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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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埼玉県獣医師会主催

第３９回ソフトボール大会開催される
　恒例の埼玉県獣医師会主催ソフトボール大会が平成29年11月₅日（日）に東松山市駒形公園ソフトボール

場で開催されました。当初予定の10月₉日（祝・月）は、予定していた吉見総合運動公園が雨による「鴻巣

花火大会」の₈日への順延に伴い、駐車場となっていた同公園の整備日となったため、予備日へ順延となり

ました。その後、10月下旬の台風21号による大雨で同公園が冠水し長期間使用が出来なくなり、急遽、会場

を変えて開催することとなりました。同規模の会場が無いなか、グラウンド₂面の会場が確保できたため、

組合せ等の運営方法を変更して大会を実施することができました。

　会場の確保また準備に当たっては、厚生委員を始め、御協力を頂いた先生方や賛助会員の方々に大変御苦

労を頂きました。

　当日は、午前₈時30分から厚生委員会を開催して大会運営について協議いたしました。今年は昼食時間帯

を設けずに試合を行い、午後₃時頃には試合が終了できるよう決定した上で、午前₉時に開会式を迎えまし

た。

開会式で挨拶する髙橋三男会長

開会式

　開会式は、米元仁厚生委員会副委員長の司会により進行されました。

　中村滋副会長の開会のことばに続き、髙橋三男会長の挨拶、来賓の農林部畜産安全課長 岩田信之先生（農

林支部）の御祝辞を頂きました。
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交流を深める各チーム

　時間を短縮したため休憩時間を取ることができませんでしたが、試合の合間を縫って、昼食にしていただ

きました。

　慌ただしい中でも昼食を楽しむ姿が見られ、会員相互の交流を深めることができました。

優勝を目指して10チームが熱戦

　予定していた10チーム全てが参加するなか、髙橋三男会

長、中村滋副会長により始球式が行われ、優勝を目指して

熱戦が繰り広げられました。

　試合は、一回戦の敗者チームが戦う特別戦も組まれ、

トーナメント形式により延べ12試合の戦いが２面のグラ

ウンドで行われました。

　厚生委員の先生方の適切な運営により円滑に進み、日頃

の練習成果を如何なく発揮して、豪快なフルスイングや泥

まみれで白球を追う姿に、選手も応援団も一喜一憂し、試

合を重ねるごとに熱気を帯びた戦いとなりました。

　山中利之厚生委員会委員長の挨拶のあと、続いて、吉見町ソフトボール協会所属の矢澤さんなど₆名の審

判員の紹介、対戦ルールと注意事項の説明を礒部哲治先生（北支部）が行いました。一昨年優勝のさいたま

市支部チームの小堺正人先生（さいたま市支部）が優勝カップの返還を行い、吉川康一先生（さいたま市支

部）が選手宣誓を行いました。

　次に、賛助会員様の紹介および御協賛品の紹介、石原拡樹先生（衛生支部）の先導による準備体操の後、

午前₉時30分から試合が開始されました。

埼玉県畜産安全課長　岩田信之先生（農林支部） 吉川康一先生（さいたま市支部）による選手宣誓

グラウンドでは熱戦が繰り広げられた
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決勝戦　―　さいたま市チームが優勝！　特別戦は東支部チームが制する　―

　決勝はさいたま市支部チームと衛生支部チームの対

戦となりました。

　決勝は、初回から強打を発揮した、さいたま市支部

チームが二桁得点を挙げて、14対₀で栄冠を手にしま

した。

　一方、敗者復活の特別戦は、東支部チームが制しま

した。₁回戦敗退で奮起した東支部チームが、決勝で

南支部チームを破り、めでたく特別賞を獲得いたしま

した。
決勝戦でのさいたま市チームと衛生支部チーム
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閉会式

　熱戦を終えて午後₃時から閉会式が行われました。

　田口修委員（東支部）の成績発表に続き、表彰式は川辺貴久委員（南支部）の進行により、優勝したさい

たま市支部チーム、準優勝の衛生支部チーム、₃位の森久保薬品チーム及び日本全薬工業チーム、また、特

別戦を制した東支部チームに髙橋三男会長から賞状やトロフィーが授与され健闘を称えました。

　また、大会を最も盛り上げてくれた選手お二人に最高殊勲選手賞と敢闘賞を授与するとともに、開催の準

備と運営に多大な御協力を賜りました審判団には、記念品を贈呈し、その労をねぎらうとともに感謝の意を

表しました。

大会を盛り上げてくれた選手は次の方です。

　　　最高殊勲選手賞　　　団体支部　　山中利之選手

　　　敢　　闘　　賞　　　衛生支部　　河手達彦選手

最高殊勲選手賞を受賞した山中利之選手
（さいたま市支部）

敢闘賞を受賞した河手達彦選手（衛生支部）

優勝のトロフィーを手にする
さいたま市支部チーム

特別賞を受賞する東支部チーム

　終わりにあたり、小暮一雄副会長の万歳三唱と閉会の言葉をもって、第39回ソフトボール大会は午後₃時

30分に盛会裡のうちに無事、幕を閉じました。
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　開催にあたり厚生委員の先生方を始め、お手伝い頂いた皆様には、早朝からグラウンド整備や大会の準備

に御苦労を頂きました。特に、大山通夫先生には審判団の手配などに大変な御尽力を賜りました。

　また、賛助会員の皆様には多くの賞品等を御協力頂くなど御支援を賜り厚く御礼申し上げますとともに、

お忙しい中、御参加を頂いた多くの会員の先生方、並びに御家族の皆様に改めて感謝申し上げます。

参加者全員で記念撮影

優勝を飾った喜びのさいたま市支部チームの皆様
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第６１回埼玉県公衆衛生大会開催される
　平成29年10月19日（木）午後３時から、さいたま市の埼玉会館小ホールにおいて、第61回埼玉県公衆衛生
大会が開催され、本会の５名の先生方が「公衆衛生事業功労者」として埼玉県知事表彰を受賞されました。
　当日は、主催者の上田清司埼玉県知事（代理奥野立副知事）の御挨拶に続いて、公衆衛生事業功労者や功
労団体などの受賞者が紹介され、副知事から受賞者代表に表彰状が授与されました。
　来賓の宮崎栄治郎埼玉県議会議長並びに金井忠男埼玉県医師会長が祝辞を述べられた後、髙橋三男埼玉県
獣医師会長をはじめ保健医療関係団体の会長が紹介されました。
　式典終了後、副知事や来賓を囲んでの記念撮影が行われ、午後３時40分に閉会しました。
　本年度、受賞の栄に浴された埼玉県獣医師会会員の先生方は次のとおりです。誠におめでとうございます。

公衆衛生事業功労者表彰受賞者
　浅沼芽薫美先生　さいたま市支部（さいたま市）　　近田　昌也先生　南支部（戸田市）
　小林　　惠先生　西支部（ふじみ野市）　　　　　　渋谷　欣也先生　北支部（児玉郡神川町）
　玉村　伯時先生　東支部（八潮市）

前列左から　₃人おいて髙橋三男会長、奥野立埼玉県副知事、小林哲也埼玉県議会議長
中列左から　₄人おいて玉村伯時先生（東支部）、₁人おいて小林惠先生（西支部）
後列右から　1人おいて渋谷欣也先生（北支部）
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第₄回　理事会
　平成29年10月26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
項を審議した。

₁　会長挨拶
　　獣医師会の事業年度も前半が過ぎ後半を迎える時期となりました。
　　理事役員の皆様には、充実した事業を行い実りある獣医師会となるようよろしくお願いします。

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
　　　ア　役員・委員会議（₈月₂日）
　　　イ　第₁回狂犬病予防委員会及び班長会議）
　　　　　平成29年度集合狂犬病予防注射実施状況の報告と検討を行った。（₈月₂日）
　　　ウ　第₁回開業部会第₁・第₂運営委員会・獣医事調査委員会
　　　　　入会促進等について協議した。（₈月₂日）
　　　エ　第₁回厚生委員会　
　　　　　ソフトボール大会とボウリング大会の開催、健康診断助成金について協議した。（₈月₂日）
　　　オ　第₂回獣医事調査委員会　新入会員の審査について協議した。（10月12日）
　⑵　業務執行理事職務執行状況に関する件
　　　業務執行理事からそれぞれの職務について執行状況が報告された。
　⑶　その他
　　　ア　関東・東京合同地区獣医師大会・学会（₉月10日・都市センターホテル）報告
　　　イ　小動物臨床開業獣医師に対するアンケート調査の結果について報告

₃　決議事項
　第₁号議案　平成29年度新入会員の承認に関する件
　　　　　　　入会申込（開業部会4人、勤務部会33人）について審査の上、承認した。
　第₂号議案　平成28年度傷病野生鳥獣治療業務等経費の配分承認に関する件
　　　　　　　 平成28年度傷病野生鳥獣治療業務及びアライグマ処分業務に係る委託費について、指定診療

施設ごとの配分額を承認した。

₄　協議事項
　⑴　平成29年度集合狂犬病予防注射実施者講習会開催に関する件
　　　平成29年度集合狂犬病予防注射実施者講習会を平成29年11月30日に開催することを決定した。
　⑵　平成29年度下半期の行事日程等に関する件
　　　 第₂回狂犬病予防委員会、新入会員研修会、狂犬病予防注射実施者講習会、第₅回理事会、平成30年

度総会日程について協議した。
　⑶　その他
　　　ア　創立70周年記念事業について協議し、実行委員会を設けることを決定した。
　　　イ 　専務理事の選任について、会長から鴻巣泰常務理事を平成30年１月１日付けで専務理事とするこ

とが提案され、満場一致で承認された。

会 務 報 告
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　　　ウ　 獣医内科アカデミー学術大会参加者助成金を交付することを決定した。
　　　エ 　ソフトボール大会の実施について、当初予定の球場が使用不可となったため、日にちを変えず球

場を変更して開催することを決定した。

第₂回　狂犬病予防委員会
　平成29年11月₉日（木）午後₁時30分から、さいたま市「さいたま市民会館うらわ」会議室において、次
の事項を審議した。

₁　会長挨拶
　　埼玉の集合狂犬病予防注射は良い方式と自負している。
　　委員の皆さんには、本事業の効果的推進に向かってご助力いただきたい。
　　獣医学部の新設については認可される方向で動いている。
　　 狂犬病予防に対する考え方が、現在と変わるのではないかと思われる動きもみえるで、注視していくこ

とが本会にとっても重要である。

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
　　　 11月30日（木）に、さいたま市の「市民会館うらわ」で開催予定の集合狂犬病予防注射実施者講習会

の日程と運営について協議の上、決定した。
　⑵　平成30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
　　　集合狂犬病予防注射実施者講習会から実施成績報告書提出までのスケジュールについて承認した。
　⑶　その他
　　　・会長から情報資料の提供があった。
　　　・西支部から情報の提供があった。

厚生委員会
　平成29年10月12日付で各委員当ての書面により次の事項を協議した。

協議事項
　⑴　「埼玉県獣医師会主催ボウリング大会」の開催計画（案）について
　　　次のとおり承認された。
　　　名　称　（公社）埼玉県獣医師会主催ボウリング大会
　　　開催日　平成30年₃月11日（日）
　　　場　所　スポルト浦和国際ボウル（さいたま市桜区）
　　　範　囲　会員、会員の家族及び従業員、賛助会員
　　　規　模　60名（20レーン）
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南支部長　田中　　裕
学術委員　大野　　潤

　南支部では、12月17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　獣医保健看護学科　臨床検査学研究分野　呰上　大吾先生をお招
きいたします。テーマは「腫瘍外科の考え方」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12月17日（日）
　　　　　14：00～17：00（受付13：30～）

場　　所　大宮ソニックシティビル　601会議室
　　　　　さいたま市大宮区桜木町１－７－５
　　　　　TEL 048-64７-4１１１

演　　題　 「腫瘍外科の考え方」

講　　師　日本獣医生命科学大学　獣医保健看護学科　臨床検査学研究分野
　　　　　准教授　呰上　大吾　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

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（1）　小3（3））

予　　告

国道17号線
至東京

大　宮
そごう
大　宮
そごう
大　宮
そごう

歩
行
者
デ
ッ
キ

武蔵野銀行

アルシェ

DOM
丸井・ダイエー
DOM
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

広告
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さいたま市支部長　山中　利之
学術委員　土谷　　寛

　さいたま市支部では、DVMsどうぶつ診療センター横浜 二次診療センター整形外科医長・リハビリテー
ション部部長  小林　聡先生をお招きして、平成30年₁月21日（日）、₃月₄日（日）の₂回に分けて「視診・
触診からの整形外科疾患へのアプローチ　前肢編」および「視診・触診からの整形外科疾患へのアプローチ
　後肢編」をご講演いただきます。
　臨床の中で整形外科は、とかくX線画像検査のイメージがありますが、整形外科疾患を正確に診断・治療
するためには視診・触診検査が非常に重要です。
　これにより動物がどの部分に問題を抱えているのか、どの部分の治療を優先する必要があるのかを把握す
ることが可能となります。
　今回、日常臨床で出会うことが多い整形外科疾患を前肢・後肢部分の2回に分けて、歩行動画、検査の基
本となる触診動画を交え、どのように診断・治療を行なっていくかのセミナーを実施していただきます。皆
様のご参加をお待ちしております。

日　　時　平成30年₁月21日（日）
　　　　　13：30～17：00

場　　所　WithYouさいたま 視聴覚セミナー室
　　　　　さいたま市中央区新都心2－2
　　　　　（ブリランテ武蔵野₄Ｆ）
　　　　　TEL 048－60１－3１１１

演　　題　「視診・触診からの整形外科疾患への
　　　　　アプローチ　前肢編」

講　　師　DVMsどうぶつ診療センター横浜
　　　　　二次診療センター
　　　　　整形外科医長・リハビリテーション部部長
　　　　　小林　聡　先生

参 加 費　埼玉県獣医師会会員　　無料
　　　　　非会員　　　　　　　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（1）　小3（9））
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With You さいたま
（ホテルブリランテ武蔵野3･4階）

お車をご利用の場合
■都心方面から首都高速をご利用の場合
　首都高速５号線池袋線→高速埼玉大宮線→新都心線「新都心出口ランプ」
■東北道､関越道､常磐道をご利用の場合
　東京外郭環状道路→美女木JC→高速埼玉大宮線→新都心線「新都心出口ランプ」
■高崎､熊谷方面からご利用の場合
　国道17号線→八幡通りを左折→さいたま新都心
※土・日・祝日は周辺の道路と駐車場の混雑が予想されますので､公共の交通機関でのお越しをおすすめします。

歩道デッキ

高速埼玉新都心線
徒歩ルート
自動車ルート

西支部長　別部　博司
学術委員　佐藤　博司

　西支部では、平成30年１月28日（日）に犬と猫の皮膚科　代表　村山信雄先生をお招きして『皮膚科治療アッ
プデート ～何をいつ使うのか～』の演題で講習を行います。多くの先生方のご参加をお待ちしております。

日　　時　平成30年１月28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　「皮膚科治療アップデート 〜何をいつ使うのか〜

講　　師　犬と猫の皮膚科　代表　村山信雄　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）　小3（13））
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北支部長　大橋　邦啓
学術委員　田口　正行

　北支部では、平成30年₂月₄日（日）に日本小動物医療センターの小林哲也先生をお招きして学術講習会
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30年₂月₄日（日）
　　　　　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
　　　　　（食料品売り場エレベーターから）
　　　　　深谷駅南口よりアリオ深谷行き
　　　　　無料循環バス運行しております
　　　　　TEL　048-５７3-4７6１

演　　題　「小動物の腫瘍について」

講　　師　公益財団法人　日本小動物医療センター付属
　　　　　日本小動物がんセンター　センター長
　　　　　獣医内科学専門医（腫瘍学）　アジア獣医師内科学専門医（小動物）小林　哲也　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

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3（3））
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支　部　名 氏　　　　　名 診療所所在地・名称

南 （転入）安　藤　　　遥 川口市・川口動物医療センター

南 　　　　熊　本　順　一 戸田市・きざわばし動物病院

西 　　　　新　井　宏　禎 毛呂山町・新井動物病院

東 　　　　杉　山　公　太 八潮市・すみか動物病院

勤務部会

新　入　会　員
新入会員報告
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ひ　ろ　ば

北支部・しゃくなげ会埼玉県支部合同研修会開催報告
埼玉県獣医師会北支部長　大橋　邦啓
関東しゃくなげ会副会長　柿沼　清市

　10月20日熊谷家畜保健衛生所にて、動物慰霊祭の後、北支部・しゃくなげ会埼玉県支部合同研修会を開催
しました。
　麻布大学　産業動物内科学研究室　講師　佐藤礼一郎先生をお招きし、「教育現場における産業動物診療」
というテーマでご講演いただきました。
　現在の大学における臨床教育のシステムの他、二次診療として大学病院に搬入された牛を主体とした家畜
に対しての診断から治療について、基本的な内容から大学病院ならではの手法や我々現場の臨床家にも応用
できる技術までわかりやすく説明していただきました。
　おかげさまで大変有意義な研修会となりました。ご参加いただいた先生方に心より感謝申し上げます。

＜参加者内訳＞

出席者 北支部 西支部 農林支部 団体支部 会員外

29名 １8名 １名 2名 4名 4名

西支部学術講習会開催報告
西支部長　別部　博司
学術委員　佐藤　博司

　10月22日（日）川越南文化会館にて西支部学術講習会を開催いたしました。日本獣医生命科学大学　藤田
道郎先生をお招きし、『上部呼吸器疾患およびその他の呼吸器異常』という演題でご講演いただきました。
開業獣医師の私たちにとって、必要な知識を１つでも多くお伝えしたいとの熱意溢れる講習でした。特に猫
の上部気道疾患、短頭種呼吸器症候群に関しては内視鏡を使って診断をするメリットが大きい事を、わかり
やすく動画を使って教えていただきました。
　講師の藤田先生と参加してくださった先生方に心より感謝申し上げます。

＜参加者内訳＞

出席者 さいたま市支部 南支部 西支部 北支部 東支部 団体支部 会員外

4１名 0名 2名 2７名 １名 3名 6名 2名



13

第13回岩槻区民まつりで動物愛護などを啓発
さいたま市支部岩槻分会　髙橋　一成

　「第13回岩槻区民やまぶきまつり」が、商工業や農業、福祉、医療など多くの関連団体が参加して、10月
15日（日）にさいたま市の岩槻文化公園で開催されました。
　さいたま市支部もこのまつりに参加し、動物の福祉や愛護について啓発活動を行いました。
　開会式では、髙橋三男実行委員長による主催者挨拶、来賓の祝辞の後、本会会員の諏訪流放鷹術保存会鷹
匠　大橋邦啓先生（北支部）が操る鷹が清水勇人さいたま市長に開会宣言を届けました。
　さいたま市支部岩槻分会では、東日本盲導犬協会や日本聴導犬協会の協力を得て、盲導犬や聴導犬による
デモンストレーションを開催するとともに、あいにくの雨模様のなか、屋外のブースでは、岩槻分会の先生
方が盲導犬や聴導犬の育成のための募金活動を行いました。募金をしていただいた皆様に協賛企業から提供
していただいた品をプレゼントする抽選会を行いながら、盲導犬や聴導犬の役割を分かりやすく説明するな
どして、理解を深めていただきました。会場では「ふれあい移動動物園」も開催されたほか、放鷹実演や鷹
匠体験、加藤牧場（入間市）のアイスクリームの販売も行われました。
　約2５,000人の来場者がありましたが、雨天のため例年の半分にとどまりました。
　また、11月₃日（金）の文化の日には髙橋三男会長が実行委員長となり、第₅回岩槻鷹狩行列が開催され
ました。汗ばむほどの好天に恵まれ、江戸時代にタイムスリップしたかのような徳川家康公の鷹狩行列が岩
槻の街に再現され、１8,000人の来場者を魅了しました。
　大橋邦啓先生はこちらでも大活躍で、最近、テレビなどで話題の女性鷹匠石橋美里さん親子とともに鷹匠
として行列に参加し、放鷹技術を披露していました。
　行列出発に先立ち、駅前で行われたセレモニーでは13階建てのホテルの最上階からカメラを背負った鷹が
放たれ、岩槻の街並みをトラックに据え付けられた大型ビジョンに映し出しながら、みごとに鷹匠の石橋美
里さんの腕に舞い降り、喝采を受けていました。

岩槻区民やまぶきまつり（さいたま市支部岩槻分会のブース）
左から　  髙橋一成先生（さいたま市支部）　山中利之さいたま市支部長、髙橋三男会長、市川克己埼玉県生活衛生課長、

篠宮哲彦埼玉県動物指導センター所長、福田郡盛埼玉県生活衛生課主幹、古川原敏江先生（さいたま市支部）、
川上顕先生（さいたま市支部）
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岩槻鷹狩り行列
大橋邦啓先生（北支部）の放鷹実演

岩槻鷹狩り行列
髙橋三男実行委員長と清水勇人さいたま市長

お 知 ら せ

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

　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。
　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下さ
い。

₁　日　　時　平成30年₃月１１日（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
　　　　　　　TEL 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人＝60人）

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30年₂月15日（月）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

み下さい。
　　厚生委員は、₂月22日（月）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下さい。

至
板
橋

至
大
宮
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　 第1４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
　本会では会員の獣医学術の研鑽向上に向け、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」

の一部を助成金として交付しております。

　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14回学術大会

　⑴　開 催 月 日　　平成30年₂月16日（金）～18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）

　　　　（※学会会員、共催団体の埼玉県獣医師会会員、非会員とも同額）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事前登録　　　当日登録

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

　　　　　　　　　₁日参加者

　　　　　　　　　　　₂月16日（金）　　　　　　　　１2,000円　　　１７,000円

　　　　　　　　　　　₂月17日（土）・18日（日）　　１3,000円　　　１8,000円

　　　　　　　　　抄録について

　　　　　　　　　 　PDF版の抄録集代は、参加費に含まれており、ＨＰよりダウンロード可能ですが、

冊子版の抄録集が必要な方は別途料金3,000円（₂冊セット）となります。

　⑸　事前参加登録締切　　平成30年₁月25日（木）

　　　　　　　　　　　　　オンラインによる登録となります。

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

下さい。

　　　・「登録費領収書」

　　　・「参加登録証（E-mail）」

　　提出期限　　平成30年₃月₈日（木）まで（必着）

※　詳細は同封のアナウンスメントを参照してください（開業支部会員のみ同封）。



16

畜安第588－１号
平成29年11月６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

動物用抗菌性物質製剤の慎重使用の徹底及び薬剤耐性対策における 
取組事例の収集について（依頼）

　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・安全局畜水産安全管理課長から通知（以下、「国通知」）
がありました。つきましては、動物用抗菌性物質製剤の慎重使用の徹底について、貴会の産業動物臨床
獣医師への周知をよろしくお願いします。
　なお、獣医師への周知に際しては、別添のリーフレットを御活用いただきますようお願いいたします。
　また、薬剤耐性対策における取組事例の収集について、優良事例がある場合は、別添の別紙により、
農林水産省宛てご提出いただきますようお願いいたします。

　※「別添　通知」略

薬第852－₂号
平成29年11月15日

公益社団法人　埼玉県獣医師会会長　様
埼玉県保健医療部長　本多　麻夫

（公印省略）

麻薬等事故発生時の報告の徹底について（通知）

　保健医療行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　昨今、薬局や医療機関から大量の麻薬や向精神薬等が盗取される事故、また向精神薬の横流しが疑わ
れる所在不明事案が頻発しています。
　麻薬及び向精神薬取締法第35条をはじめとする関係法令には、麻薬、向精神薬、麻薬向精神薬原料、
覚せい剤及び覚せい剤原料について盗取、所在不明等の事故が発生した場合は、都道府県知事（埼玉県
の場合は県保健所）へ速やかに届け出ることが定められていますが、一部では届け出が遅れ、原因究明、
再発防止に支障をきたしている事例もあります。
　麻薬や向精神薬等を取り扱う貴会員に対し、管理する麻薬や向精神薬等に盗取、所在不明等の事故が
発生した場合は、故生の知から概ね₁週間以内を目途として、管轄の県保健所へ届け出ていただきます
よう周知をお願いします。
　なお、盗取や偽造（複製）処方箋による麻薬等の詐取が疑われる事案については、県保健所への届出
とあわせて、警察への速やかな届出も行うようあわせて周知願います。
　また、県内で発生した麻薬等の事故の事例を別紙のとおりまとめましたので、会員への情報提供をお
願いします。

　※「別添」略
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平成30年　西支部新年会のお知らせ
西支部長　別部　博司

　西支部の地域（比企郡、入間郡、東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、飯能市、川越市、富士見市、ふ
じみ野市、狭山市、入間市、所沢市）にお住まい又はお勤めの会員の皆様へ、恒例の西支部新年会のお知ら
せを致します。
　日頃お会いする機会の少ない衛生支部、農林支部、団体支部の先生方にも是非お気軽にご参加いただき、
会員相互の交流、親睦を深める良い機会になれば幸いと存じます。
　アトラクションには今回、第三段として和楽器の音色を楽しんで頂きたいと思い、“薫風之音”という演
奏家の方々で、新潟を中心として全国的にご活躍の尺八とお箏のお二方にお願いをいたしました。新年を尺
八と箏の音色でお楽しみ頂きたいと存じます。多数の方々のご参加をお待ち致しております。
　尚、会場は昨年より変更の川越東武ホテルですので、ご留意頂きたく宜しくお願い致します。
　日時、場所は下記の通りです。参加希望の方は12月31日（日）までに下記、栢森までご連絡ください。

記

日　時　平成30年₁月21日（日）　開宴　  19時00分
　　　　（受付　１8時30分 ～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
場　所　川越東武ホテル　₃階　　瑞光
　　　　川越市脇田町29-１
　　　　TEL　049-22５-0１１１

会　費　１0,000円

お問い合わせ・お申し込み　西支部新年会実行委員長　栢森 武等
　　　　　　　　　　　　　（高倉動物病院）
　　　　　　　　　　　　　TEL　04－2963－48５2　FAX　04－2964－6466

29日　獣発第242号
平成29年11月₉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）

都道府県における産業動物診療獣医師及び公務員獣医師の実態把握についての協力願い
　このことについて、平成29年10月31日付け29消安第4070号をもって、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通知がありました。
　このたびの通知は、現行の獣医療法に基づく「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」
及び都道府県における「獣医療を提供する体制の整備を図るための計画」の目標年次が平成32年度に迫っ
ていることを踏まえ、同日付けで各都道府県に、民間の産業動物診療獣医師をめぐる実態等の調査を依
頼した旨、通知されたものです。
　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。なお、農林水産省から通知文の写しの提
供がないため、通知文の添付ができないこと、ご了知ください。

　※「別添」略
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切り抜きニュース

救助犬の「やる気」「発見した
喜び」をＡＩが推定
東北大などがスーツ開発

　「本当にこの下に被災者がいるのか。信頼性は
どのくらいか」。がれきなどに埋もれた被災者の
位置を特定するには人よりはるかに嗅覚や聴覚に
優れる救助犬の助けが欠かせないが、人と会話で
きないためにその確度が分からず、ときには、も
どかしさが救助隊の士気にも影響する。活動中の
救助犬の「やる気」を高い確度で知る技術の開発
に東北大、麻布大などのチームが成功した。
　犬も人間と同じ生き物であり、ときによって集
中度が途切れたり、疲れたりする。発見して本気
でほえていると分かれば救助隊のやる気も増す
し、集中力が低下していれば適度に休憩させたり
することも犬のために必要だ。
　開発を主導した大野和則・東北大准教授（ロボッ
ト工学）によると、一般に災害救助犬は約10分探
査すれば次の犬と交代するようなルーチンで活動
しているが、天候やがれきの状態なども変わるた
め、早く休ませてコンディションを回復させるな
ど適切な運用をすれば次の探査の信頼性が上が
る。東日本大震災の救助では、無理をさせたがた
めに優れた嗅覚を失った救助犬もいるという。
　同チームはこれまで、がれきなどの下の映像や
音声、探査の軌跡などを遠隔で知るため救助犬に
着せるサイバースーツを開発してきた。カメラや
マイク、GPS（衛星利用測位システム）受信機、
慣性センサーのほか、センサーのデータを記録・
解析するコンピューターが搭載されている。今回、
犬の体表に心電計測用の3つの電極が常に密着す
るように配置されたインナーウエアを開発。専門
的な知識がなくても着せるだけで、活動中でもず
れずに心電が計測できるように工夫され、データ
が無線でサーバーに送られる。
　心拍数は活動量によっても上昇するが、感情が
やる気のある「ポジティブ」の状態になったとき
も自律神経系を介して上昇する。活動量による変

動と感情による変動のゆらぎパターンは異なるた
め、人工知能（AI）の機械学習手法を使って感
情を推測する。これにより、走行時でも高い精度
で「やる気」のあるなしを判定できるようになっ
た。
　東京都内で1日、救助犬の訓練を受けていない
スタンダードプードル（雄、₂歳）を使ったデモ
ンストレーションが行われた。スーツ姿の男性や
カメラに囲まれた中で歩かされると、スクリーン
に表示された判定は明らかにネガティブとなった
が、餌をやったりほめたりしたときはポジティブ
に変わった。
　大野准教授によると、救助活動も犬にとっては
遊びの延長。実際に上級の災害犬になると餌でな
く、ボールで遊んでやったり、声でほめたりする
ことがほうびとなるが、被害者を見つけたときは
訓練によってそれが条件付けされているので、も
のすごく喜ぶのだという。ポジティブになってい
るかどうかで本当に発見しているかが判定できる
と考えられ、一部の実験で仮説が実証されつつあ
るという。
　また、被災者を見つけたときだけでなく、被災
者につながるような証拠物や匂いを拾ったときに
ポジティブ判定が出やすく、探査の途中でときど
きポジティブな判定が出ている場合は集中できて
いると判断できる。逆に、暑くてやる気を失い、
探査をしている振りをしているのも見破れると期
待している。
　以前から開発してきたサイバースーツは来年か
ら実際に提供する予定だが、犬の感情が分かる機
能についても今後2年後めどに搭載したいとして
いる。また、一般のペットの飼い主でもこうした
感情を知りたいニーズがあるため、それに応えた
いとしている。
　この研究は、内閣府総合科学技術・イノベーショ
ン 会 議 の 革 新 的 研 究 開 発 推 進 プ ロ グ ラ ム

（ImPACT=インパクト）のタフ・ロボティクス・
チャレンジの一環で実施。被災者などを捜索する
ヘビ型ロボットやがれきを除去する建設ロボット
などと並び、人と犬の能力をロボティクス知能を
融合することで引き上げるという観点で進められ
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ている。 （科学部　原田成樹）
 平成29年11月₄日　産経新聞

猫５３匹放置の女性に
１０００万円請求へ
神戸市、市営住宅修繕で異例の全額求める

　神戸市東灘区の市営住宅で、神戸地裁から異臭
による迷惑行為で強制退去処分を受けた40代女性
が猫53匹を放置していた問題で、神戸市が女性に
対し部屋の修繕費の全額となる約₁千万円を請求
する方針であることが₇日分かった。₈日にも女
性に宛てて請求文書を発送する。迷惑行為による
住宅の明け渡しで費用を全額請求するのは珍し
い。
　市は当初、一部費用の請求を検討していたが、
女性が再三にわたる市の改善指導に応じなかった
などの悪質性から、異例の全額請求に踏み切るこ
とを決めた。
　女性が住んでいたのは、同区魚崎南町の市営住
宅₃階の一室。市は畳や床板の交換などの修繕費
約670万円や、消臭・消毒にかかる約260万円など
を請求する。すでに₃DK（約60平方メートル）
の部屋から大型トラック₁台分の猫の糞尿を撤去
したが、消臭作業にも₁～₂年かかる見通しだ。
　関係者によると、女性は平成18年に入居し、子
供₃人と暮らしていた。入居から数年後に拾って
きた猫数匹を飼い始めたが、大量に繁殖した猫の
飼育ができなくなり、22年ごろに別の場所に移っ
たとみられる。女性は毎日、早朝にこの部屋を訪
れ、猫に餌と水を与えていたという。
　市は昨年10月、部屋の明け渡しを求めて神戸地
裁に提訴。今年₁月に市の主張を認めた判決が確
定し、₄月に強制執行に踏み切っていた。
 平成29年11月₈日　産経新聞

ペットも一緒の墓に

　私は、７歳の雄猫を飼っています。名前は「し
じみ」。長生きしてほしいので、ダイエットや歯

磨きなど健康管理に気をつけています。考えたく
はないですが、しじみが死んだら、私も妻も、立
ち直れないほどのショックを受けるでしょう。
　ペットが死ぬと一般的に、自治体やペット火葬
業者に頼んで焼いてもらいます。その後、遺骨を
自宅やペット霊園で保管する場合もありますが、

「あの世でも一緒にいられるよう、家族と同じ墓
に納めたい」という人も増えています。
　動物は「畜生」であり、人と一緒に納骨できる
墓地は少ないです。一部、柔軟な考え方の寺や霊
園があります。その一つ、東京都世田谷区の常福
寺を訪ねました。
　境内には、飼い主より先にペットが死に、ペッ
トの名前だけが刻まれた墓石があります。いずれ
飼い主が亡くなったら、この墓に入り、名前を刻
むそうです。
　別の区画では、墓石のすぐ隣に、犬の形をした
石が置かれています。中に犬の遺骨を納める小さ
なスペースがあります。納骨場所は別々ですが、
人とペットが仲良く寄り添っているようです。
　常福寺には、ペット専用の納骨堂や火葬施設も
あります。ペットの葬式もあげることができます。
住職の津村乗信さん（５５）は、民間団体「動物供
養協議会」の理事長も務めています。協議会の会
員は、ペットの供養に理解のある東京や大阪など
20の寺のほか、石材店やペット火葬業者、ペット
霊園計22社です。
　津村さんは「人とペットのかかわりは密接に
なってきている。人と同じように供養してあげた
いというニーズは、高まっていくでしょう」と話
しています。
　私は20１3年、父が亡くなる直前に墓を購入しま
した。残念ながら、この「安田家の墓」には、ペッ
トの骨を納めることができません。当時は、父の
ことで頭がいっぱいで、しじみのことまで考える
余裕がなかったのです。
　ペットを家族の一員のように大事にしている人
は、その墓のことも考えておく必要がありそうで
す。 （社会保障部　安田武晴）
 平成29年11月10日　読売新聞
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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

「腫瘍外科の考え方」
日本獣医生命科学大学　呰上　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

（さいたま市　埼玉会館）

平成30年
₁月21日㈰

さいたま市支部
「視診・触診からの整形外科疾患へのアプローチ　前肢編」
DVMsどうぶつ診療センター横浜　小林聡　先生

（さいたま市　WithYouさいたま）

₁月28日㈰
西支部

「皮膚科治療アップデート」
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

「小動物の腫瘍について」
日本小動物がんセンター　小林　哲也　先生

（深谷市　深谷市男女共同参画推進センター）

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₄日㈰
さいたま市支部

「視診・触診からの整形外科疾患へのアプローチ　後肢編」
DVMsどうぶつ診療センター横浜　小林聡　先生

（さいたま市　大宮ソニックシティ）

₃月25日㈰
南支部

「演題：未定」
講師　未定

（さいたま市　大宮ソニックシティ）

平成２9年度埼玉県獣医師会学術広報版
（平成２９年11月２０日現在）



23

（１0月号）
１0月22日　西支部学術講習会（川越市　川越南文

化会館）
１0月26日　第₄回理事会（さいたま市　埼玉県農

業共済会館）
１１月₅日　第39回埼玉県獣医師会ソフトボール大

会（東松山市　駒形公園）
１１月₉日　第₂回狂犬病予防委員会（さいたま市　

さいたま市民会館うらわ）
１１月１9日　東支部学術講習会（越谷市　越谷サン

シティ）
１１月22日　平成29年度新入会員研修会（さいたま

市　埼玉県農業共済会館）
１１月30日　集合狂犬病予防注射実施者講習会（さ

いたま市　さいたま市民会館うらわ）
１2月₅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₅日　第₅回理事会（さいたま市　寿々屋）
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（さいたま市　埼玉会館）
平成30年
₁月₅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１５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2１日　さいたま市支部学術講習会（さいたま
市　WithYouさいたま）

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（深谷市　深谷市男
女共同参画推進センター）

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14日　畜産懇話会（さいたま市　プリムロー
ズ有明）

₂月16日～18日　第14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）
₃月₄日　さいたま市支部学術講習会（さいたま

市　大宮ソニックシティ）
₃月11日　ボウリング大会（さいたま市　スポル

ト浦和国際ボウル）
₃月25日　南支部学術講習会（さいたま市　大宮

ソニックシティ）

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）

――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30年１月₂日（火）
　　　　　午前１１時５５分～１２時00分
　　　　　テレビ埼玉
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編　集　後　記
　今年もあまり秋を感じないうちに冬が
やってきて東北、北海道では雪だ。裏庭の
柿の木の葉があっという間に落ちて、熟し
た実をムクドリが食べて減っている、今年
の柿も甘くて旨い。傍のカリンの実も落ち
始めている。コメの作柄は長雨や台風がた
たってか平年並みだそうだが旨い、秋は旬
のおいしい食べ物が食べられて嬉しい。
　トランプさんが来日し他国より高いアメ
リカへの関税を下げろと言って帰り、安倍
首相は娘のイバンカさんの“女性が活躍す
る団体”に数十億円を拠出することを表明
したそうだが、気前が良すぎるのでは？
　そして、北朝鮮から飛んでくるミサイル
に対し超高額な新型迎撃ミサイル（イージ
ス・アショア）を買って東西日本に二基備
えると言うのだ。北朝鮮に対する経済制裁
がまだまだあるならもっと強くやって早く
金正恩をギブアップさせたらどうか？高価
で危ないものを買わなくて済むのに。
　加計学園の開校が決定した、仲間が増え
るのは悪い事ではないが、今後少子化社会
で子供が減るのは事実だ。定員割れしてい
る大学が沢山あり、どこの大学も学生集め
に必死だ。新聞、電車、テレビ、野球場に
まで宣伝をしている。団塊の世代の我々が
入学したときは120人の定員で220人も入学
し、先輩の留年を加えると240人にも250人
にもなって教室が狭くて授業が出来なかっ
た。大学は宣伝などしなくても学生は増え
続けた。
　しかし、偏在してしまった状況をどのよ
うに修正できるか？以前は医師も大学教授
からの意向で各地に派遣され僻地であって
も何とか医師の偏在を少なく出来ていたそ
うだが、現在は自分の意志で職場（病院）を
選べるようになり偏在化して困っているそ
うだ。

　公務員獣医師に対しては、医師まではで
とは行かなくても医師と同じ6年生大学の
卒業生で国家資格を持っているのだから、
待遇を二号給上げて募集をすれば偏在も無
くなって公務員獣医師不足は解消されるの
ではないか？今後、獣医師に限らず専門職
を適正に配置してゆくのはますます大変で
ある。
　11月５日に厚生委員会主催のソフトボー
ル大会が開催された。10月９日の予備日に
もかかわらず170名を超す参加者で雲一つ
ない秋晴れに恵まれ西支部の大山先生のご
配慮で、急遽取って頂いた東松山市の駒形
公園グランドの二面のソフトボール専用グ
ランドを使わせて頂いた。二面だった為に
一試合を40分に短縮し、対戦表の作成に大
変苦労して少々窮屈な試合運びでしたが、
白熱した試合が繰り広げられケガ人もな
く、昨年に続いてさいたま市支部の連覇で
幕を閉じた。参加者の皆さんお疲れ様でし
た。
　来年はより良いグランド探しをして皆さ
んが一日楽しめる様努力します。
　日獣の年次大会が２月10日～12日まで大
分で開催されます。また、獣医内科学アカ
デミーが２月16日～18日まで開催されま
す。県獣医師会では協賛しておりますので
開業会員は事務局に届けて頂ければ助成金
が拠出されます。ぜひ参加して下さい。
　今年は特に寒さが早く来ています。皆様
方にはくれぐれもご自愛なされて新しい年
を迎えましょう。 （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
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