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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」の開催

　平成２９年₉月10日（日）、東京都千代田区の「都市センターホテル」において平成２９年度関東・東京合同地区
獣医師大会・三学会が盛大に開催されました。
　厳しい暑さもようやく和らぎ、会場には約1,２00名と多くの関東・東京地区獣医師会関係者が集い、地区
獣医師大会、獣医学術発表、都民公開シンポジウム、ランチョンセミナー、動物看護師向けセクション、獣
医師獣医学生交流会、動物用医薬品・機器等の展示が行われました。

　地区獣医師大会は、午後₄時30分から₃階「コスモスホール」において開催されました。

平成29年度関東・東京合同地区獣医師大会

獣医師大会で歓迎のあいつをする小池百合子東京都知事
壇上小池知事の左側₆番目が髙橋三男会長
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　東京都獣医師会の村中志朗大会会長（東京都獣医師会会長）から歓迎と御礼の挨拶がありました。
祝辞は、御来賓の小池百合子東京都知事、農林水産省消費・安全局長、厚生労働省健康局長及び大臣官房生
活衛生・食品安全審議官、環境省自然環境局長、東京都医師会長、日本獣医師会長の皆様から頂きました。
　物故会員に対する黙祷、「獣医師の誓い－95年宣言」の朗読の後、表彰式に移り、特別功労者表彰₃名、獣
医事功績者表彰85名が表彰されました。
　本県からは、次の₈名の皆様が獣医事功績者表彰受賞の栄に輝かれました。今後とも益々の御活躍を御祈
念申し上げます。

　吉谷泰一先生（さいたま市支部）、長澤泰保先生（南支部）、根岸孝行先生（南支部）、菊池邦杳先生（西支部）、
三友基雄先生（北支部）、角田雅雄先生（東支部）、鴻巣泰先生（農林支部）、伊藤誠一先生（衛生支部）

　続いて、議長に村中志朗大会会長を選出し、議事に入りました。昨年度の大会を担当した川崎市獣医師会
長の竹原秀行会長が平成28年度事業についての経過を報告した後、第₁号から第₅号の議案が一括上程さ
れ、全ての議案が原案のとおり決議されました。これらは、直ちに大会宣言として採択されるとともに、会
場に大会スローガンとして掲げられ、その早期実現に会員が邁進していくことを誓い合いました。

　終わりにあたり、平成30年度の開催を担当する茨城県獣医師会の宇佐美晃会長が挨拶に立ち、開催日程等
を紹介して、大会は午後₅時30分に閉会となりました。

　　　　平成30年度関東 ･ 東京合同地区獣医師大会、獣医学術関東 ･ 東京
　　　　合同地区学会（茨城県）の開催日程
　　　　　　　　　　　月　日　　平成30年₉月₉日（日）
　　　　　　　　　　　会　場　　つくば国際会議場
　　　　　　　　　　　　　　　　茨城県つくば市竹園２-２0-3
　　　　　　　　　　　　　　　　電話　0２９-861-0001

平成29年度関東・東京合同地区獣医師大会宣言
　₁　マイクロチップ啓発強化・登録の推進を図る
　₂　「2016福岡宣言（One Health）」の理念を広く社会に浸透させ、正しい知識を普及啓発する
　₃　動物用抗菌剤の責任ある慎重使用を進める
　₄　社会的ニーズに応え得る「良質かつ高度な獣医療供給体制」を確立する
　₅　災害時の動物救護活動における広域支援・受援体制を確立する
　₆　動物を介した児童等の情操教育を拡充・強化する

平成29年度関東・東京合同地区獣医師大会スローガン
　₁　マイクロチップ啓発強化・登録の推進を図ろう
　₂　「2016福岡宣言（One Health）」の理念を広く社会に浸透させ、正しい知識を普及啓発しよう
　₃　動物用抗菌剤の責任ある慎重使用を進めよう
　₄　社会的ニーズに応え得る「良質かつ高度な獣医療供給体制」を確立しよう
　₅　災害時の動物救護活動における広域支援・受援体制を確立しよう
　₆　動物を介した児童等の情操教育を拡充・強化しよう
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　一般市民を対象とした都民公開シンポジウムは、午後₃時から₃階「コスモス」において開催されました。
　　　演　題　　挑戦
　　　　　　　　～今、私にできること～
　　　講　師　　パラリンピック銅メダリスト
　　　　　　　　東京マラソン車いすレースディレクター
　　　　　　　　副島　正純　先生

　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の関東・東京合同地区学会は、学会
ごとの会場（小動物獣医学会は₂会場）に分かれて午前₉時から学術発表が行われました。
　各会場では地区学会長の挨拶の後、昼食を挟み、午後₃時20分まで70題の研究発表が行われ、本県からは
産業動物獣医学会₂題、小動物獣医学会₄題、獣医公衆衛生学会₁題、計₇題が発表されました。（別掲）

　午前₉時から午後₂時まで₃階「コスモスホールⅠ」において開催されました。
　　　第₁部　　腎臓疾患・心臓疾患に係る看護について
　　　第₂部　　「防災」、「発災時」をテーマとした認定動物看護師に期待する社会貢献
　　　第₃部　　ランチョンセミナー　①デンタルケアー　②シニアケアー

　午前₉時から午後₂時まで₃階「コスモスホールⅡ」において開催されました。
　　　企画①小セミナー　　企画②しゃべり場　　企画③ランチョン

都民公開シンポジウム

平成29年度獣医学術関東・東京合同地区学会

動物看護師向けセッション

JAVS獣医師獣医学生交流会＠三学芸

審査員や座長を務められた地区学会幹事の先生方

獣医公衆衛生学会

島田慎一先生
（衛生支部）

小動物獣医学会

諸角元二先生
（東支部）
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　午後5時30分から₃階「コスモスホール」において優秀発表者の表彰式が行われ、午後₆時40分からは交流
会が開催され、関係者との交流を深めることができました。

∞∞∞日本産業動物獣医学会（関東・東京）∞∞∞

　白井淳資地区学会長（東京農工大学農学部教授）のもとで20題の発表がありました。
　本県からの発表は次の₂題でした。

　　演　題　名：牛白血病ウイルス高度汚染農場における清浄化の試み
　　発　表　者：山中梨沙　ほか（埼玉県熊谷家畜保健衛生所）

　なお、来年₂月10日（金）から12日（月）には大分県別府市で日本獣医師会獣医学術学会年次大会が開催され
ますので、多くの皆様の御参加をお待ちしております。

平成29年度関東 ･東京合同地区獣医師大会、獣医学術合同地区学会の参加者（埼玉県獣医師会）

地区学会優秀発表者表彰・交流会

平成29年度獣医学術関東・東京合同地区学会　発表演題

中央　髙橋三男会長
　左　村中志朗大会会長（東京都獣医師会会長）　右　北村直人日本獣医師会顧問

支 部 名 開業支部 衛生支部 農林支部 団体支部 事務局 合計

参加者数 ２4人 5人 5人 9人 3人 46人
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　　演　題　名：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
　　発　表　者：石原径佳　ほか（埼玉県中央家畜保健衛生所）

∞∞∞日本小動物獣医学会（関東・東京）∞∞∞

　小山秀一地区学会長（日本獣医生命科学大学獣医学科教授）のもとで38題の発表がありました。
　本県からの発表は次の₄題でした。

　　演　題　名：上皮小体腺腫の犬の₁手術例
　　発　表　者：伊藤雄基　ほか（とがさき動物病院）

　　演　題　名：Feline Ceruminous Cystomatosis の₂例
　　発　表　者：山下啓吾　ほか（麻の葉動物病院）

　　演　題　名：耳科外科手術の関与しない Para-aural abscess の犬₂例
　　発　表　者：今井昭宏　ほか（どうぶつの総合病院）

　　演　題　名：歩行可能な椎体骨折の犬の₁手術例
　　発　表　者：灰井康佑　ほか（とがさき動物病院）

産業動物獣医学会での発表者

石原径佳先生
（農林支部）

山中梨沙先生
（農林支部）

小動物獣医学会での発表者

今井昭宏先生
（団体支部）

灰井康佑先生
（団体支部）

山下啓吾先生
（東支部）

伊藤雄基先生
（団体支部）
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獣医公衆衛生学会での発表者

佐藤孝志先生
（衛生支部）

∞∞∞日本獣医公衆衛生学会（関東・東京）∞∞∞

　丸山総一地区学会長（日本大学生物資源科学部教授）のもとで12題の発表がありました。
　本県からの発表は次の１題です。

　　演　題　名：鶏皮膚扁平上皮癌の形成過程における病理学的検索
　　発　表　者：佐藤孝志　ほか（埼玉県衛生研究所）

広告
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北支部・しゃくなげ会合同研修会のお知らせ
（獣医師生涯研修事業ポイント対象　カリキュラム番号　産₂（₂）①・産₂（₂）⑤）

埼玉県獣医師会北支部長　大橋　邦啓
しゃくなげ会埼玉県支部長　柿沼　清市

　北支部・しゃくなげ会埼玉県支部では、麻布大学獣医学部獣医学科産業動物内科学講師　佐藤礼一郎先生
をお招きし、合同学術研修会および動物慰霊祭を開催いたします。多くの先生方のご参加をお待ちしており
ます。

日　　時　　平成29年10月20日（金）
　　　　　　動物慰霊祭　13：30～
　　　　　　研修会　14：30～16：30

場　　所　　埼玉県熊谷家畜保健衛生所　講堂
　　　　　　熊谷市円光1-8-30
　　　　　　TEL　048-5２1-1２74

演　　題　　「教育現場における産業動物診療について」

講　　師　　麻布大学　佐藤　礼一郎　先生

参 加 費　　埼玉県獣医師会、しゃくなげ会会員　無料
　　　　　　会員以外の受講者　　　　　　　　3,000円

17R
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西支部長　別部　博司
学術委員　佐藤　博司

　西支部では、平成29年10月22日（日）に日本獣医生命科学大学　藤田道郎先生をお招きして、『呼吸器疾患の
診断と治療 ～上部呼吸器疾患およびその他の呼吸異常について～』の演題で講習会を行います。多くの先生
方のご参加をお待ちしております。

日　　時　　平成29年10月22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　　「呼吸器疾患の診断と治療
　　　　　　～上部呼吸器疾患およびその他の呼吸異常について～」

講　　師　　日本獣医生命科学大学　教授　藤田　道郎　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
（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））
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ジョイフル

予　　告
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東支部長　渋谷　正志
学術委員　佐久間昭仁

　東支部では、11月19日（日）金園　晨一先生（米国獣医神経学専門医、埼玉動物医療センター／どうぶつの
総合病院主任）をお招きし、神経病学を究める！～「これは運動器疾患？それとも神経疾患？　見極めかたの
コツ」「専門医が考える抗てんかん薬の使い方と注意点」～と題し、学術講習会を開催いたします。
講習会のポイント！

「これは運動器疾患？それとも神経疾患？　見極めかたのコツ」
　歩行異常という主訴はとても多いと思いますが、動物が歩く様子・ヒストリーをよく聴取することで鑑別
が格段に容易になることが多いことを日常の診療で強く感じます。今回は、MRI や CT などの画像検査に
進む前に考えるべきポイントを実際の症例ビデオを用いて解説いたします。
「専門医が考える抗てんかん薬の使い方、注意点」
　てんかんは慢性疾患であるため、抗てんかん薬の使用をスムーズに行うことが出来ると、５～10年単位で
皆様の病院に通院されることになります。様々な使い方がある中で、基本的な考え方と薬剤選択のポイント
を概説すると共に、少数の症例を用いて参加される先生と一緒にプランを立てたいと思います。
　日常の診療の中で思っていることや疑問に答えるセミナーに最新情報を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11月19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　　「神経病学を究める！
　　　　　　～これは運動器疾患？それとも神経疾患？　見極めかたのコツ／
　　　　　　専門医が考える抗てんかん薬の使い方と注意点～」

講　　師　　埼玉動物医療センター／どうぶつの総合病院　主任
      　　　　米国獣医神経病学専門医　金園　晨一　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）　小2（4）　小3（10））

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
リ
ー
ラ
イ
ン

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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淺
あさ

川
かわ

　誠
まこと

団体支部
淺
あさ

川
かわ

　翠
みどり

団体支部
東
あずま

　一
かず し

志
団体支部

岩
いわおか

岡　寿
す み こ

美子
団体支部

榎
えのもと

本　薫
かおる

子
団体支部

加
かとう

藤　清
さやか

華
団体支部

江
ごうしゅう

州　智
ともゆき

行
団体支部

田
たむら

村　純
じゅん

団体支部

永
ながた

田　雅
まさひこ

彦
団体支部

萩
は ぎ の や

野谷　啓
さとし

団体支部
福
ふくだ

田　祥
しょうこ

子
団体支部

星
ほしの

野　友
ともや

哉
団体支部

支　部　名 氏　　　　　名 診療所所在地・名称
団　体 淺　川　　　誠 川口市・どうぶつの総合病院

〃 淺　川　　　翠 川口市・どうぶつの総合病院
〃 東　　　一　志 川口市・どうぶつの総合病院
〃 岩　岡　寿美子 川口市・どうぶつの総合病院
〃 榎　本　薫　子 川口市・どうぶつの総合病院
〃 加　藤　清　華 川口市・どうぶつの総合病院
〃 江　州　智　行 川口市・どうぶつの総合病院
〃 田　村　　　純 川口市・どうぶつの総合病院
〃 永　田　雅　彦 川口市・どうぶつの総合病院
〃 萩野谷　　　啓 川口市・どうぶつの総合病院
〃 福　田　祥　子 川口市・どうぶつの総合病院
〃 星　野　友　哉 川口市・どうぶつの総合病院

勤務部会

新　入　会　員
新入会員報告
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　去る９月10日（日）東京都獣医師会主催、平成29年度関東・東京地区獣医師大会・三学会が東京都都市セン
ターホテルにて盛況に開催されました。
　翌９月11日（月）、府中カントリー倶楽部に於いて親善チャリティーゴルフコンペが６都県２政令指定都市
獣医師会会員92名の参加で開催され、私ども（公社）埼玉県獣医師会ゴルフ同好会より14名が参加してまいり
ました。
　上位４名のグロススコアで争う団体戦では、日ごろの研鑚を実践に生かし初優勝を飾ることができました。
また、新ぺリア集計での個人戦においては、北支部大野秀樹先生が第３位、南支部友成公一先生が第４位、
衛生支部増田淳先生が第７位、北支部山田和男先生が第８位と大活躍でした。10位毎の飛び賞も西支部岡田
かおり先生、東支部長渋谷正志先生が受賞いたしました。和やかな雰囲気で行われた懇親会の後、団体戦優
勝の記念として別添の写真を撮影いたしました。
　来年度、茨城県獣医師会主催の大会で、団体戦連覇を果たすべく、さらなる精進をしていきたいと思います。

団体戦結果
優　勝　埼玉県獣医師会　　313ストローク
準優勝　千葉県獣医師会　　336ストローク
第₃位　神奈川県獣医師会　343ストローク
第₄位　東京都獣医師会　　350ストローク
第₅位　横浜市獣医師会　　354ストローク
第₆位　茨城県獣医師会
第₇位　群馬県獣医師会
第₈位　川崎市獣医師会

埼玉県獣医師会グロス上位₄名
さいたま市支部　小堺正人先生　76（37・39）
衛生支部　　　　増田　淳先生　78（39・39）
西支部　　　　岡田かおり先生　79（39・40）
南支部　　　　　友成公一先生　80（40・40）

平成29年度関東・東京合同地区獣医師会
親善チャリティーゴルフ大会結果報告

（公社）埼玉県獣医師会ゴルフ同好会会長　長谷川繁雄
報告　さいたま市支部　小堺　正人

前列左から　�増田淳先生（衛生支部）、友成公一先生（南支部）、大野秀樹先生（北支部）、渋谷正志先生（東
支部）、長谷川繁雄先生（東支部）、小堺正人先生（さいたま市支部）、岡田かおり先生（西
支部）

後列左から　�山田和男先生（北支部）、豊泉正重先生（西支部）、小島満先生（北支部）、高橋秀児先生（東
支部）、田口修先生（東支部）、斉藤良幸先生（農林支部）、中村久江先生（団体支部）
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お 知 ら せ
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畜　安第４１８－２号
平成２９年８月２２日

公益社団法人　埼玉県獣医師会長　髙橋　三男　様
埼玉県農林部畜産安全課長

岩田　信之（公印省略）

水産用医薬品の使用に関する記録及び水産用抗菌剤の取扱いについて（通知）

　本県の動物薬事行政につきましては、日頃格別の御協力をいただき厚くお礼申し上げます。
　標記について、別添のとおり、農林水産省消費・安全局長から通知（以下、国通知）がありました。
　国通知は平成30年１月１日から施行され、水産養殖業者が水産用抗菌剤を購入する際には、獣医師等
が交付する抗菌剤使用指導書が必要となりますので、貴会会員への周知をよろしくお願いします。
　なお、本件に係わる事務の取扱い窓口は埼玉県水産研究所となっておりますので、ご不明な点がござ
いましたら、下記までお問い合わせいただくようお願いします。

記
（問い合わせ先）
埼玉県水産研究所
〒347-0011　埼玉県加須市北小浜1060-1
電話　0480-61-0458
FAX　0480-63-101２

　※「別添」略

広告
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切り抜きニュース

警察犬に小型犬ばかり４匹

　北海道警伊達署で２９日、嘱託警察犬の試験に合
格したパピヨン₃匹と柴犬₁匹に江口和男署長か
ら嘱託書が交付された。任期は₉月₁日から₁年
間で、小型犬ばかり₄匹の合格は珍しいという。 
　パピヨンは洞爺湖町の会社員、神山博さん（6２）
と妻けい子さん（51）が飼育。10歳の雄「ゆず」と₆
歳の雌「まる」は選別、その子供で₄歳の雄「かぼ
す」は選別、捜索の両部門に合格した。訓練士で
室蘭市の亀田麿理さんは「パピヨンは活発で訓練
意欲も旺盛。審査会では集中力を切らさず頑張っ
てくれた」と喜んだ。 
　雄の柴犬「桃太郎」（₄歳）は伊達市職員、菊地真
由さん（40）所有で昨年に続き捜索部門に合格。訓
練士を務める室蘭市の寺島奈月さんは「クールな
性格で飼い主と訓練士以外は懐かないのが日本犬
の特徴」と話した。 （横尾誠治）
 ₉月₁日（金）　毎日新聞

「猫殺した容疑者に懲役刑を」
－３万７千人分の署名集まる－

　猫に熱湯をかけるなどして殺したとして、動物
愛護法違反の疑いで警視庁に逮捕された50代の税
理士の男＝さいたま市＝について、農園カフェ勤
務の綿引静香さん（44）が₆日、懲役刑を求刑する
よう求める約₃万₇千人分の署名を東京地検に提
出した。
　動物愛護法は犬や猫などの愛護動物を殺傷した
場合、₂年以下の懲役か２00万円以下の罰金を科す
と定める。法務省によると、２016年に検察が扱った
同法違反事件は９0件。起訴された事件は33件あり、
このうち２９件が罰金刑を求めた略式起訴だった。
裁判が開かれ懲役刑が求刑されたケースもある。
　綿引さんは自宅で猫₅匹を飼っている。男の逮
捕が報道された₈月末から、ネット上で懲役刑の
求刑を求める署名を呼びかけたという。「男の残酷
な行為をネットで支持する人たちがいる。男が厳
しい刑を受けることで動物虐待の抑止になれば」

と話した。
　男は埼玉県深谷市の廃屋周辺で昨年₄月～今年
₄月、猫₃匹に熱湯を浴びせたり、ガスバーナー
で焼いたりして殺した疑いで今年₈月に逮捕され
た。警視庁に対し、今年₄月までに少なくとも13
匹の猫に同様の行為をしたことを認めたほか、そ
の様子を撮った映像をネット上に投稿していたと
いう。
 ₉月₆日（水）　朝日新聞

犬猫処分10年で９割減
－譲渡会、地域猫の管理支援－

　県内で2016年度に殺処分された犬と猫は合計
1170匹で、10年前から約₉割減少したことが県の
まとめで分かった。譲渡対策や地域猫活動への支
援に力を入れた結果といい、人口₁万人あたりの
殺処分件数は東京都、神奈川県に次いで全国で₃
番目に少なかった。県内では近年、野良犬は少な
くなっているが、子猫の殺処分は多いといい、県
は今後、野良猫の繁殖抑制に注力していく方針だ。
繁殖抑制に課題
　16年度の殺処分の内訳は、犬が290匹、猫が880
匹だった。06年度はそれぞれ3605匹、5513匹の合
計9118匹で、10年間で87%減少したことになる。
　県は08年度から、殺処分減少に向けた計画をス
タートさせ、「10年間で06年度比半減」を目標に、
取り組みを推進してきた。各地で譲渡会を開催し
てくれる協力動物愛護団体を増やし、県ホーム
ページにも譲渡可能な犬や猫を掲載して「もらい
手」を探した。また、野良猫を減らすため、12年
度からは地域猫活動への助成も開始。ボランティ
アグループなどの活動を支援する市町村に対し、
不妊・去勢手術費用などの補助も行ってきた。
　県は半減目標を11年度に達成、現在は23年度末
までに殺処分500匹未満を目標に据えている。そ
こで重視しているのが、野良猫の子猫対策だ。
　県によると、近年は野良犬の収容件数が激減、
殺処分の6２.6%を野良猫の子猫が占めるという。
狂犬病予防法では、都道府県などに野良犬の捕獲
義務が課せられているが、猫についての義務はな
く、「野良犬を捕獲し尽くした結果、猫の割合が増
えた」（県担当者）とみられる。
　幼い猫の場合、頻繁に授乳させなければならな
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い上、感染症にもかかりやすく、譲渡に向かない
傾向がある。殺処分を減らすには、出産自体を減
らす必要があるが、地域猫活動には住民の協力が
不可欠。理解が得られない地域では、そもそも活
動化が困難という事情があるという。
　そのため、県は今年度から、野良猫に不妊・去
勢手術を行う個人らを支援する市町村に対して
も、手術費用の助成を始めた。地域猫活動以外で
も、幅広く繁殖抑制の取り組みを進めていきたい
考えだ。県生活衛生課は「子猫の殺処分を減らす
特効薬はない。地道に繁殖を抑制していくしかな
い」としている。
 ₉月13日（水）読売新聞

猫カフェ列車、出発進行
－岐阜の養老鉄道－

　岐阜県西部と三重県桑名市を結ぶ養老鉄道が10
日、列車内で子猫と触れ合える「ねこカフェ列車」
を運行した。₂回の運行で計約80人の乗客が子猫
との旅を楽しんだ。参加費の一部は、子猫の殺処
分ゼロに向けた保護活動に充てられる。
　イベントは養老鉄道が企画。岐阜県各務原（かか
みがはら）市の猫カフェから、殺処分される前に保
健所から引き取ったという約20匹を借り受けた。
　この日は大垣駅（同県大垣市）を出発して養老駅

（同県養老町）を経由し、池野（同県池田町）に向か
う約40キロの行程と、その逆の行程で、それぞれ
約₂時間かけた。₃両編成で中央の車両は喫茶ス
ペース、先頭と最後の車両が触れ合いスペースに。
床にはカーペットが敷かれ、座席もシートで覆う
など車両も猫仕様となった。
　子猫たちは座席の上を動き回るなど普段と違う
環境に興味津々の様子だった。埼玉県の主婦、川
岸敦子さん（38）は家族で参加。猫の頭をなでたり、

抱き上げて窓の外の風景を見せたりし「いつまで
も乗っていたい」と幸せそうだった。
 ₉月10日（日）　産経新聞

ぷにぷに肉球で夢のお化粧？
－ネコ好き社員がパフ商品化－

　猫の肉球でぷにぷにされるようにお化粧を―
―。猫好きの女性のため、ファンデーションを顔
に塗るときに使う猫の肉球型のシリコーンパフを
大阪の化粧品メーカーが開発した。発売に向け、
インターネット上で資金を募ると早くも目標の約
₅倍に。猫ブームの勢いに乗ったのか、メーカー
側も驚いている。
　直径₅センチほどの円盤に、ぷっくりした肉球
模様。ピンク色で柔らかさと弾力は本物そのもの
だ。開発したのは、大阪市中央区の化粧品メーカー

「ミックコスモ」。同社が昨年初めて実施したアイ
デアコンテストで、一般からの応募154件の中か
ら大賞に選ばれたアイデアを商品化した。
　商品化を担当したのは自身も猫好きな企画開発
部の寺田奈央さん（２6）。自宅には猫が２匹いる。

「ぷにぷにされたい気持ちは分かる」。肉球をかた
どりやすいシリコーンパフに目をつけて国内外か
ら製品を取り寄せ、飼っている猫の肉球を触って
比べた。弾力性はどのシリコーンが最も近いか。
肉球の厚さは何ミリか。₄カ月も試行錯誤して理
想の感触にたどり着いた。
　「肉球を触りすぎて猫には『もうええやろ』とい
う感じで避けられますが、納得いくものになりま
した」と寺田さん。シリコーンパフはファンデー
ションが染みこまず、水洗いできる利点もある。
　発売のため資金を募るクラウドファンディング

（https://www.makuake.com/project/necosme/）
では、猫の鳴き声にちなんで目標金額を２２万２２２２
円に設定。支援すると先行して商品がもらえる仕
組みにした。目標は10日間ほどで突破した。現在
は約₅倍に。募集は10月10日まで。
　一般発売は11月の予定。関東や関西の一部店舗
や通販で購入できる。ファンデーションとセット
の「ぷにぷに猫の手ファンデ」は1９44円（税込み）。
問い合わせは同社（0800・888・3９53）。

（多鹿ちなみ）
 9月11日（月）　朝日新聞
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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20日㈮

北支部・しゃくなげ会 
「教育現場における産業動物診
療について」 
麻布大学　佐藤　礼一郎　先生 

（熊谷市　埼玉県熊谷家畜保健
衛生所）

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19日㈰

東支部 
「神経病学を究める！」 
どうぶつの総合病院／埼玉動物医療センター 
金園　晨一　先生 

（越谷市　越谷サンシティ）

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）

12月22日㈮
農林支部 
平成２９年度埼玉県家畜保健衛
生業績発表会 

（場所　未定）

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／埼玉動物医療センター 
金園　晨一　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₉月２０日現在）



17

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２９日　平成29年度全国獣医師会会長会議（東
京都港区　明治記念館）

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２0日　北支部・しゃくなげ会合同学術研修会
（熊谷市　熊谷家畜保健衛生所）

10月２２日　西支部学術講習会（川越市　川越南文
化会館）

11月1９日　東支部学術講習会（越谷市　越谷サン
シティ）

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）

1２月２２日　平成29年度埼玉県家畜保健衛生業績発
表会（未定）

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）

　先月号で開業支部会員に同封させていただいたアンケート調査について、埼玉県の目標数68通
に対して83通の回答をいただき、日本獣医師会に送付しました。お忙しい中、ご協力をいただき
ありがとうございました。

事　務　局　メ　モ

小動物臨床開業獣医師に対するアンケート調査について

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
　やっと大変な夏が終わったが、大型の台
風が₃つも襲って来て死者を出す大きな爪
痕を残した。台風18号は気象庁始まって以
来の九州＞四国＞本州＞北海道縦断だった
そうである。国内だけでなく米国でも大き
な被害をもたらしている。地球温暖化現象
の為だろうか？稲の作柄もこのような天候
では心配だ。ちょうど今ごろ黄金色に色づ
いた稲穂が倒れて田んぼが大海原の様で刈
り取りが大変だ。第一次産業に携わる方々
は自然が相手だが、全ての社会が自然の為
に翻弄されている。これだけ科学が発達し
ていても大自然には叶わない、うまくコン
トロールできるように知恵を絞って住みよ
い世界が出来ないものか？
　₉月10日に東京都獣医師会が担当し、都
市センターホテルにおいて平成29年度関
東・東京合同地区獣医師大会が開催され、
本会からは事務局を含め約４6名の先生方が
参加して開催された。動物看護士向けセッ
ションも終日設けられ、ランチョンセミ
ナーもそれぞれの部屋がいっぱいだった。
　また、展示ブースでは一部屋だけでなく
小部屋で眼科、歯科、整形、二次診療施設
などに分けられ、協賛企業による海外旅行
券などの当たる抽選会もあり趣向が凝らさ
れていた。本会からは演題として産業動物
₂題、公衆衛生₁題、小動物₃題が発表さ
れ其々の演者に対して突っ込んだ質問があ
り内容のある発表で“学術の埼玉”の名を広
めた。懇親会も₈時過ぎまで盛り上がり盛
会裏に終了した。参加者の先生方、事務局
の皆さまも遅くまでご苦労様でした。
　翌日開催された親善チャリティーゴルフ
大会でも埼玉県の先生方が団体戦でなんと

「優勝」しました。初優勝です。おめでとう
ございます。埼玉県は高校野球といい、関
獣連のゴルフ大会といい素晴らしい！埼玉
県獣医師会の歴史にまた新たな₁ページを

創りました。
　極東の情勢は戦後世代が経験したことの
ない一触即発の危機に直面して暗いニュー
スばかりだ。何とか憎しみ合い殺し合いを
しないで納められないものか？武器商人が
儲かるだけだ。
　おめでたい話をしたい。秋篠宮家の長女
眞子さまが大学の同級生と婚約内定の記者
会見をされた。おめでとうございます。ご
自分で選ばれた大学の同級生の小室圭さん
だそうだ。半世紀前、古い考え方の残って
いた時代に島津貴子さんが「自分で選んだ
方を見て頂きたい」との報道で世間を驚か
せたが、昨今、未婚の男女が周りに増えて
益々将来を案じる。天皇陛下と美智子妃殿
下の時、そして皇太子さまと雅子さまの時
もひととき結婚ブームが起きたが、若人の
目標として数多くの独身者が結婚に向かう
きっかけになってくれることを望みたい。
　第９９回全国高校野球選手権大会で花咲徳
栄高校が埼玉県勢で初めて優勝した。相手
が広島の光陵では？との下馬評を打撃で打
ち勝っての文句ない勝利だ。埼玉は全国で
はなかなかベスト₄までは遠かった。加須
市に限らず県内が沸いた。市内は垂れ幕が
あちこちに張ってあって、宴会場では“徳
栄優勝おめでとう！”の乾杯の音頭でいま
だに余韻が残っている。関東圏の最近の私
立高校にしては県内出身者のレギュラーが
₄名ベンチに₁名だったのはより応援のや
り甲斐があった。もう秋の新人戦が始まっ
ているが来年からの奮起に期待したい。
　そして1０月₉日には吉見総合運動公園で
第３９回のソフトボール大会が開催されま
す。今年は各チームが雨にたたられてなか
なか練習が出来ない状態だったと思います
が秋空の下皆で元気に楽しく一日を過ごし
ましょう。 （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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