ
－経営者は行方不明－

　鹿児島市にある猫カフェの店内に猫17匹が放置
され、うち₄匹が死んでいたことが、市への取材
でわかった。経営者の男性とは連絡が取れなく
なっており、市は動物愛護法に違反する可能性が
あるとみて、経営者を捜している。
　店は「にゃんcafe猫之坊」。市によると、店があ
るビルの家主から「₆月上旬から経営者が行方不
明になり、猫を放置している」と₆月21日、市に
連絡があった。猫の鳴き声を聞き、前日に家主が
合鍵で店に入ったところ水やえさがなく、死んだ
猫もいたという。市は経営者に連絡を取ろうとし
たが、電話に出ず行方は分かっていない。
　市はNPO「犬猫と共生できる社会をめざす会鹿
児島」（鹿児島市）に衰弱した₁匹を引き取っても
らい、店内にいる残り12匹についてもこの団体が
引き取り、飼い主を捜す。
　店は201３年₃月に営業登録されたが、家主は「₁
年以上前から営業していなかったようだ」と市に
説明。市は₆月３0日、鹿児島南署に相談した。
　動物愛護法は、猫などの愛護動物にえさや水を
与えず衰弱させるなどすると、100万円以下の罰
金を科すとしている。� （島崎周）
� 朝日新聞　₆月30日（金）
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年　月　日 産　業　動　物 小　　　　動　　　　物 公　衆　衛　生
平成29年₄月
₅月

₆月16日㈮
　～18日㈰

第９４回日本獣医麻酔外科学会／第1０6回日本獣医循環器学会／第61回日本獣医画像診断学会
２０1７春季合同学会（さいたま市　大宮ソニックシティ）

₆月２５日㈰

北支部�
「犬猫の止血異常の診断と治療」�
日本大学　亘　敏広　先生�
（熊谷市　ホテルシティーフィールドかご
はら）

₇月17日
（祝・月）

東支部
「犬のリンパ腫2017」�
日本小動物がんセンター　小林　哲也　先生
（久喜市　久喜総合文化会館）

₈月

₉月1０日㈰ 平成２９年度　関東・東京合同地区獣医師大会（東京）獣医学術関東・東京合同地区学会
（東京都千代田区　都市センターホテル）

₉月２４日㈰
南支部�
「犬の慢性腎臓病　管理の実際」�
日本獣医生命科学大学　宮川　優一　先生�
（さいたま市　大宮ソニックシティ）

10月₁日㈰
東支部�
「肝臓疾患の診断を極める！」��
どうぶつの総合病院　浅川　翠　先生�
（越谷市　越谷サンシティ）

10月22日㈰
西支部�
「呼吸器疾患の診断と治療」�
日本獣医生命科学大学　藤田　道郎　先生�
（川越市　川越南文化会館）

11月

12月
農林支部
平成２９年度埼玉県家畜保健衛
生業績発表会

12月17日㈰
南支部�
「演題：未定」�
日本獣医生命科学大学　砦上　大吾　先生�
（さいたま市　大宮ソニックシティ）

平成30年
₁月21日㈰

さいたま市支部
「演題：未定」
講師　未定
（場所　未定）

₁月28日㈰
西支部�
「演題：未定」�
犬と猫の皮膚科　村山　信雄　先生�
（川越市　川越南文化会館）

₂月₄日㈰
北支部
「演題：未定」
日本小動物がんセンター　小林　哲也　先生
（場所　未定）

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10日㈯～
12日（月・祝）

平成2９年度��日本獣医師会獣医学術学会年次大会（大分）
（別部国際コンベンションセンター）

₂月25日㈰
西支部�
「演題：未定」�
どうぶつの総合病院　金園　辰一　先生�
（場所　未定）

₃月

平成２9年度埼玉県獣医師会学術広報版
（平成２９年₇月２０日現在）
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₆月16日　第38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16日～18日　第94回日本獣医麻酔外科学会・
第106回日本獣医循環器学会・第61回
日本獣医画像診断学会　2017年春季合
同学会（さいたま市　大宮ソニックシ
ティ）

₆月21日　埼玉県狂犬病予防協会役員会（さいた
ま市　ときわ会館）

₆月22日　第73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25日　北支部学術講習会（熊谷市　ホテルシ
ティーフィールドかごはら）

₇月17日　東支部学術講習会（久喜市　久喜総合
文化会館）

₇月27日　埼玉県狂犬病予防協会第52回定期総会
（さいたま市　ときわ会館）

₇月３0日　平成29年度第₂回関東・東京合同地区
獣医師会理事会・幹事会（東京都千代
田区　都市センターホテル）

₈月₁日　埼玉県農業共済組合損害評価会全体会
議（さいたま市　埼玉県農業共済会館）

₈月₂日　平成29年度役員・委員合同会議（さい
たま市　さいたま商工会議所会館）

₈月₂日　第₁回狂犬病予防委員・班長合同会議
（さいたま市　さいたま商工会議所会
館）

₈月₆日　北支部学術講習会（埼玉グランドホテ
ル深谷）

₉月10日　平成29年度関東・東京合同地区獣医師
大会（東京）、獣医学術関東・東京合
同地区学会（東京都千代田区　都市セ
ンターホテル）

₉月2４日　南支部学術講習会（さいたま市　大宮
ソニックシティ）

₉月2４日　彩の国さいたま動物愛護フェスティバ
ル2017（鴻巣市　吹上生涯学習セン
ター）

₉月３0日　日本獣医師会主催2017動物感謝デーin�
JAPAN（東京都世田谷区　都立駒場

オリンピック公園）
10月₁日　東支部学術講習会（越谷市　越谷サン

シティ）
10月₉日　第39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1９日　第61回埼玉県公衆衛生大会（さいたま

市　さいたま共済会館）
10月22日　西支部学術講習会（川越市　川越南文

化会館）
12月17日　南支部学術講習会（さいたま市　大宮

ソニックシティ）
平成30年
₁月21日　さいたま市支部学術講習会（未定）
₁月28日　西支部学術講習会（川越市　川越南文

化会館）
₂月₄日　北支部学術講習会（未定）
₂月10日～12日　平成29年度日本獣医師会獣医学

術学会年次大会（大分）（大分県別府
市　別府国際コンベンションセンター�
ビーコンプラザ）

₂月18日　関東・東京合同地区獣医師会理事会（東
京都千代田区　都市センターホテル）

₂月25日　西支部学術講習会（未定）

事　務　局　メ　モ
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編　集　後　記
　また、九州地方で大自然の恐ろしさを見
せつけられた。一時間に400ミリの豪雨が
半日続けば海だって溢れてしまうだろう。
濁流に流される土砂と流木が起こす仕業は
人間の想像を超えている。24日現在で福岡
県と大分県で35名の方が亡くなり、₆名の
方が行方不明になっているという。ご冥福
を祈ると共に、心よりお見舞い申し上げま
す。場所によっては過去の経験から難を逃
れたところもある様だが、国は激甚災害に
指定した。そして、今度は東北地方での大
雨だ。想定外と言う言葉が少し前に流行っ
たが、地球が言葉を喋るなら「この位でバ
タバタするな！まだまだこれからだぞ‼」
と言っているのではないだろうか。南極で
は三重県の広さの氷山が流れ出していると
いうのだ。今後は何が起こるのだろうか。
すでに人類は未知の世界に突入しているの
かもしれない。
　それにしても、流木が家の中に突き刺
さっている様子は凄い。数十頭の乳牛が水
も餌も無く、人の命が優先される中、周辺
の畜産家の協力により土砂崩れした道路に
杭を打ち、脅える牛を一頭ずつ運んで同業
者の牛舎に収容したニュースには感動を覚
えた。最近の近所付き合いの少なさは目に
余るが、“遠くの親戚より近くの他人”と言
われるように、助け合いの精神で牛が助
かってほんとうに良かった。
　また、熊谷市内では狂犬病予防法違反容
疑で逮捕者が出た。未登録の犬に通行人が
咬まれたり子供が追いかけられたりしたと
いうことであった。我々獣医師会会員は、
無登録、無注射を少しでも減らすように努
力しているにもかかわらず、残念な事件が
県内で発生してしまった。いま一度初心に
戻って、当たり前のことであるが、“犬は繋
いで飼いましょう”そして“登録と狂犬病予
防注射をしましょう”と愛犬家への指導を
徹底して行きましょう。

　ことさら暑い夏を迎えましたが、₇月25
日には衛生支部・農林支部合同研修会と意
見交換会がさいたま市において、開業部会
支部長を含めた49名の参加を戴き、盛大に
開催された。小動物志向で獣医師偏在だな
どと国会やマスコミでも言われているが、
国民の皆さんの食べ物の全てが、人と動物
の共通感染症、放射能汚染の検査、環境汚
染など等、あげたらきりがないほどのもの
が国民生活に直結している。つい小動物が
身近に言われがちだが、全国津々浦々何処
に行っても勤務部会の獣医師の存在無くて
は食の安全に繋がらないのである、従がっ
て縁の下の力持ちの勤務部会の先生方との
連携無くしては県民の健康は守れないと言
い切れる。勤務部会の会員の先生方、今後
ともよろしくお願いします。なお、開催の
様子は来月号で紹介されるそうです。
　₉月10日には関東・東京合同地区獣医師
大会が開催され、₉月30日には動物感謝
デー�in�Japanが東京の駒沢公園で、10月₉
日には厚生委員会主催のソフトボール大会
が開催されます。何れも数多くの会員の皆
様の参加をお願い致します。
　₆月末で水島健雄前専務理事が事務局を
退職されました。₅年₃ヶ月の間、利根川
を越えてすぐとはいえ隣の県からの通勤と
県農林部の仕事とはかけ離れた慣れない仕
事でのご苦労、大変お疲れ様でした。今後
は一理事として後方支援で面倒を見ていた
だく事になっています。また、新たに鴻巣
泰常務理事を迎えることになりました。県
農林部退職後、県獣事務室の隣の（一社）県
配合飼料価格安定基金協会に勤務されてい
ました。慣れない事ばかりでしょうが宜し
くお願いいたします。ここ数カ月で事務局
員三名が入れ変わりました。しばらくは会
員の皆様に不便をかけることがあると思い
ますが、ご理解をお願いいたします。
� （不動）
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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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