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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71回定時総会
並びに　埼玉県獣医師連盟総会開催

　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
ご返送くださるよう、お願い申し上げます。

公益社団法人埼玉県獣医師会第71回定時総会開催

₁．日時　令和元年₆月₅日（水）
　　　　　午後₂時００分（受付　午後₁時から）

₂．場所　さいたま市大宮区「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 
　　令和元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30年度事業報告の承認に関

する件
　　第₂号議案　平成30年度決算の承認に関する件
　　第₃号議案　 令和元年度会費（負担金）およ

び入会金（案）に関する件
　　第₄号議案　 令和元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　令和元年度役員報酬に関する件
　　第₆号議案　役員の選任に関する件
　　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
　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

埼玉県獣医師連盟総会開催

　前記の埼玉県獣医師会第71回定時総会開催に先
立ち、令和元年₆月₅日（水）午後１時20分から、
埼玉県獣医師会総会会場（さいたま市大宮区「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
　　令和元年₆月₅日（水）
　　午後₁時２０分（受付　午後₁時から）
₂．場所
　　さいたま市大宮区「清水園」

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30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　令和元年事業計画および会費徴

収（案）に関する件
　　第₃号議案　役員の改選に関する件
　⑹　閉会
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2019年度 関東・東京合同地区獣医師大会・三学会開催案内

【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 ～
16：15

14：30 ～
16：30

17：30 ～
19：30

受　付
三学会 昼　食 大　会 三学会 市民公開講座

交流会
動物用医薬品・機器等展示　　２階　コンベンションホール A　10：00 ～ 16：00

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 ２０19年1０月２7日
13：００ ～ 14：００

２０19年1０月２7日　午前の部　1０：００ ～ 1２：００
　　　　　　　　午後の部　14：15 ～ 16：15

大会会長
分野別地
区学会長

関東地区獣医師会連合会
会長　市川　陽一朗

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
幕張メッセ国際会議場　千葉市美浜区中瀬２－1　　TEL：０43-２96－０００1

コンベンションホールＢ ₂階　201 ₃階 301、302 ₃階 303

次　第

［市民公開講座］
（仮）『腸管免疫の不思議』
コンベンションホールＢ
14：30 ～ 16：30

［大　会］
１　開会の辞
２　黙祷
３　獣医師大会会長挨拶
４　獣医事功績者表彰
５　受賞者代表謝辞
６　来賓祝辞
７　議長選出
８　議　事
　⑴平成30年度経過報告
　⑵議　案
９　大会宣言
10　次期開催担当県会長挨拶
11　閉会の辞

［大抽選会］
２階　ロビー
16：20 ～ 17：30

［交流会］
国際会議室
17：30～19：30

主催　千葉県獣医師会

学　　　術

［三学会］
₁　開会の辞
₂　 分野別地区学会 

会長挨拶
₃　学会・発表
₄　審査委員会
₅　閉会の辞
₆　 優秀論文発表者 

表彰
（交流会席上にて実施）

※�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。

［演題申込み要領］
₁　提出先：  公益社団法人千葉県獣

医師会
₂　演題・抄録提出期限
　　　　　2019年₆月28日（金）
₃　提出方法：  所属地方獣医師会を

経由
₄　演題：口演８分/質疑応答２分
₅　原稿執筆要領：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（昼食・抄録代）
　　交流会：7,000円
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　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７日（水）
までに、下記事項（お知らせいただく内容）を埼玉県獣医師会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（6,000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

≪参加申込の方法≫

2019年度獣医学術関東・東京合同地区学会の発表演題の募集
　2019年度における当該地区学会の発表演題については、次の「2019年度獣医学術関東・東京合同
地区学会発表演題募集要領」により募集いたします。

２０19年度獣医学術関東・東京合同地区三学会発表演題募集要領
₁　発表演題の申込方法
　⑴　発表演題の申込は、次の内容を、書面又はEメールで埼玉県獣医師会に提出して下さい。
　　①発表学会名；（産業動物・小動物・獣医公衆衛生）
　　②発表者の氏名（フリガナ）
　　③所属先の名称
　　④演題名
　⑵  　講演要旨は、後述の「₃．講演要旨の記述方法」に従い作成の上、発表演題の申込と同様に

埼玉県獣医師会にEメール添付等にて提出して下さい。
　　　［発表演題と講演要旨の提出先］

〒33０-０835　さいたま市大宮区北袋町1-34０
　　　　　　公益社団法人埼玉県獣医師会　事務局
　　　　　　TEL：０48-645-19０6　FAX：０48-648-1865
　　　　　　E-mail：s-vma@vesta.ocn.ne.jp

　⑶　発表演題申込書と発表要旨の提出締切
　　発表演題の申込と発表要旨の埼玉県医師会への提出締切は下記のとおりといたします。
　　　　　【締切】　令和元年₆月26日（水）　期限厳守
　なお、埼玉県獣医師会では、提出いただいた発表演題申込と発表要旨を取りまとめの上、2019年
度関東・東京合同地区学会事務局の千葉県獣医師会（下記）への提出締切の₆月28日までに送付い
たします。

〒２6０-０００1　千葉県千葉市中央区都町463-3
　　　　　　公益社団法人千葉県獣医師会事務局
　　　　　　TEL：０43-２3２-698０　FAX：０43-２3２-6986
　　　　　　E-mail：info@cpvma.com

※演題募集の詳細は会報４月号（第666号）をご覧ください。
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会 務 報 告

第₁回　獣医事調査委員会

　平成31年₄月24日（水）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　協議事項
　　⑴　新入・転入会員の審査について
　　　 　入会及び転入の申込みのあった、開業部会5名及び勤務部会5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　その他
₂　会長挨拶
　 　協議事項について原案どおり承認をいただき感謝申し上げる。現在狂犬病集合注射が行われているが、

病院で注射した場合に注射済票の交付事務を市町村から委託をされている場合もある。会員外には事務委
託について詳細な説明がされていないことがあり、問題が起こる可能性がある。会員の皆様は市民から公
金を預かる立場としてしっかりと管理していただきたい。

監　査　会

　平成31年₄月24日（水）の午前10時から午後₄時まで、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、渋谷正志狂犬病予防委員長の立
会いの下、平成30年度の会計、財産及び会務の執行状況に関する監査が、比留間一男監事、八木賢裕監事、
長澤泰保監事及び新井宣明監事（獣医師連盟監事）により実施された。

第₁回　総務委員会

　令和元年₅月10日（金）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
　 　第₁回総務委員会を令和元年の幕開けとして開催する。₆月₅日に開催する総会に提出する議案につい

て議論していただくのでよろしくお願いする。委員長と事務局で連携を密にして時間を有効に使って進め
ていただきたい。
₂　協議事項
　　⑴　平成30年度事業報告並びに収支決算について
　　　　平成30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71回定時総会の開催及び運営について
　　　 　₆月₅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

会 務 報 告



5

第₁回　理事会
　令和元年₅月15日（水）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
　 　昨年の70周年記念事業は全国でもまれにみる記念すべき大会となった。理事、監事には多忙の中出席い

ただき感謝申し上げる。本日の理事会では、前理事会後、監査会、総務委員会を合理的に開催して用意を
した総会議案及び獣医事調査委員会での審議を経た新入会員の審査をしていただく。各支部の総会も今月
中には終了するので総会に向けてよろしくお願いしたい。
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・転入会員についての審査を行った。（₄月24日）
　　　イ　第₁回総務委員会
　　　　　第71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10日）
₃　決議事項
　　第₁号議案　第71回定時総会の開催及び提出議案に関する件
　　　　　　　　第71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30年度事業報告の承認に関する件
　　　　　　　　平成30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30年度決算の承認に関する件
　　　　　　　　平成30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　令和元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18名（米寿₁名、喜寿₄名、古希13名）並びに各支部長から推薦された功労会

員11名が承認された。
　　第₅号議案　令和元年度新入・転入会員の承認に関する件
　　　　　　　　開業部会₆名（うち転入₂名）、勤務部会13名の入会が承認された。
₄　協議事項
　　⑴　第71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
　　　　現時点における令和元年度集合狂犬病予防注射の実施状況について報告した。
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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、₇月15日（月・祝） 小林　哲也先生（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　米国獣医内科学専門医（腫瘍学））をお招きし、【主題:ふだんは治療がうまく
いくけど、たまに痛い目に遭うことがある犬の肥満細胞腫アップデート/副題:～できるだけ痛い目に遭わな
いためにはどうしたらよいのか？～】と題して学術講習会を開催いたします。
　埼玉県獣医師会東支部、夏の臨床腫瘍学レクチャー第₃弾は、小動物の臨床獣医師であれば避けて通れな
い、犬の肥満細胞腫についてのお話です。肥満細胞腫に関するアップデートはあまりにも多く、全てを3時
間ちょっとでお伝えするのは困難。そこで、今回は臨床的に有用な情報のみを絞り込んでお伝えする予定で
す。パグは肥満細胞腫の好発犬種で、多発する傾向があります。元気でもあまり麻酔をかけたくない犬種
に対し、その都度全身麻酔をかけて₃cmマージンで対応する必要があるのか。ダリエ徴候とは、肥満細胞
腫の腫瘍随伴症候群のひとつ。ダリエ徴候が発生した時の適切な対応とは？ よく、会陰部、鼠径部、包皮、
陰嚢に発生する肥満細胞腫って予後が悪いといいますがホントかな？ たしかに治療しにくい場所ではあり
ますが…。肥満細胞腫の実際のリンパ節転移率（隠れリンパ節転移）がやばいことになっています。痛い目
に遭いそうなタイプの肥満細胞腫を適切に治療するためには、所属リンパ節に対する適切な対処は必須で
す。ちなみに、所属リンパ節に転移していても、長生きできる可能性はまだ残っていますから。最近流行の
犬の皮膚肥満細胞腫2段階グレード評価。₃段階グレード評価法とどう違い、どう解釈したらよいのか。実
はc-kit遺伝子変異と併せて評価すると見えてくるものが…。グレードに関する話題はいつの時代も尽きませ
ん。そして、最後は分子標的薬のお話。そもそも、肥満細胞腫の遺伝子検査って、どのような症例に実施す
ればよいのか（検査費用も安くはないので）。分子標的薬の波に乗りまくっている人も（トセラニブの長期
毒性に気をつけて!）、分子標的薬の波に乗り遅れてしまった人も（今からでも十分間に合いますから大丈夫）、
分子標的薬を上手に使い続けるコツをお伝え致します（そもそもトセラニブでなくてもいいかも…）。過去
₃年で約23本分の肥満細胞腫に関する論文のアップデートと、それらをどう解釈し、どう臨床応用するか。
受講して頂いた方の肥満細胞腫に関する意識改革すら期待できる3時間半になりそうです。

日　　時：令和元年₇月15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
　　　　　TEL　048-985-1111

演　　題：��「主題：ふだんは治療がうまくいくけど、たまに痛い目に�
遭うことがある犬の肥満細胞腫アップデート

　　　　　副題：～できるだけ痛い目に遭わないためにはどうしたらよいのか？」

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
　　　　　米国獣医内科学専門医（腫瘍学）　アジア獣医内科学専門医（小動物）小林　哲也先生
参 加 費：埼玉県獣医師会会員　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（3））

サンシティホール

新
越
谷
駅

県
道
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立
越
谷
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至
北
千
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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

予　　告
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新　入　会　員
新入会員報告



8

支　部　名 氏　　　　　名 診療所所在地・名称
衛生 萩　原　悠　介 埼玉県川口市保健所
農林 渡　部　修　弘 埼玉県中央家畜保健衛生所
〃 宇賀神　ひかる 埼玉県川越家畜保健衛生所
〃 柴　沼　沙　織 埼玉県川越家畜保健衛生所
〃 椚　　　友　香 埼玉県熊谷家畜保健衛生所
〃 留　場　寛　子 埼玉県熊谷家畜保健衛生所
〃 成　田　将　之 埼玉県秩父高原牧場

団体 菱　沼　建　太 川口市・どうぶつの総合病院
〃 李　　　美　侑 川口市・どうぶつの総合病院
〃 井　口　青　空 川口市・どうぶつの総合病院
〃 風　間　　　匠 川口市・どうぶつの総合病院
〃 向　出　有　毅 加須市・中村動物病院
〃 川　手　龍太朗 上里町・大橋獣医科医院

勤務部会

広告
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お 知 ら せ

2019年春季合同学会参加登録費の助成等について
　　　　　第98回日本獣医麻酔外科学会　・　第11０回日本獣医循環器学会
　　　　　第65回日本獣医画像診断学会　・　第17回日本獣医内視鏡外科研究会

　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。今回は埼玉県獣医師会の会員の先生方が大会長を務められますので、下記にご留
意の上、多数の会員の皆様に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、「2019年春季合同学会」ホームページをご覧ください。）
　⑴　開催月日　　令和元年６月14日（金）～６月16日（日）
　⑵　会　　場　　さいたま市　大宮ソニックシティ
　⑶　大 会 長　　第98回日本獣医麻酔外科学会　　　宗像俊太郎（あさか台動物病院）
　　　　　　　　　第110回日本獣医循環器学会　　　　堅木道夫（かたぎ犬猫病院）
　　　　　　　　　第65回日本獣医画像診断学会　　　狩野幹也（狩野動物病院）
　　　　　　　　　第17回日本獣医内視鏡外科研究会　中市統三（山口大学）
　⑷　後　　援　　公益社団法人　埼玉県獣医師会
₂　助成措置等の内容
　⑴　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　　　　）  
　　　※事前登録の方法
　　　　①ホームページから「事前登録システム」を利用し、クレジットカード等で支払
　　　　②同封の振込用紙（郵便局）を利用して振込み
　　　　 　同封の振込用紙を利用する場合は、必ず、「埼玉県獣医師会」欄に「○」を付けて

下さい。
　　　　　振込先　　ゆうちょ銀行　口座番号　00130-3-639016
　　　　　　　　　　　　　　　　　口 座 名　2019年春季合同学会
　　　　　事前登録振込期限　令和元年₅月31日（金）まで
　⑵　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
　　　 　学会終了後、当事務局が学会担当者に登録者を確認し、対象者に助成金を現金書

留で送付させていただきますので、領収書の写しの提出などは必要ありません。

再掲載
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畜 安 第 4 7 - 4 号
平成31年₄月₁日

公益社団法人　埼玉県獣医師会
会長　高橋　三男　様

埼玉県農林部畜産安全課長
丸山盛司（公印省略）

牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針等の一部改正について�
（通知）

　日頃より、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。
　さて、牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針等の改正について、平成31年₃月14日付けで公
表されました。
　また、平成31年₄月₁日付け30消安第6232号農林水産省消費・安全局長通知により「牛海綿状脳症に
関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延防止措置の実施に当たっての留意事項につ
いて」を一部改正した旨の通知がありました。つきましては指針に基づく死亡牛等の検査が適切に実施
されるよう貴会会員への周知・徹底について御理解・御協力をお願いいたします。

記

牛海綿状脳症に関する防疫指針等の一部改正の要旨
牛の症状区分 検査対象月齢

特定症状を呈する牛 すべての月齢
起立不能を呈する牛 48か月齢以上

一般的な死亡牛 96か月齢以上

畜 安 第 1 3 4 - 3 号
平成31年₄月19日

公益社団法人　埼玉県獣医師会
会長　高橋　三男　様

埼玉県農林部畜産安全課長
丸山盛司（公印省略）

家畜伝染病予防法の違反事案（海外からの畜産物の違法な持込み）
への対応の厳格化について（通知）

　日頃、本県の家畜衛生行政の推進につきまして、御理解、御協力いただき感謝申し上げます。
　海外からの畜産物の違法な持込みに対しては、家畜伝染病予防法において罰則が規定されていますが、
当該罰則は、これまでは特に悪質と判断される場合に限り適応されてきたところです。
　一方、訪日外国人旅行者の急増に伴い、海外から違法に持ち込まれ任意放棄される畜産物は年間約
94,000件にのぼっています。さらに、中国からの旅客の携帯畜産物からアフリカ豚コレラウイルスが検
出されるなど、畜産物による我が国への家畜伝染性疾病の侵入リスクが非常に高まっています。
　ついては、別添平成31年₄月15日付け31消安第335号（農林水産省消費・安全局動物衛生課長通知）
をふまえ、下記のとおりに動物検疫所における対応が厳格化されますので、貴会会員への周知をお願い
致します。
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記

₁　国通知の概要
　 　国内で販売するなど特に悪質と判断される場合に限らず、個人消費やお土産目的など全ての場合に

対し、規定される罰則等を適用する

₂　罰則等
　 　違反者に警告書を発出し、違反事例をデータベース化、悪意を持って繰り返す等悪質性が認められ

る場合は警察に通報又は告発
　※規定される罰則（100万円以下の罰則又は₃年以下の懲役）は変わらず

₃　開始日
　　平成31年₄月22日

※別添省略

31日獣発第14号
平成31年₄月17日

地方獣医師会会長　各位
公益社団法人　日本戦医師会

会長　藏　内　勇　夫
（公印及び契印の押印は省略）

平成31年度獣医療提供体制整備推進総合対策事業のうち�
「女性獣医師等就業支援研修」への協力のお願いについて

　日頃より本会事務・事業にご支援いただき厚くお礼申し上げます。
　農林水産省補助事業の平成31年度獣医療提供体制整備推進総合対策事業（うち管理獣医師等育成支援・
獣医師就業支援対策事業）における「女性獣医師等就業支援研修」は、家畜保健衛生所、動物検疫所、
民間の家畜診療施設等において、家畜伝染病の検査技術、家畜の診療技術等を修得するための研修を実
施し、女性獣医師等の職場復帰・再就職・就業継続に必要な最新知識の修得、獣医療技術の向上を図る
ことを目的とした研修です。
　本事業においては、その事業目的にかんがみ、受講者は原則として大学既卒の女性獣医師（産休の代
替職員等であれば男性も可）であり、研修場所は家畜保健衛生所・家畜診療施設等産業動物関連施設と
されていますが、参加希望者の把握や確保に苦慮しております。
　つきましては、職場復帰・再就職等を希望している貴会会員獣医師等に参加を呼びかけ、受講者を募っ
ていただきたく、よろしくお願い申し上げます。
　なお、参加希望者から本会宛てＦAXまたはE-Mailにて申込み（別紙様式）いただいた後に、本会が
研修受入先と調整をいたしますが、ご希望に沿えない場合もありますので、予めご承知おきください。
　また、参加費は無料ですが、開催場所までの旅費等は参加者の自己負担になりますことを申し添えま
す。
　女性獣医師等の就業支援のこ理解とご協力を重ねてお願いいたします。

本件の問合せ・申込先：日本獣医師会事務局（担当：関谷・長野）
TEL：03-3475-1601　FAX：03-3475-1604
E-mail：kyogikai@nichiju.or.jp

※別紙様式省略



1２

31日獣発第25号
平成31年₄月25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

岐阜県及び愛知県における豚コレラの防疫措置について（緊急要請）

　日頃より、本会の業務運営に種々ご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、平成30年₉月に岐阜県において26年ぶりに発生した豚コレラについては、農林水産省、岐阜・
愛知両県等における早期収束に向けた集中的な防疫措置の実施にもかかわらず、両県における本病感染
が継続・拡大している状況にあります。
　このような本病を巡る情勢にかんがみ、本会としての当面の本病対応方策を検討するため、本日、「豚
コレラの発生拡大に関する緊急対策会議」を開催し、別添のとおり農林水産省に対して緊急要請を行う
とともに、地方獣医師会との連携により、下記の対応について検討及び実施することにいたしましたの
で、会員各位におかれましてはご理解及びご支援を賜りますようお願いいたします。

記

₁　「平成31年度（令和元年度）豚コレラ発生拡大に関する獣医療提供体制支援金（仮称）」の募集
　�　両県における本病多発に伴い、広範な地域で豚の飼養頭数が激減し、この状況は年余にわたって継
続することが懸念される。このため、当該地域において養豚農場を対象に診療業務等を担っている会
員構成獣医師は、診療業務等の継続が困難となるばかりでなく、県外への転居等を余儀なくされ、当
該地域での養豚再開後における獣医療提供体制の復旧にも支障を及ぼすことが予想される。
　�　このため、両県地方獣医師会等の要請に基づき、全国の会員地方獣医師会及び会員構成獣医師等の
支援・協力の下で、「平成31年度（令和元年度）豚コレラ発生拡大に関する獣医療提供体制支援金（仮
称）」を募集する。

₂　農林水産省、岐阜・愛知簡県、両県獣医師会等の要請に対する積極的な支援等の実施
　�　今後、本病防疫の進捗状況いかんによっては、関係機関等から本会、地方獣医師会等に対して支援
要請が行われることが想定されるが、その場合には要請内容に従って速やかに対応し、協力する。

₃�　地方獣医師会等による都道府県・市の家畜衛生当局等関係部局に対する支援等の申し出及び要請の
実施
　�　今後における本病の進展状況等を踏まえ、必要に応じ、都道府県・市の家畜衛生当局等関係部局に
対して積極的に支援等を申し出るとともに、別添の緊急要請、平成31年₁月18日付け「家畜伝染病、
人獣共通感染症等に対する防疫体制の充実・強化について（要請）」等を参考に、遅滞なく必要な要
請活動を行う。

※別添省略
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※別添省略

元日獣発第32号
令和元年₅月₇日

地方獣医師会会長　各位
公益社団法人　日本戦医師会

会長　藏　内　勇　夫
（公印及び契印の押印は省略）

「牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及び�
まん延防止措置の実施に当たっての留意事項について」の一部改正について

　このことについて、平成31年₄月₁日付け30消安第6232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ので、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。
　このたびの通知は、「牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及びまん延防
止措置の実施に当たっての留意事項について」の一部が同日付けで改正された旨を都道府県知事宛てに
通知したことについて、協力依頼されたものです。

※別添省略

元日獣発第33号
令和元年₅月₇日

地方獣医師会会長　各位
公益社団法人　日本戦医師会

会長　藏　内　勇　夫
（公印及び契印の押印は省略）

獣医師養成確保修学資金貸与事業実施規程の一部改正について

　このことについて、平成31年₄月ｌ日付け30消安第6292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、獣医療提供体制整備推進総合対策事業における獣医師養成確保修学資金貸与事業
に係る事務の実施規程の一部が改正されたことについて、周知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。



14

※別添省略

元日獣発第23号
令和元年₅月10日

地方獣医師会会長　各位
公益社団法人　日本戦医師会

会長　藏　内　勇　夫
（公印及び契印の押印は省略）

獣医療法施行規則及び告示の一部改正について

　このことについて、平成31年₄月₅日付け30消安第6426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ので、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。
　このたびの通知は、「獣医療法施行規則の一部を改正する省令」及び「獣医療法施行規則第10条の₄
第₃項の規定に基づき農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する告示」が同日付けで公布、
施行された旨を都道府県知事宛てに通知したことについて、留意の上、本会会員への周知を依頼された
ものです。

※別添省略

事 務 連 絡
令和元年₅月13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

動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令の制定について

　このことについて、平成31年₃月29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
理課課長補佐から、別添のとおり通知がありました。
　このたびの通知は、別紙事務連絡のとおり動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令（平成31年
農林水産省令第28号）が公布・施行され、口蹄疫ウイルス抗原検出キットが製造販売承認されることに
伴う法令変更について本会に連絡されたものです。
　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。
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※別添省略

元日獣発第45号
令和元年₅月15日

地方獣医師会会長　各位
公益社団法人　日本戦医師会

会長　藏　内　勇　夫
（公印及び契印の押印は省略）

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令等の一部改正について

　このことについて、平成31年₄月22日付け31消安第152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、リン酸タイロシンの飼料添加物としての指定の取消しに伴い、飼料及び飼料添加
物の成分規格等に関する省令（昭和51年農林省令第35号）、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関す
る法律施行規則（昭和51年農林省令第36号）及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の規
定に基づき飼料の添加物を定める件（昭和51年₇月24日農林省告示第750号）をそれぞれ一部改正する
ことについての周知徹底を依頼されたものです。
　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。

元日獣発第51号
令和元年₅月16日

地方獣医師会会長　各位
災害動物医療研究会　　　　

代表幹事　羽　山　伸　一
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）

第₉回　認定VMAT講習会の開催について

　災害動物医療研究会では、日本獣医師会及び地方獣医師会・大学・行政機関・ボランティア団体など
と連携し、さまざまな災害時に必要な動物医療支援活動について調査・研究を行っています。そして、
これまでの研究成果をもとに、今後想定される大規模災害に備えるため、わが国でも獣医療支援チーム

（Veterinary Medical Assistance Team：VMAT）の人材育成と組織化が求められていると考え、各地
でVMAT講習会を開催してまいりました。また、昨年度より本講習会は、公益社団法人日本獣医師会
の認定講習会として災害動物医療研究会が日本獣医師会と共同で主催いたします。
　この度、下記の日程で岡山県において第₉回となる講習会を開催することといたしました。参加には
全日程の受講が条件ですが、それ以外の制限はありませんので、災害時に人と動物に関わる大勢の方々
にご参加いただきたいと考えています。
　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。
　なお、本講習会は国立研究開発法人科学技術振興機構「災害時における動物管理に関わる支援システ
ムの実装」プログラムの一環として開催されることを申し添えます。

記

₁　日　　時：令和元年₇月14日（日）　10：00～17：10
　　　　　　　講義終了後に情報交換会（別会場・希望者のみ・要事前申込み）
　　　　　　　令和元年₇月15日（月祝）　9：00～17：00
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₂　場　　所：サン・ピーチOKAYAMA　岡山県岡山市北区駅前町2-3-31
₃　参加資格：講習の全日程（₂日間）を全て受講すること
₄　定　　員：約50名（共催獣医師会会員など所属別に定員あり）
₅　参 加 費：災害動物医療研究会会員　　　　　　　　　　無料
　　　　　　　岡山県獣医師会会員　　　　　　　　　　　　無料
　　　　　　　岡山県獣医師会会員動物病院勤務者　　　　　無料
　　　　　　　中国地区獣医師会連合会会員構成獣医師　　　2,000円
　　　　　　　上記以外の方　　　　　　　　　　　　　　　5,000円
₆　内　　容：別紙１の予定プログラムをご参照下さい（一部変更の場合もあります）。
　　　　　　　本講習会の全プログラムを修了された方には認定修了証を授与します。
　　　　　　　本講習会は日本獣医師会生涯研修事業ポイント対象プログラムです。
₇　申込方法：  岡山県獣医師会会員及び会員動物病院勤務者並びに中国地区獣医師会連合会会員構成獣

医師は、受講申込書に必要事項を記入の上、岡山県獣医師会事務局へFAX（086-241-
8543）でお申し込みください。

　　　　　　　 中国地区以外の地方獣医師会会員、災害動物医療研究会会員及び一般参加者は、災害動
物医療研究会ホームページの参加申込みフォームから、必要事項を記入の上、お申し込
みください。

　　　　　　　災害動物医療研究会ホームページURL：http://www.javdm.org
₈　申込期限：令和元年₆月17日（月）　厳守
　　　　　　　定員になり次第、申込みを終了いたします。
₉　そ の 他：・情報交換会は会費制（6,000円税込）です。
　　　　　　　・情報交換会については受講申込時にあわせてお申し込みください。
　　　　　　　・情報交換会費については、₃日前よりキャンセル料が発生します。
　　　　　　　・受講者による録音、写真・動画撮影は禁止です。
10　主　　催：災害動物医療研究会
　　　　　　　公益社団法人　日本獣医師会
11　共　　催：公益社団法人岡山県獣医師会
12　お問合せ：①獣医師会関係者の方
　　　　　　　　岡山県獣医師会事務局へ電話（086-243-1879）にてお問合せください。
　　　　　　　②災害動物医療研究会会員及びその他の方
　　　　　　　　災害動物医療研究会まで、メールにてお問合せください。
　　　　　　　　http://www.javdm.org
　　　　　　　　info@javdm.org

※別紙省略
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年　月　日 産　業　動　物 小　　　　動　　　　物 公　衆　衛　生
４月
₅月

₆月14日（金） 
~16日（日）

第98回日本獣医麻酔外科学会/第110回日本獣医循環器学会/第65回日本獣医画像診断学会
2019春季合同学会　（さいたま市　大宮ソニックシティ）

₇月15日
（月・祝）

東支部 
「ふだんは治療がうまくいくけど、たまに
痛い目に遭うことがある犬の肥満細胞腫
アップデート」 
日本小動物医療センター　小林哲也　先生 

（越谷市　越谷サンシティ）
₈月

₉月15日（日）
東支部 

「麻酔（仮）」 
日本獣医生命科学大学　神野　信夫　先生 

（越谷市　越谷サンシティ）

10月27日（日） 2019年度　関東・東京合同地区獣医師大会（千葉）獣医学術関東・東京合同地区学会
（千葉市　幕張メッセ）

10月
11月

12月₈日（日）
東支部 

「犬のクッシング症候群」 
まつき動物病院　松木　直章　先生 

（越谷市　越谷サンシティ）

12月
農林支部 
令和元年度埼玉県家畜保健衛
生業績発表会

令和₂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₇日（金） 
～₉日（日）

令和元年度　日本獣医師会獣医学術学会年次大会（東京）
（東京国際フォーラム）

₃月

令和元年度埼玉県獣医師会学術広報版
（令和元年₅月２０日現在）
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₄月14日　第₁回関東・東京合同地区理事会、幹
事 会（ 千 葉 県 千 葉 市　CHIBASKY 
WINDOWS東天紅）

₄月24日　監査会（さいたま市　埼玉県農業共済
会館）

₄月24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）

₅月10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15日　第₁回理事会（さいたま市　埼玉県農
業共済会館）

₅月21日　西支部総会（東松山市　紫雲閣東松山）
₅月21日　埼玉県畜産会理事会（熊谷市　ホテル

ヘリテイジ）
₅月26日　東支部総会（越谷市　越谷サンシティ）
₅月26日　さいたま市支部総会（さいたま市　ホ

テルブリランテ武蔵野）
₅月26日　南支部総会（川口市　川口総合文化セ

ンターリリア）
₅月29日　北支部総会（深谷市　埼玉グランドホ

テル深谷）
₆月₅日　埼玉県獣医師会第71回定時総会（さい

たま市　清水園）
₆月₆日　埼玉県畜産会総会（熊谷市　ホテルヘ

リテイジ）
₆月13日　埼玉県農業共済組合第₃回通常総代会

（吉見町民会館フレサよしみ）
₆月14日～16日　春季合同学会（さいたま市　大

宮ソニックシティ）
₆月21日　関東しゃくなげ会第40回研修会（東京

都　上野精養軒）
₆月25日　第76回日本獣医師会通常総会（東京都

港区　明治記念館）

₆月26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12日　全国獣医師会事務事業推進会議（東京
都　明治記念館）

₇月15日　東支部学術講習会（越谷市　越谷サン
シティ）

₇月21日　第2回関東・東京合同地区理事会、幹
事 会（ 千 葉 県 千 葉 市　CHIBASKY 
WINDOWS東天紅）

₇月25日　埼玉県狂犬病予防協会総会（さいたま
市　さいたま商工会議所会館）

₉月15日　東支部学術講習会（越谷市　越谷サン
シティ）

10月₄日　令和元年度全国獣師会会長会議（東京
都港区　明治記念館）

10月₅日　2019動物感謝デーin JAPAN（東京都
世田谷区　駒沢オリンピック記念公
園）

10月27日　2019年度関東・東京合同地区獣医師大
会（千葉）、獣医学術関東・東京合同
地区学会（千葉県千葉市　幕張メッセ）

12月₈日　東支部学術講習会（越谷市　越谷サン
シティ）

令和₂年
₂月₇日～₉日　2019年度日本獣医師会獣医学術

学会年次大会（東京都千代田区　東京
国際フォーラム）

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
　会報表紙の年号が新元号の令和に代わった。
少々違和感はあったが、少し使えば慣れるもの
で何となくなごめる。昭和から平成への元号は
裕仁天皇のご崩御だった為、日本中が静かに迎
えたが、今回は30年前と違い新年でも迎えたか
の様にお祭り騒ぎだった。
　上皇様が天皇の位を陛下に譲ったのは、今の
世の中の流れで世代交代が次々とされる中で、
何回かの難しい手術をお受けになられ考え抜い
た末の決断だったと思う。殆どの国民が納得だ
ろう。何れにしても、多くの災害や経済危機な
ど荒れた平成から穏やかななごめる令和であっ
て欲しい。
　今年のゴールデンウイークは日本中が経験し
たことのない長期間の10連休を過ごした。何処
に行っても渋滞、満員、そして高額の出費だ。
政府は全国同時期の休日ではなく、以前計画倒
れだった国内を分けて地域別の休暇を考えては
如何だろう？
　休暇を取る側も、最近になって少しは根付い
てきたが、お出かけで平時より何倍もの時間と
お金を使うより、生活に直結したより住みやす
くなる住まいや環境の整備は如何だろう。簡単
な家の修繕、ガーデニング、家庭菜園、ボラン
ティアなど腰を据えてDo it your serf で欧米の
様な月単位の長期の休暇ではないが、日常では
出来ないことをするのは働き方改革で収入が増
えにくい中でより有効な休暇の使い方ではなか
ろうか？
　高齢者の事故が増えていると報道されている
が、琵琶湖畔での幼稚園児や保育士への事故は
52歳の女性が起こした本当に痛ましい事故だっ
た。亡くなられた方のご家族にはお悔やみを申
し上げると共に、軽自動車に乗っていた女性は
貰い事故になる。走っていてぶつけられてはど
うしようもない。お気の毒だ。明日は我が身、
気を付けなければいけない。
　高齢者になった小生も車に乗らない日は殆ど

無い。以前、父親の自動車免許をいつ取り上げ
ようか家族で相談したことがあった。田舎に住
んでいるとバスは無いしタクシーは少なくて使
えない、どこに行くにも車だ、今後どのように
して田舎の老人は暮らせばよいのか？昔ならい
ざ知らず便利になり過ぎた世の中で老人だけが
昔の生活に戻ることはできないし。今度の免許
返納は自分の番だ、何かいい案は無いだろう
か？
　₆月₅日には（公社）埼玉県獣医師会第71回
の定時総会が₂時からさいたま市の清水園で開
催されます。また、₁時20分から獣医師連盟総
会も併せて開催されます。
　会員の皆様には大変お忙しいことと存じます
が、年に一度の総会です。公益社団法人として
認められた時には、「本会こそが公益社団の獣
医師会であって、支部や班の活動は認められず
一斎が県獣医師会の下で行われるものである」
と言われ、それでは県獣医師会は成り立たない
ので、髙橋会長や当時の事務局の努力により県
獣医師会の活動を一部取り込み、その他は（公
社）県獣医師会とは離して活動することにした
経緯があります。
　各支部も支部総会が活発に開催されて喜ばし
い限りですが、前述の様な事情を踏まえて頂き、
先ずは “県獣医師会ありき” で来る総会には万
象繰り合わせの上ご参加くださるようお願いい
たします。
　また、₆月14日から16日まで春季合同学会が
大宮ソニックシティーで開催されます、本会の
会員は学会の会員と同額の参加登録費で参加で
きるうえ、開業会員には本会から5,０００円の補
助もあります。今回は各学会の大会長を埼玉県
獣医師会員の皆さんが務めますので、是非ご参
加をお願いいたします。
　例年になく寒暖の差がありすぎる₅～₆月で
す、会員の皆様にはご自愛いただき夏を迎えま
しょう。 （不動）



２０

広告

広告



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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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71回定時総会

並びに埼玉県獣医師連盟総会開催���₁

学術
２０19年度関東・東京合同地区獣医師大会（千

葉）、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） �����₂

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
東支部学術講習会のお知らせ������₆

新入会員報告
新入会員紹介�������������₇

お知らせ
春季合同学会参加登録の助成等について（再

掲載） ���������������₉
埼玉県農林部畜産安全課長からのお知らせ 10
日本獣医師会からのお知らせ������11

埼玉県獣医師会学術広報版 ����17

事務局より
事務局メモ��������������18

編集後記 ��������������19


