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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



1

埼玉県獣医師会　令和元年度集合狂犬病 
予防注射実施者講習会開催のご案内（予告）

� 　（公社）埼玉県獣医師会会長　髙橋　三男
� 狂犬病予防委員会委員長　渋谷　正志
　令和２年度集合狂犬病予防注射の的確な実施に向け、「埼玉県獣医師会集合狂犬病予防注射実施要領及び
同細部要領」に基づき、「令和元年度集合狂犬病予防注射実施者講習会」を下記のとおり開催します。今回
は狂犬病対策に加え、動物病院の経営に大きく関わる「働き方改革」についての講演も計画しております。
集合狂犬病予防注射の実施を希望する先生におかれましては受講をお願いします。
　なお、会場には余裕がありますので、勤務部会（衛生支部、農林支部、団体支部）の先生方におかれまし
ても積極的な参加をお待ちしております。

１　日　時　令和元年1２月1０日（火）
　　　　　　受付　午後０時４５分～
　　　　　　開会　午後１時１５分
　　　　　　閉会　午後４時

２　場　所　大宮ソニックシティ　小ホール
　　　　　　さいたま市大宮区桜木町１－７－５
　　　　　　TEL：０４８－６４７－４１１１
　　　　　　（JR大宮駅下車　西口から徒歩３分）

３　内　容
　　⑴　会長挨拶
　　⑵　来賓挨拶
　　⑶　講　演
　　　　①　アナフィラキシーショックについて（仮題）
　　　　　　講師　TRVA夜間緊急動物医療センター　中村篤史　先生
　　　　②　働き方改革について（仮題）
　　　　　　講師　社会保険労務士木村光一事務所　木村光一　先生
　　⑷　集合注射に関する注意事項（渋谷正志狂犬病予防委員長）

４　その他
　　⑴　当日は時間厳守にてお願いします。
　　⑵�　会場の駐車場（有料）の収容台数は限られております。ご不便をお掛けしますが、周辺の有料駐車

場や公共交通機関のご利用をお願いします。



２

上田清司知事が埼玉県獣医師会役員代表に退任の挨拶

　令和元年８月27日（火）、髙橋三男会長をはじめとする役員代表が埼玉県庁を訪問し、上田清司知事から
退任の挨拶を受けました。

　知事との面談は午後１時40分から知事応接室で行われました。平成19年２月に埼玉県獣医師会が担当して
大宮ソニックシティで開催した日本獣医師会の学会年次大会に御出席いただいたことををはじめ、16年間に
わたる知事在任期間中の知事と獣医師会との深い関わりのエピソードの数々を語り合い、なつかしく振り返
りました。
　最後に髙橋会長から、埼玉県獣医師会に関連する県の事業について大野元裕新知事への引継ぎをお願いを
して面談は終了しました。

上田清司知事を囲んで
右から、大橋邦啓理事、中村滋副会長、上田清司知事、髙橋三男会長、小暮一雄副会長、林繁雄理事

数多くの思い出を振り返る上田清司知事と髙橋三男会長
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髙橋三男会長が大野元裕新知事に挨拶

　令和元年９月１日（日）、髙橋三男会長が副支部長を務めている日本大学校友会埼玉県支部の田村栄一名
誉支部長の米寿を祝う会がさいたま市大宮区内で開催されました。
　この会には前日の８月31日に埼玉県知事に就任したばかりの大野元裕知事が、県庁初登庁を翌日に控えた
大変お忙しい時間のなか出席されました。大野知事は日本大学で教鞭をとられていたことがあり、以前から
校友会の行事に出席していただいていたことから、知事が参議院議員に初当選する前から交流のあった髙橋
三男会長は大野知事に挨拶をし、知事就任のお祝いを述べるとともに、今後のご活躍への期待とともに埼玉
県獣医師会が関連する県の事業への支援をお願いしました。
　また、校友として出席していた当会会員の黒崎嘉子先生（衛生支部・元埼玉県保健医療部生活衛生課長）
が校友を代表して大野新知事に花束を贈呈しました。

固い握手を交わす大野知事と髙橋会長 花束を贈呈する黒崎嘉子先生（衛生支部）

左から1人おいて　�大野元裕埼玉県知事、田村栄一日大校友会名誉支部長、髙橋三男会長、�
黒崎嘉子先生（衛生支部）、林繁雄理事
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予　　告

西支部長　別部　博司
学術委員　竹島　昌俊

　西支部では令和元年10月20日（日）に日本獣医生命科学大学の宮川優一先生をお招きして「腎泌尿器疾患
で押さえておきたい７つのこと」の演題で学術講習会を開催します。特に日常診療に役立つポイントをわか
りやすく例にとりながら詳しく教えていただきたいと思います。　　
多くの先生方のご参加をお待ちしています。

日　　時：令和元年1０月２０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：「腎泌尿器疾患で押さえておきたい７つのこと」

講　　師：日本獣医生命科学大学　講師　宮川優一　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①
（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（8））
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西支部長　別部　博司
学術委員　竹島　昌俊

　西支部では、2019年11月24日（日）に日本小動物医療センター眼科　小野啓先生をお招きして「眼科の緊
急疾患～角膜疾患と緑内障」の演題で学術講習会を開催します。特に日常診療に役立つポイントをわかりや
すく例にとりながら詳しく教えていただきたいと思います。多くの先生方のご参加をお待ちしています。

日　　時：令和元年11月２4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：「眼科の緊急疾患～角膜疾患と緑内障」

講　　師：日本小動物医療センター眼科　小野　啓　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②
（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））
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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

学術委員　髙野　宜彦

　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准教授　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：令和元年1０月18日（金）
　　　　　14：30～16：30（動物慰霊祭　［13：30～］終了後）
　　　　
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：「AMRを考える　産業動物診療を基礎から見直そう！
　　　　　正しい薬の使い方について」

講　　師：麻布大学　獣医学部　獣医学科　
　　　　　産業動物内科学　准教授
　　　　　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

※豚コレラの発生のため延期になりました。

北支部・しゃくなげ会合同研修会のお知らせ（延期）
（獣医師生涯研修事業ポイント対象　カリキュラム番号　産1（10）・産2（2）⑤）

星川

熊谷駅
至大宮 至高崎

八木橋
デパート

円光

至太田
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熊谷家畜保健衛生所

北支部長　大橋　邦啓
学術委員　髙野　宜彦

　猫の心疾患といえば、誰でも思い浮かべるのが心筋症ですよね。犬だと慢性房室弁疾患や心筋症、不整脈、
先天性心疾患など、心臓病の種類は多いのですが、猫と言われるとピンとこない部分も多いのではないでしょ
うか。
　猫の心筋症は、遭遇率で言えば確かに多い病気ですが、他の心臓病に出会うこともあります。心筋症に固
執して、実は違う心疾患だった…なんてことにならないよう、猫にはどのような心疾患があって、どのよう
な特徴があるのかを、今回、詳しく解説していただきます。
多くの先生方のご参加をお待ち申し上げております。

日　　時：令和元年1２月15日（日）
　　　　　13：30～17：00

場　　所：アリオ深谷３階
　　　　　男女共同参画推進センター（L・フォルテ）多目的ホール
　　　　　深谷市上柴町西４-2-１４（キララ上柴内）
　　　　　TEL　０４８-５７3-４７６１

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（6））

高崎線

★
アリオ深谷

上柴中学校

上柴中央公園

深谷市男女共同参画
推進センター
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南支部長　宗像　俊太郎
学術委員　松尾　　英治

　ここ数年で多くのエビデンスが出てきている僧房弁閉鎖不全症について、今年新たに出たACVIMの最新
のアップデートをもとに解説していただきます。日々の診療にきっと役立つと思われますので、ご参加お待
ちしております。

日　　時：令和元年11月₄日（月・祝）
　　　　　13：30～17：00

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

演　　題：��「疑問を徹底解説～新ACVIM新ガイドライン�
２０19～」

講　　師：近畿動物医療研修センター附属動物病院
　　　　　心臓血管ケアセンター　センター長
　　　　　JACCT�動物心臓血管ケアチーム　代表
　　　　　森�拓也　先生

会　　費：埼玉県獣医師会会員　　　　　無料
　　　　　会員以外の受講者　　　　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（4）　小3（6））

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

　　　　　※JR高崎線深谷駅南口より無料の市内循環バスが運行しています。
　　　　　　電車でお越しの方は循環バスをご利用ください。

演　　題：「心筋症だけじゃない猫の心臓病」

講　　師：宮崎大学　獣医内科学研究室　中村　健介　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
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農林支部・衛生支部合同研修会開催報告
農林支部長　黒田　浩之
衛生支部長　根岸　　努

　令和元年年８月21日（水）、午後３時30分から、埼玉会館４A会議室において農林支部と衛生支部の合同
により研修会を開催し、開業部会各支部長にも出席していただき、多数の会員が参加いたしました。
　この研修会には、日本獣医師会の境政人副会長兼専務理事を講師にお招きし、獣医師を取り巻く最近の情
勢などについてお話しを賜り、それぞれの職域で活用しようと計画したものです。
　公務の合間を縫ってご出席いただいた牧千瑞埼玉県農林部長にご挨拶をいただき、全国獣医師会会長会議
常設議長としてもご活躍されている埼玉県獣医師会髙橋三男会長には、ご挨拶を兼ねて、獣医師会に関する
最近の話題について、働き方改革や獣医師賠償責任保険などについて大変有意義なお話しをしていただきま
した。

ひ　ろ　ば

ご挨拶をいただいた牧千瑞埼玉県農林部長 髙橋三男埼玉県獣医師会長にはご挨拶を兼ねて
獣医師会を巡る情勢をお話しいただきました。

ご講演をいただく境政人日本獣医師会副会長兼専務理事
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　講演会終了後、会場を移して情報交換会を開催いたしましたところ、講師をお願いしました日本獣医師会
境政人副会長兼専務理事、ご来賓の駒田逸哉日本獣医師会事務局次長はもとより、埼玉県から牧千瑞農林部
長、根岸章王食品安全局長、島田厚みどり自然課長にも、お忙しい時間を割いていただいてご同席を賜りま
した。
　60名を超す人数で大変賑やかに、有意義な時間を過ごすことができました。会員一同、改めて、御礼申し
上げます。

前 列 右　�３人目から、髙橋一成さいたま市支部長、渋谷正志東支部長、丸山盛司畜産安全課長、中村滋副会長、境政
人日本獣医師会副会長、髙橋三男会長、牧千瑞農林部長、岩田信之勤務部会運営委員長、大橋邦啓北支部長

二列目右　３人目から、橋谷田元生活衛生課長、宗像俊太郎南支部長、二人おいて駒田逸哉日本獣医師会事務局次長

広告
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北支部学術講習会開催報告
北支部長　大橋　邦啓
学術委員　髙野　宜彦

　北支部では、９月１日（日）に近畿動物医療研修センター附属動物病院　心臓血管ケアセンター長の森拓
也先生をお招きし、「僧帽弁閉鎖不全症-内科から外科への移行のタイミング-」と題した学術講習会を開催
いたしました。
　今回の講習会では、僧帽弁閉鎖不全症に対する内科治療の方法だけでなく、外科的治療がどのような場面
でどう行われているかを詳細にご講演頂きました。
　質疑応答も活発で、大変有意義な講習会でした。

　　　　　　　　　　＜参加者内訳＞

出席者 北支部 さいたま市支部 団体支部 会員外

2８名 １9名 １名 １名 ７名

東支部学術講習会開催報告
東支部長　渋谷　正志
学術委員　田口　　修

　東支部では、９月１日（日）に日本獣医生命科学大学　獣医外科学教室　神野�信夫先生をお招きして「周
術期のモニタリング」と題して学術講習会を開催いたしました。
　今回の講習会では、日本で流通している具体的なメーカーのモニターのそれぞれの特徴を説明していただ
いたとともに、実際の現場で起こりうる様々な事象のその意味合いと解決策を解説していただきました。
　講師の先生は、ご自身が様々な整形外科疾患を多数執刀することも多く、また日本中の各地で同様のセミ
ナーを開催しており大変お忙しい中に来ていただきました。大変わかりやすく、ご参加していただいた先生
からも好評で、大変有意義な講習会でした。

＜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

４2名 ４名 2名 ０名 ０名 29名 3名 ４名
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お 知 ら せ

　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　　令和元年1０月５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
　　　　　　　　　・パネル等によるシステムの紹介
　　　　　　　　⑵　埼玉の特産農産物（狭山茶）の紹介と試飲・販売

日本獣医師会主催「2019動物感謝デー in  JAPAN」への
出展について

令和元年９月５日
関東・東京地区獣医師会会長　各位

公益社団法人神奈川県獣医師会
会長　鳥　海　　　弘

（会長印省略）

令和元年度日本獣医師会「獣医公衆衛生講習会（関東地区）」の
開催について（通知）

　貴会におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
��さて、当会では公益社団法人日本獣医師会の委託を受け、「獣医公衆衛生講習会（関東地区）」を次の
とおり開催することとなりましたのでご案内申し上げます。
　なお、大変お手数ですが、10月７日（月）までに別紙により出席者をお知らせくださるよう、よろし
くお願いいたします。

１　日　時　令和元年10月13日（日）14：00～17：00

２　場　所　神奈川県総合医療会館７階講堂
　　　　　　〒23１-００3７　横浜市中区富士見町3-１（０４５-2４１-７０００）

３　内　容　⑴　挨��拶
　　　　　　⑵　講��演１
　　　　　　　　演��題：「節足動物媒介人獣感染症の最新の知見」
　　　　　　　　講��師：神奈川県衛生研究所所長　
　　　　　　　　　　　　髙崎　智彦先生
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　　　　　　⑶　講��演２
　　　　　　　　演　題：「人獣共通原虫感染症研究の現状と課題」
　　　　　　　　講　師：帯広畜産大学原虫病研究センター長
　　　　　　　　　　　　玄　学南先生
　　　　　　⑷　講　演３
　　　　　　　　演　題：「狂犬病の発生リスクとその対策」
　　　　　　　　講　師：日本大学名誉教授・日本獣医師会顧問
　　　　　　　　　　　　酒井　健夫先生
　　　　　　⑸　質疑応答

※本講習会は、公益社団法人神奈川県医師会と当会の共催事業として企画しております。

※出席を希望する方は1０月７日（月）午前中までに埼玉県獣医師会事務局に連絡してください。

広告
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獣医療証明様式等の領布価格の改定について

　このたび、消費税の引き上げに伴う獣医療証明様式等の領布価格の改定について、下記のとおり日本獣医
師会から通知がありました。
　つきましては、９月30日（月）以降の注文につきましては新価格での領布となりますので、別紙の代金引
換購入申込書をコピーして使用していただきますようお願いいたします。
　なお、事務局に在庫がある用紙については、在庫がなくなるまでは旧価格で販売させていただきます。

事 務 連 絡
令和元年9月3日

地方獣医師会事務局
担当役職員各位

公益社団法人日本獣医師会
事務局

消費税率の引き上げに伴う獣医療証明様式等の
頒布価格の改定について

　平素より本会事業にご理解・ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
　令和元年10月１日（火）から消費税率が８%から10%に引き上げられることに伴い、獣医療証明様式
等の頒布価格及び送料を下記の通り改定させていただきますので、ご案内申し上げます。
　これまでの消費税率引き上げの際には、値上をせずに対応する努力を続けて参りましたが、今回につ
きましては本会での対応が困難であることから頒布価格の改定に至りました。
　何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。

記
１.　改定時期　　令和元年９月30日（月）注文分（10月１日発送分）から
2.　頒布物品・改定価格

品名 現行の頒布価格 改訂後の頒布価格
予防接種証明書（A様式） 400円 410円
予防接種証明書（B様式） １,１００円 １,１2０円
動物用医薬品指示書 800円 820円
出荷制限期間指示書 600円 610円



14



15

畜安第49 4 - 2号
令和元年8月8日

公益社団法人　埼玉県獣医師会
　　　　　　　会長　髙橋三男　様

埼玉県農林部畜産安全課長
丸山盛司（公印省略）

放射線障害防止法の放射性同位元素の定義から院内製造薬剤を
除外する件（通知）

　獣医事行政の推進については、日頃から格別の御理解・御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、飼育動物の陽電子断層撮影診療に用いるために診療施設内で製造される放射性同位元素（以下、
「院内製造薬剤」という。）に係る獣医療法施行規則の一部改正については、平成31年４月５日付け畜安
第６４-2号で通知したところです。
　この度、令和元年８月５日付けで原子力規制委員会告示が下記のとおり改正され、同日に施行されま
した。これにより、院内製造薬剤を投与した犬、猫の取扱いについて、獣医療法施行規則による退出基
準に基づき、診療施設外への退出が可能となりました。
　つきましては、貴会会員への周知方よろしくお願いいたします。

記

１　改正内容
　�　院内製造薬剤は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167号）
第２条の放射性同位元素の定義から除外

畜安第45 8 - 2号
令和元年８月９日

公益社団法人　埼玉県獣医師会
　　　　　　　会長　髙橋三男　様

埼玉県農林部畜産安全課長
丸山盛司（公印省略）

獣医師法施行規則の一部改正について（通知）

　　獣医事行政の推進については、日頃から格別の御理解・御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、標記について、別添のとおり令和元年８月９日付け元消安第1556号により農林水産省消費・安
全局長通知がありましたので、会員の皆様への周知方よろしくお願い申し上げます。

記
１　改正の内容
　⑴�　獣医師法施行規則（昭和42年農林省令第93号、以下「規則」）第３号様式を改正し、本人から希



16

望があった場合には、獣医師免許証に旧姓又は通称（住民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）
第30条の26第１項に定めるもの）を併記することを可能とした。

　⑵�　規則第１号様式（獣医師免許申請書）、規則第２号様式（獣医師名簿登録事項変更申請書）及び
規則第４号様式（獣医師免許証再交付申請書）を改正し、旧姓等の併記を希望する場合にはその旨
を記載することとした。

　※�　旧姓等の併記を希望する場合は、申請に当たって旧姓等が記載された公的な書類（戸籍謄本、戸
籍抄本等）が必要。

２　旧姓等の併記を希望する場合の免許証の書換交付について
　�　獣医師名簿の登録事項に変更がない場合において、旧姓等の併記を希望する場合は、別紙（獣医師
免許証書換交付申請書）により申請することとした。
　※�　申請に当たっては、獣医師免許証書換交付申請書のほか、獣医師免許証並びに本籍地、氏名及び
旧姓等が記載された公的な書類（戸籍謄本、戸籍抄本等）が必要。

３　その他（留意事項）
　�　獣医師免許証の旧姓等の併記の有無にかかわらず、診療を行った獣医師がその職務において日常的
に旧姓等を使用していることが明らかである場合には、診断書等に旧姓等を記載しても差し支えない
こととした。

※別添省略

※別添省略

元日獣発第147号
令和元年８月20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）

獣医師法施行規則の一部改正について（通知）

　このことについて、令和元年８月９日付け元消安第1556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、令和元年８月９日付けで、別添のとおり「獣医師法施行規則の一部を改正する省
令」（令和元年農林水産省令第25号）が公布・施行され、本人から希望があった場合には、獣医師免許
証への旧姓又は通称の併記を可能とする旨を通知するものです。
　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。
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※別添省略

元日獣発第154号
令和元年8月26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）

「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」の一部改正について

　このことについて、「飼料の有害物質の指導基準及び管理基準について」の一部改正について（令和
元年８月６日付け元消安第1605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、含有実態調査結果などの新たな科学的知見が集積された有害物質について飼料の
管理基準の一部が改正され、令和２年２月６日から施行される旨を通知するものです。
　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。

事 務 連 絡
令和元年８月26日

公益社団法人日本獣医師会　専務理事　殿
消費・安全局畜水産安全管理課
小動物獣医療担当課長補佐

愛玩動物看護師法に関するホームページの開設について

　平素より獣医事行政へ御協力を賜り、感謝申し上げます。
　本年６月28日に公布された愛玩動物看護師法の概要、法律、Ｑ＆Ａを掲載したホームページを開設い
たしました。今後、検討の進捗に応じて、随時ホームページに情報を掲載していくこととしていますの
で、貴会会員への周知をお願いいたします。
農林水産省ホームページ
ホーム�＞�消費・安全�＞�愛玩動物看護師
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/doubutsu_kango/index.html

（参考）環境省ホームページにも同じ情報を掲載しています。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/kangoshi/index.html
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※別添省略

事 務 連 絡
令和元年9月6日

地方獣医師会会長　各位
公益社団法人　日本獣医師会

副会長・専務理事　境　政　　　人

動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する
省令の制定について

　このことについて、令和元年８月19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（薬事審査管理班担当）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（昭和35�
年法律第145号）第83条の４第１項の規定に基づき、動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省
令の一部を改正する省令（令和元年農林水産省令第26号）が公布・施行され、「チモールを有効成分と
する蒸散材」について、「動物用医薬品使用対象動物」、「用法及び用量」及び「使用禁止期間」が設定
された旨を通知するものです。
　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。

豚コレラの発生状況
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埼玉県
＜報道発表資料＞

令和元年９月13日

豚コレラの擬似患蓄の確認について

　本日（９月13日）、秩父市内の養豚場において豚コレラの疑似患畜が確認されました。
１　確認された事柄
　⑴　農場の所在地
　　　秩父市
　⑵　飼養頭数
　　　繁殖豚　90頭、肥育豚　588頭　計678頭

２　経過
　⑴�　昨日（９月12日）、山梨県から、本県農林部畜産安全課に対し、秩父市の養豚場から出荷された
豚に異状が認められたため豚コレラの検査をすると連絡がありました。

　　　これを受けて、昨日から本日にかけて本県においても当該農場の豚について検査を案施しました。
　⑵　この検査の結果、陽性と判定されました。
　⑶　この結果について、農林水産省に報告し、豚コレラの疑似患畜と判定されました。

３　県の対応
　�　本日、19時30分から知事を本部長とする緊急対策本部会議を開催し、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く防疫方針を決定し、速やかに防疫措置を実行する予定で
す。

出典：農林水産省webサイト
（http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/csf/attach/pdf/index-335.pdf）

埼玉県で発生した豚コレラについて
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４　その他
　⑴　豚肉を食べることにより、豚コレラウイルスが人に感染することはありません。
　⑵�　豚コレラは、現場で取材される際などに靴底や車両などからウイルスが拡散するおそれがありま
す。このため、農場はもとより、周辺農場への取材については、厳に慎んでいただくよう御協力を
お願いします。

「埼玉県豚コレラ緊急対策本部」会議の開催について
○　日時　令和元年９月13日（金）19時30分～
○　場所　危機管理防災センター本部会議室

埼玉県
＜報道発表資料＞

令和元年９月17日

豚コレラの疑似患畜の確認について（県内２例目）

　本日（９月17日）、小鹿野町内の養豚農場（今月13日に豚コレラの発生が確認された農場から約５.５km
離れた別の農場）において豚コレラの疑似患畜が確認されました。

１　確認された事柄
　⑴　農場の所在地
　　　小鹿野町
　⑵　飼養頭数
　　　子豚�600頭、肥育豚�398頭、繁殖豚�120頭��計�１,１１８頭�

２　経過
　⑴�　昨日（９月16日）、家畜防疫員(県の職員)が搬出制限区域内にある別の養豚農場の立入検査を実施
したところ、豚に異常が見受けられました。

　⑵　同日（16日）、当該農場の豚について検査を実施した結果、17日に陽性となりました。
　⑶　同日（17日）、県から農林水産省に報告し、豚コレラの疑似患畜と判定されました。

３　県の対応
　�　本日、10時00分から知事を本部長とする第２回緊急対策本部会議を開催し、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く防疫方針を決定し、速やかに防疫措置を実行する
予定です。

４　その他
　⑴　豚肉を食べることにより、豚コレラウイルスが人に感染することはありません。
　⑵�　豚コレラは、現場で取材される際などに靴底や車両などからウイルスが拡散するおそれがありま
す。このため、農場はもとより、周辺農場への取材については、厳に慎んでいただくよう御協力を
お願いします。

「第２回埼玉県豚コレラ緊急対策本部」会議の開催について
○日時：令和元年９月17日（火）10時00分～
○場所：危機管理防災センター本部会議室
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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₁日（日）

北支部 
「僧房弁閉鎖不全症～エビデンスでみる内
科から外科への移行のタイミング～」 
近畿動物医療研修センター附属動物病院　
森拓也　先生 

（熊谷市　ホテルシティーフィールドかごはら）

₉月₁日（日）

東支部 
「麻酔学；周術期のモニタリング」 
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６日（日）

北支部 
「周術期の麻酔管理（仮）」 
札幌夜間動物病院　遠藤雄介　先生 

（深谷市　深谷男女共同参画推進センター）

10月18日（金）

北支部 
「AMRを考える　産業動物診療
を基礎から見直そう！正しい薬
の使い方について」 
麻布大学　佐藤　礼一郎　先生 

（熊谷市　熊谷家畜保健衛生所）
→延期

10月20日（日）

西支部 
「腎泌尿器疾患で押さえておきたい７つのこと」 
日本獣医生命科学大学　宮川　優一　先生 

（川越市　川越南文化会館）

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）

11月４日
（月・祝）

南支部 
「疑問を徹底解説～新ACVIM新ガイドライ
ン2019～」 
近畿動物医療研修ｾﾝﾀｰ附属動物病院　森拓也　先生 

（さいたま市　大宮ソニックシティ）

11月24日（日）

西支部 
「眼科の緊急疾患～角膜疾患と緑内障」 
日本小動物医療センター　小野　啓　先生 

（川越市　川越南文化会館）

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）

令和元年度埼玉県獣医師会学術広報版
（令和元年９月２０日現在）
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年　月　日 産　業　動　物 小　　　　動　　　　物 公　衆　衛　生

12月15日（日）

北支部 
「心筋症だけじゃない猫の心臓病」 
宮崎大学　中村　健介　先生 

（深谷市　深谷男女共同参画推進センター）
12月

令和₂年
₁月19日（日）

南支部 
「演題　未定」 
日本小動物医療センター　小林哲也　先生 

（さいたま市　さいたま共済会館）

₁月26日（日）

西支部 
「演題　未定」 
東京大学　大野　耕一　先生 

（川越市　川越南文化会館）

₂月
農林支部 
令和元年度埼玉県家畜保健
衛生業績発表会

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）

2019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）

₂月16日（日）

西支部 
「演題　未定」 
日本獣医生命科学大学　水越　美奈　先生 

（川越市　川越南文化会館）
₃月
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８月21日　農林支部・衛生支部合同研修会（さい
たま市　埼玉会館）

８月25日　日本小動物医療センター学術交流会
（さいたま市　大宮ソニックシティ）

８月27日　上田知事退任挨拶（さいたま市　埼玉
県庁）

９月１日　東支部学術講習会（越谷市　越谷サン
シティ）

９月３日　2019動物感謝デー出展者説明会（東京
都港区　日本獣医師会）

９月４日　畜産懇話会（さいたま市　有朋会館）
10月４日　令和元年度全国獣師会会長会議（東京

都千代田区　ホテルルポール麹町）
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６日　北支部学術講習会（深谷市　深谷男女
共同参画推進センター）

10月11日　埼玉県養豚協会研修会（熊谷市　ホテ
ルガーデンパレス）

10月13日　獣医公衆衛生講習会（関東地区）（神
奈川県横浜市　神奈川県総合医療会
館）

10月14日　ソフトボール大会（さいたま市　大宮
けんぽグラウンドSフィールド）

10月16日　第2回獣医事調査委員会（さいたま市　
埼玉県農業共済会館）

10月18日　北支部学術講習会（熊谷市　熊谷家畜
保健衛生所）

10月20日　西支部学術講習会（川越市　川越南文
化会館）

10月21日　第63回公衆衛生大会（さいたま市　埼
玉会館）

10月23日　第４回理事会（さいたま市　埼玉県農
業共済会館）

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）

11月４日　南支部学術講習会（さいたま市　大宮
ソニックシティ）

11月14日　動物愛護フェスティバル2019（熊谷市　
埼玉県動物指導センター）

11月16日・17日　ドリームフェスタ（草加市　ま
つばら綾瀬川公園）

11月24日　西支部学術講習会（川越市　川越南文
化会館）

12月８日　東支部学術講習会（越谷市　越谷サン
シティ）

12月10日　集合狂犬病予防注射実施者講習会（さ
いたま市　大宮ソニックシティ）

12月15日　北支部学術講習会（深谷市　深谷男女
共同参画推進センター）

１月19日　南支部学術講習会（さいたま市　さい
たま共済会館）

１月26日　西支部学術講習会（川越市　川越南文
化会館）

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）

２月16日　西支部学術講習会（川越市　川越南文
化会館）

２月16日　第3回関東・東京合同地区理事会（千
葉県千葉市　東天紅）

９月６日　関東・東京合同地区獣医師大会（栃木）
（栃木県栃木市　栃木総合文化セン
ター）

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
　９月13日の夜に突然熊谷家畜保健所から秩父
で豚コレの発生との報告があった。全身の血が
引いた。まさか？既に畜産安全課や関係者の皆
さんは動いていて翌日には処分が完了するであ
ろうという報告だった。その後、小鹿野町でも
発生し1,3０7頭の殺処分が徹夜で丸一日かけて
18日に終了した。ご苦労様でした。獣医師の仲
間や関係者そして農家の事を思うと胸が痛む。
　ワクチンを使用していた頃の豚コレの発生の
時を思い出す。あの時は慌ててはいたが、日本
のワクチンは良いワクチンだ、これさえ早めに
打てばまだ間に合うと言われ、該当市はもとよ
り近隣の市町村の養豚場のワクチンの未注射、
注射済みに関わらず近隣の獣医師に動員がか
かって接種した結果、２軒の養豚農家の発生で
終息した。
　江藤拓農相が豚コレラのワクチン接種を認め
る方針を表明した。“遅きに失したが大歓迎だ”
やらざるを得ないだろう。ワクチン解禁は歓迎
するが、過去に予防注射をしていた獣医師の年
齢は高齢化し、数も減っている。そして養豚場
は大型化するばかりである。もっと早く開始し
ていたら小さい範囲で済んだのに…。
　しかし、実際にワクチン接種が始まるまでは、
まだ発生する可能性は十分ある。これ以上広ま
らないことを願いながら、畜産安全課を中心に
農林部、保健医療部、環境部の同志、そして関
係者各位が健康に留意して仕事に邁進し早いう
ちの終息を心より願います。
　豚コレラに関しては、８月19日に熊谷家畜保
健衛生所において、中部地方で発生している豚
コレラの防疫作業に埼玉県から派遣された4名
の先生方の帰庁報告会があったばかりであっ
た。本来、我々獣医師は安全で安心な畜産物を
国民に供給する為に国から獣医師免許を預かっ
ている。ところが豚コレラが発生した農場では
健康な豚までその命の半ばで殺処分をして、埋
却をしなければならない。報告終了後、家保の
会議室には何とも言えない空気が漂っていた。
報告後に参加された皆さんが殺処分などのシ
ミュレーションをしていたが、現実との違いは
あるにしても今回の発生に少しは役に立ったの
ではないだろうか？
　また、野生イノシシ対策では養豚場全域を土

壌に埋めた鉄柵で囲うよう指導をするとの講習
も受けた。養豚業は常に環境問題で悩まされ、
住宅のない地域や山林、河川敷に追いやられ、
糞尿処理、ハエ、臭気対策など様々な努力をし
てきた。今度は野菜や果物農家の鳥獣害対策の
ように、そんなことまでするのか？と感じたが
仕方ない。
　そして先日いよいよアフリカ豚コレラが韓国
で発生した。中国では３km四方に人家のない
場所に養豚場があり、その場所だけがアフリカ
豚コレラの被害を受けていないという話を聞い
た。もし国内で発生したら日本の養豚は成り立
たない。
　以前は野生イノシシのことは考えずに養豚場
の豚に予防注射をしていれば良かった。エサ型
ワクチンがドイツで成功したからと言って我が
国の野生動物にも効果があるのだろうか。野生
動物の為に大陸の国々は狂犬病の清浄国になっ
ていないのである。このままでは国産豚が消え
てしまう。
　今月の会報の “ひろば “の報告にもあるよう
に勤務部会の合同研修会が８月21日に日獣の境
副会長から先日国会を通過した長年の懸案のマ
イクロチップ装着等の義務化、愛護動物看護士
の国家資格について埼玉会館で講習し、雷と大
雨に見舞われた為に懇親会場を浦和の伊勢丹か
らさいたま新都心のラフレ埼玉に移して開催さ
れた。参加者は62名で大いに盛り上がり、会場
の移動は大変だったが盛会裏に終了した。
　新設なった熊谷ラグビー場を使ってワールド
カップが始まる、駅からラグビー場周辺はお陰
で見違えるようになった。日本を応援しよう。
また、五輪のお陰で野球、バレーボール、体操、
フィギュアスケート、サッカー、そしてラグビー
と、様々なスポーツが見られる。国民や若者が
色々なスポーツに触れて体を動かすことで、ひ
きこもりやニートの様な人達を減らしてゆく助
けになれば良い。昔から言われている、文武両
道、“健全な体に健全な精神は宿る” はずである。
高齢化が進む中で健康維持の為に数多くのス
ポーツが国民に根付いて欲しいものである。
　少しずつ暑さが遠のいてきました、体調管理
に気を付けてください。 （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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