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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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　令和元年12月10日（火）午後１時15分から、大宮ソニックシティ（さいたま市）の小ホールにおいて「令
和元年度集合狂犬病予防注射実施者講習会」を開催しました。
　この講習会は、埼玉県獣医師会が市町村との契約に基づき実施している集合狂犬病予防注射を的確に実施
するために開催するもので、「集合狂犬病予防注射実施要領」及び「同細部要領」に定められている教育研
修に位置付けられております。
　集合狂犬病予防注射実施予定者に加え、勤務部会会員や県の職員、近県の獣医師会などにご案内し、338
名もの多くの方々にご参加いただきました。

開会
　小田匡史狂犬病予防副委員長の司会により進
行され、中村滋副会長の開会の後、髙橋三男会
長から「20年以上据え置いた注射料金の改定に
ついては、各地域で市町村と調整を進めて頂い
ているが、私自身も市長会会長、町村会会長、
政令指定都市のさいたま市長には直接説明し、
ご理解を頂いた。
　本日は、若手ながら救急医療の専門家として
全国的に注目されている中村篤史先生と、動物
病院の経営が働き方改革でどのように変わって
いくのかを熟知した社会保険労務士の木村光一
先生に講演をお願いした。限られた時間である
がしっかりと勉強して、さらに信頼される獣医師会となり、ぜひとも公益法人として自信と責任と誇りを持っ
て行政と対等に契約を交わし、来年度は新しい体制でスタートしたい。」と挨拶がありました。

令和元年度集合狂犬病予防注射実施者講習会を開催

会場となった大宮ソニックシティ小ホール入口

主催者挨拶をする髙橋三男会長
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　続いて、御来賓の公益社団法人日本獣医師会の境政人副会長兼専務理事及び古賀俊伸事務局長が紹介され、
代表して境副会長兼専務理事から動物看護師法の制定などの情報提供を含めたご挨拶をいただきました。

　続いて、事務局から講師が紹介され講演に入りました。

講演
　１題目は「ワクチン投与副反応に対する救急対応」と題して、TRVA夜間救急動物医療センター院長の中
村篤史先生に講演していただきました。救急医療の専門家として、集合注射の現場で起こりうるアナフィラ
キシーについて、そのメカニズムから治療法まで、その豊富な経験に裏付けられた内容を分かりやすく説明
していただきました。
　続いて、社会保険労務士木村光一事務所代表で特定社会保険労務士の木村光一先生から、「働き方改革と
労務管理の基本」と題し、動物病院経営者が知っておかなければならない労務管理の基本と働き方改革の内
容について、動物病院への豊富な指導経験をもとに詳しく解説していただきました。

注意事項
　渋谷正志狂犬病予防委員長から集合狂犬病予防注射の注意事項について次のとおり説明がありました。
①　契約書の住所は病院の住所に統一する。
②　契約書などの書類は早めの提出をお願いする。
③　不慮の事故に備え、近隣の病院で待機する先生を明確化する。

来賓挨拶をされる境政人日本獣医師会
副会長兼専務理事

多数の会員で賑わう会場

中村篤史先生 木村光一先生

広告
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④　緊急薬品の内容については協議のうえ決定する。
⑤　班内の注射終了後は直ちに実績を報告する。
⑥　事業を円滑に進めるために地域の入会者を増やすようお願いする。

賠償保険について
　事務局から、来年度改定される獣医師賠償責任保険について、新たに付帯されるクレーム対応サポート補
償の説明がありました。

獣医内科学アカデミー学術集会への助成について
　髙橋一成学術委員長から参加者への助成及びSFTS抗体検査の情報提供がありました。

閉会
　小暮一雄副会長が閉会の辞を述べ、午後４時に閉会となりました。

広告
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　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　令和２年２月11日（火・祝）
　　　　　　　集　　合　　午後３時30分
　　　　　　　競技開始　　午後４時

２　場　　所　浦和国際ボウル
　　　　　　　さいたま市桜区中島4-1-1
　　　　　　　電話　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　50人（１レーン３名を予定）

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、令和２年１月27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、１月31日（金）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。

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　別部　博司

至
板
橋

至
大
宮

17

463

浦和国際ボウル

――テレビ埼玉で放映――

髙橋会長「彩の国」新春年頭挨拶

とき…令和₂年₁月₂日（木）
　　　　　午前１１時５５分～１１時５9分
　　　　　テレビ埼玉
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第３回狂犬病予防委員会

　令和元年12月10日（火）午前11時から、さいたま市大宮「大宮ソニックシティ」小ホール楽屋において次
の事項を協議した。
１　髙橋会長挨拶
　狂犬病集合注射実施者講習会が午後1時15分から開催されるのでよろしくお願いする。今回、自助努力で
20年以上据え置いた注射料金を改定しなければならない、我々は狂犬病予防注射について公益法人として自
信と責任と誇りを持って市町村との契約に臨みたい。

２　協議事項
　⑴　令和元年度集合狂犬病予防注射実施者講習会の開催について
　　　講習会の円滑な運営について協議し、決定した
　⑵　令和２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
　　�　令和２年度集合狂犬病予防注射の実施に向け、提出書類の内容や今後のスケジュール等について協議
した。

　⑶　その他
　　　注射料金改定について、各市町村との調整状況について情報交換した。

会 務 報 告

広告
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さいたま市支部長　髙橋　一成
学術委員　林津　陽平

　普段の麻酔を見直しませんか？　さいたま市支部では、どうぶつの総合病院麻酔科主任、米国獣医麻酔疼
痛管理専門医の浅川誠先生をお招きして、麻酔事故の防止につながる実践的な麻酔セミナーを予定していま
す。多くの先生方のご参加をお待ちしております。

日　　時：令和２年１月26日（日）
　　　　　13：30～16：30

場　　所：ホテルブリランテ武蔵野　エメラルドC
　　　　　埼玉県さいたま市中央区新都心2－2
　　　　　ホテルブリランテ武蔵野２階
　　　　　TEL　048-601-5555

演　　題：「麻酔を基礎からもう一度考えよう」

講　　師：どうぶつの総合病院　麻酔科主任　外科主任　
　　　　　米国獣医麻酔疼痛管理専門医（ACVAA）
　　　　　浅川　誠　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

さいたま市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（2））
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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

予　　告

さいたま市支部長　髙橋　一成
学術委員　林津　陽平

　さいたま市支部では、麻酔学第２弾として、どうぶつの総合病院麻酔科主任、米国獣医麻酔疼痛管理専門
医の浅川誠先生をお招きし、局所・領域麻酔法（神経ブロック）と癌性疼痛への対応を実践的に学ぶセミナー
を開催いたします。診療、手術時の疼痛管理をレベルアップさせましょう。多くの先生方のご参加をお待ち
しております。

日　　時：令和２年３月15日（日）
　　　　　13：30～16：30

場　　所：埼玉会館　7階　７A会議室
　　　　　埼玉県さいたま市浦和区高砂3-1-4
　　　　　TEL：048-829-2471

演　　題：「局所・領域麻酔法～神経ブロック癌性疼痛への対応～本当の緩和療法を行う！」

講　　師：どうぶつの総合病院　麻酔科主任　外科主任　
　　　　　米国獣医麻酔疼痛管理専門医（ACVAA）
　　　　　浅川　誠　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

さいたま市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（2）　小3（3））
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南支部長　宗像　俊太郎
学術委員　松尾　　英治

　一筋縄に診断できそうもない、複雑そうな症例の問診や身体検査が終わった後、「とりあえず、血検」と
いう考え方が日常的になっていませんか？�「とりあえず、血検」という考え方を日常としている獣医師は、
予想外の検査結果がでた場合、途中で立ち往生してしまうことが少なくありません。一方、「とりあえず、
鑑別診断」という考え方が根付いている獣医師の頭の中は概して整理されており、たとえ検査結果が予想外
でも、検査結果の矛盾点を指摘しながら、最終的な診断まで到達できます。
　本講義は、なかなか診断までたどり着けない新米獣医師、最近新卒獣医師が入ってきたもののどうやって
臨床を教えてよいか悩んでいる中堅獣医師、勤務医が自主的に考えて診察してくれないことにヤキモキして
いる院長を対象に（←全獣医師ですね）、ベテラン獣医師や専門医が最終診断にたどりつくまでの思考プロ
セスを、獣医臨床腫瘍学という分野を例に挙げて解説いたします。

日　　時：令和２年１月19日（日）
　　　　　13：30～16：30

場　　所：さいたま共済会館
　　　　　さいたま市浦和区岸町7-5-14
　　　　　TEL　048-822-3330

演　　題：「臨床医が臨床医に伝える臨床医のためのがんの診断学」
　　　　　～瞬間的に診断できる院長となかなか診断までたどりつかない勤務医～

講　　師：日本小動物医療センター　小林哲也　先生
　　　　
参 加 費：埼玉県獣医師会会員　　　無料
　　　　　会員外　　　　　　　5,000円

南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3（3））

さいたま共済会館

埼玉会館

埼玉県庁

さいたま
地方裁判所

中
山
道

南支部長　宗像　俊太郎
学術委員　松尾　　英治

　南支部では、聖マリアンナ医科大学病院　病院長　北川　博昭先生と救命救急センター長　平　泰彦先生
のお二人をお招きし、動物介在療法を早くに取り入れ、実績を出されている聖マリアンナ医科大学病院での
勤務犬のお話、また医療での救急蘇生法についてご講演いただく予定です。なかなか聞けない貴重な講演に
なります。奮ってご参加ください。

日　　時：令和２年２月２日（日）
　　　　　13：30～16：30

場　　所：貸会議室６Ｆ（ロクエフ）
　　　　　さいたま市大宮区宮町1-5銀座ビル６階
　　　　　TEL　048-729-5197

演　　題：「人間にはない勤務犬の魅力　および　
　　　　　救急蘇生法と聖マリアンナ医大救急救命センターの紹介」

講　　師：聖マリアンナ医科大学
　　　　大学病院院長　外科医（小児外科）　教授　　　北川　博昭　先生
　　　　大学病院副院長　救急医学教授　　　　　　　平　　泰彦　先生

参 加 費：埼玉県獣医師会会員　　　無料
　　　　　会員外　　　　　　　5,000円

南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1（5）　小2（3））

東
北
本
線

東
北
・
上
越
新
幹
線

大
宮

銀座ビル 6階
貸会議室

大宮ソニックシティ
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西支部長　別部　　博司
学術委員　岡田　かおり

　西支部では、2020年1月26日(日)に東京大学の大野耕一先生をお招きして「慢性腸症と蛋白喪失性腸症」の
演題で学術講習を開催します。多くの先生方のご参加をお待ちしております。

日　　時：令和２年１月26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）第４会議室
　　　　　川越市今福1295-2
　　　　　TEL　049-248-4115

演　　題：「慢性腸症と蛋白喪失性腸症」

講　　師：東京大学　獣医内科学研究室
　　　　　准教授　大野　耕一　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（7））

南大塚 西武新宿線
川
越

新
河
岸

東
武
東
上
線

16

254

6

川越
IC

関
越
自
動
車
道

川越初雁高
福原交番

川越市南文化会館
ジョイフル

西支部長　別部　　博司
学術委員　岡田　かおり

　西支部では、2020年２月16日（日）に日本獣医生命科学大学の水越美奈先生をお招きして「猫によくみら
れる問題行動」の演題で学術講習を開催します。特に排泄問題、同居猫同士や飼い主に対しての攻撃行動に
ついて詳しくお話頂きます。多くの先生方のご参加をお待ちしております。

日　　時：令和２年２月16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）第１会議室
　　　　　川越市今福1295-2
　　　　　TEL　049-248-4115

演　　題：「猫によくみられる問題行動」

講　　師：日本獣医生命科学大学
　　　　　准教授　水越　美奈　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1（5））

南大塚 西武新宿線
川
越

新
河
岸

東
武
東
上
線

16

254

6

川越
IC

関
越
自
動
車
道

川越初雁高
福原交番

川越市南文化会館
ジョイフル
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ひ　ろ　ば 西支部学術講習会開催報告
西支部長　別部　　博司
学術委員　岡田　かおり

　11月24日（日）『川越南文化会館　ジョイフル』にて西支部学術講習会を開催いたしました。小野　啓先
生（パル動物病院、日本小動物医療センター眼科）をお招きし、『眼科の緊急疾患～角膜疾患と緑内障』と
いう演題でご講演いただきました。
　日常の診療で頻繁に遭遇する角膜疾患における検査から外科を含めた治療、特に角膜実質の細菌感染を治
療する際のポイント、超音波検査の有用性、緑内障の検査と治療薬について詳細にお話頂きました。
　講師の小野先生と講習会にご参加頂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 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

34名 1名 1名 20名 1名 4名 2名 5名

広告
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　令和元年度動物愛護週間事業として、11月14日（木）、（公社）埼玉県獣医師会の御後援を受け、熊谷保健
所管内熊谷地区狂犬病予防協会との共催で、当動物指導センターを会場に「彩の国さいたま　動物愛護フェ
スティバル2019」を開催いたしました。
　動物愛護フェスティバルは、動物の愛護及び管理に関する法律第
４条に基づく動物愛護週間事業のひとつとして、広く動物愛護思想
の普及啓発を図ることを目的に、平成５年度から毎年、「人と動物
が共存できる豊かな社会をめざして」をテーマに実施しております。
これまでは、県内各地域において開催しておりましたが、今年度は、
動物と直接ふれあうことを充実させるイベントとするため、当セン
ターにおいて開催することといたしました。
　（公社）埼玉県獣医師会の髙橋会長をはじめとする多くの会員の
皆様には、毎年当事業に多大な御理解と御支援をいただいており、
今年度の開催にあたりましても、変わらぬ御指導と御協力を賜りま
した。ここに厚くお礼を申し上げます。

彩の国さいたま　動物愛護フェスティバル2019開催される
埼玉県動物指導センター所長　篠宮　哲彦

後援者あいさつをされる
髙橋三男埼玉県獣医師会長

受賞者（動物愛護管理功労者）を囲んで
前列左から　�坂本雅史熊谷保健所管内熊谷地区狂犬病予防協会長、村田烝一先生（北支部）、

富岡清熊谷市長、髙橋三男埼玉県獣医師会長、中村英次先生（南支部）、中村
滋埼玉県獣医師会副会長

後列左から　�篠宮哲彦埼玉県動物指導センター所長、橋谷田元埼玉県生活衛生課長、大橋
邦啓埼玉県獣医師会理事、渋谷正志埼玉県獣医師会理事
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　今回の「彩の国さいたま　動物愛護フェスティバル2019」は、屋外会場として記念式典や熊谷保健所管内
熊谷地区狂犬病予防協会の獣医師による動物飼育相談、マイクロチップの測定体験及びワンちゃんとのお散
歩体験などを行い、屋内会場として小動物とのふれあいや譲渡館見学ツアー、パネル・譲渡動物の写真展示、
（公社）日本聴導犬推進協会による「聴導犬のお話とデモンストレーション」などを行いました。聴導犬の
デモンストレーションでは、人と動物が生活の中で互いに補いつつ生活する姿が示され、参加者に強い感銘
を与えました。また、小動物とのふれあいやワンちゃんとのお散歩体験では、実際に動物とふれあうことで
命の大切さを感じていただきました。
　このほか、動物愛護をテーマにした腹話術やマジック、埼玉県愛玩動物協会によるどうぶつ○×クイズな
どのコーナーを通して、広く動物愛護に関する普及啓発を行うことができました。
　開会式においては、埼玉県動物指導センター　篠宮所長、熊谷保健所管内熊谷地区狂犬病予防協会　坂本
会長の主催者挨拶、来賓として熊谷市長　富岡　清様をお迎えして御祝辞をいただくとともに、後援者とし
て御出席いただきました（公社）埼玉県獣医師会長　髙橋三男様から本事業への力強い応援と御祝辞をいた
だきました。
　続いて髙橋獣医師会長から、中村英次先生（埼玉県獣医師会南第二支部鴻巣地区分会）と村田烝一先生（埼
玉県獣医師会北支部深谷分会）の両先生に、（公社）日本獣医師会長表彰として動物愛護管理功労者表彰状
の伝達を行っていただきました。
　当日は、お天気にも恵まれ、来場者が大変多く、最終的な来場者数はおよそ600名となりました。
　「彩の国さいたま　動物愛護フェスティバル2019」を無事に終了できましたことは、皆様の多大なる御協
力の賜と存じます。ここに、御来場、御参加いただきました方々、関係各位に改めて感謝を申し上げます。

聴導犬のお話とデモンストレーション
（（公社）日本聴導犬推進協会）

獣医師による動物飼育相談
（熊谷保健所管内熊谷地区狂犬病予防協会）

小動物とのふれあい どうぶつ○×クイズ・どうぶつ折り紙つりゲーム
（埼玉県愛玩動物協会）
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　消費税率の引き上げに伴う集合狂犬病予防注射料金の改定（案）について、役員代表が埼玉県市長会の富
岡清会長（熊谷市長）、埼玉県町村会の石木戸道也会長（皆野町長）、さいたま市の清水勇人市長に面談して
説明しました。
　令和元年11月14日（木）に熊谷市の埼玉県動物指導センター内において、髙橋三男会長、中村滋副会長、
渋谷正志狂犬病予防委員長、大橋邦啓北支部長、坂本雅史先生（北支部・熊谷保健所管内熊谷地区狂犬病予
防協会会長）が、埼玉県市長会会長の富岡清熊谷市長と面談しました。
　また、11月21日（木）には、皆野町役場町長室において、髙橋三男会長、林繁雄理事が、埼玉県町村会会
長の石木戸道也皆野町長と面談しました。
　さらに、12月11日（水）には、さいたま市役所市長室において、髙橋三男会長、中村滋副会長、渋谷正志
狂犬病予防委員長、髙橋一成さいたま市支部長、林繁雄理事が、清水勇人さいたま市長と面談しました。
　これまでの消費税率の引き上げに伴う当会の料金改定の状況や近県の状況を説明し、当会においては20年
以上価格を据え置いていることから、今回の消費税率の引き上げに伴って料金の改定をさせていただきたい
ことを説明したとこころ、それぞれの立場でご理解をいただきました。

役員代表が埼玉県市長会会長、埼玉県町村会会長、
さいたま市長と面談

富岡清埼玉県市長会長との面談
前列左から　�富岡清埼玉県市長会会長（熊谷市長）、髙橋三男会長、坂本雅史先

生（熊谷地区狂犬病予防協会長）
後列左から　中村滋副会長、大橋邦啓北支部長、渋谷正志狂犬病予防委員長

清水勇人さいたま市長との面談
左から　�林繁雄理事、渋谷正志狂犬病予防委員長、中村滋副会長、清水勇人さ

いたま市長、髙橋三男会長、髙橋一成さいたま市支部長
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　令和元年11月19日（火）星野次彦国税庁長官がさいたま商工会議所岩槻支所を訪問し、栗原一福関東信越
国税局長とともに、髙橋三男会長（関東信越青色申告会連合会会長）と懇談しました。髙橋会長は関東信越
青色申告会の現状と今後の対応について情報提供して懇談するとともに、税は国民の義務であり、公正なお
かつ簡素な申告の確立に一層のご指導をお願いしたい旨要望し、有意義なひと時を過ごしました。
　また、髙橋会長は11月17日（日）には、草加市のまつばら綾瀬川公園で開催された、2019彩の国食と農林
業ドリームフェスタに出席し、大野元裕知事と埼玉県の畜産業の振興について語り合いました。

　令和元年11月３日（日）、さいたま市岩槻区で開催された第７回岩槻鷹狩り行列（髙橋三男実行委員長）
において、大橋邦啓理事（総務委員長・北支部）が、埼玉県警との連携により、オレオレ詐欺の防止対策に
協力をしました。岩槻鷹狩り行列はさいたま市が主催し、徳川家康が鷹狩りで岩槻城を訪れて庶民の声を聴
いたという言い伝えが再現された行事です。７回目を迎え、今や30名の鷹匠が集まる全国有数のイベントと
なり、延べ２万人が来場しました。放鷹義塾の代表を務める大橋先生は鷹匠として例年参加していましたが、
今回はオレオレ詐欺撲滅のため、犯人に扮した男性を鷹を放って取り押さえるという大変高度な放鷹技術に
挑戦しました。大勢の観客が見守るなかで、逃げる犯人をめがけて大橋先生が放った鷹は、見事に犯人が下
げたバックに飛びかかって転倒させ、駆け付けた警察官が取り押さえました。緊迫した啓蒙活動のドラマに
会場からは大きな拍手と歓声があがりました。
　また、髙橋三男会長は実行委員長として開会式で挨拶をし、（公社）埼玉県獣医師会が、家庭動物をはじ
めとする動物愛護はもとより、災害救助犬、盲導犬、聴導犬、警察犬、鳥類（鷹）による有害害獣駆除、蛋
白源の供給など幅広い人と動物の共生を通じて社会貢献をしていることの重要性を訴えました。

髙橋三男会長が星野次彦国税庁長官と懇談

会員がオレオレ詐欺の防止に協力

国税庁長官が表敬訪問
右から　�星野次彦国税庁長官、髙橋三男会長、�

栗原一福関東信越国税局長

犯人役の男性（中央）を鷹を放って追跡させる大橋先生（右
奥）。さいたま市立岩槻小学校校庭

ドリームフェスタで知事と懇談
左から　�坂本富雄埼玉県畜産会会長、髙橋三男会長、�

大野元裕知事、浅井昌志草加市長、�
若林龍司埼玉県農業協同組合中央会会長

実行委員長挨拶をした髙橋三男会長
前列左から　�村井英樹衆議院議員、渋谷佳孝さいたま市議

会議長、髙橋三男実行委員長（埼玉県獣医師
会長）、筑波伸夫さいたま観光国際協会会長

後列右から　�一人おいて荻野洋埼玉高速鉄道（株）代表取締
役社長
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　埼玉県獣医師会では、下記のとおり顧問税理士による無料個別相談会を開催いたします。
　ご希望の先生は、１月31日（金）までに事務局にご連絡下さい。

記
　日　　時　令和元年２月６日（木）
　　　　　　①午前10時～　　②午前11時～　　③午後１時～
　　　　　　④午後２時～　　⑤午後３時～
　　　　　　※�個別相談となるため、希望者はあらかじめ埼玉県獣医師会事務局までご希望の時間を連絡し

て下さい。
　　　　　　　なお、希望時間が重複する場合には調整させていただきます。
　　　　　　　また、希望者多数の場合は、別の日時での開催を検討いたします。
　場　　所　埼玉県農業共済会館（さいたま市大宮区）　２階　206会議室
　対 象 者　ア　開業支部会員（相談内容ⅰ・ⅱに関して）
　　　　　　イ　衛生支部、農林支部、団体支部会員（相談内容ⅱに関して）
　　　　　　※「ア」、「イ」とも税理士の関与がない先生を優先
　相談内容　ⅰ　獣医業に関する個人の確定申告（令和元年分）
　　　　　　ⅱ　生前贈与・相続等
　対 応 者　埼玉県獣医師会　顧問税理士　間嶋順一先生
　事前準備　�相談に必要な資料等事前準備をしていただく必要がありますので個別相談を希望した先生に

は、後日ご連絡いたします。

所得税の確定申告並びに生前贈与・相続等の
無料個別相談会開催のお知らせ

　日本獣医師会獣医学術学会年次大会が下記のとおり開催されます。今回は地方獣医師会の共催はなく、日
本獣医師会の主催で開催されます。多数の皆様の出席をお願いします。
　事前登録期間は１月10日（金）までとなっていますので、出席をされる会員は事前登録をお願いします。

記
　日　　　　程　令和元年２月７日（金）～２月９日（日）
　場　　　　所　東京国際フォーラム　〒100-0005　東京都千代田区丸の内3-5-1　TEL：03-5221-9000
　　　　　　　　JR有楽町駅より徒歩1分
　参加登録料

区　分 参加登録料 歓迎交流会参加費 合　計
事前登録 12,000円 　9,000円 21,000円
当日登録 16,000円 12,000円 26,000円

　事前登録期間　令和２年１月10日（金）17：00まで（これ以降は当日登録の料金となります。）
　そ の 他　事前参加登録は以下の専用ホームページからアカウント情報の登録が必要です。
　　　　　　　　事前参加登録専用ホームページ（https://jvma.confit.atlas.jp/login）
　　　　　　　　�大会の概要は大会ホームページ（http://jvma2020.umin.jp/index.html）を参照してくださ

い。

令和元年度日本獣医師会獣医学術学会年次大会のお知らせ

お 知 ら せ
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※別添省略

※別添省略

畜安第691－３号
令和元年９月11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
課長　丸山　盛司（公印省略）

「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特
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（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、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に
ついては、別添のとおり一部変更した旨公表されました（令和元年９月11日付け官報号外第112号）。
　これに伴い、標記について令和元年９月11日付け元消安第2268号により農林水産省消費安全局長から
通知がありましたので御了知いただくとともに、貴会会員への周知及び本病の発生予防及びまん延防止
措置等への御協力をよろしくお願いいたします。

畜安第692－３号
令和元年９月11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
課長　丸山　盛司（公印省略）

「口蹄疫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」の一部改正等について
（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、口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針については、別添のとおり一部変更した旨公表されま
した（令和元年９月11日付け官報号外第112号）。
　これに伴い、標記について令和元年９月11日付け元消安第2269号により農林水産省消費安全局長から
通知がありましたので御了知いただくとともに、貴会会員への周知及び本病の発生予防及びまん延防止
措置等への御協力をよろしくお願いいたします。
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※別添省略

※別添省略

畜安第693－３号
令和元年９月11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
課長　丸山　盛司（公印省略）

牛肺疫に関する特定家畜伝染病防疫指針の一部変更について（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、牛肺疫に関する特定家畜伝染病防疫指針については、別添のとおり令和元年９月11日付け官報
号外第112号で一部変更した旨公表されましたので御了知いただくとともに、貴会会員への周知及び本
病の発生予防及びまん延防止措置等への御協力をよろしくお願いいたします。

畜安第694－３号
令和元年９月11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
課長　丸山　盛司（公印省略）

牛疫に関する特定家畜伝染病防疫指針の一部変更について（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、牛疫に関する特定家畜伝染病防疫指針については、別添のとおり令和元年９月11日付け官報号
外第112号で一部変更した旨公表されましたので御了知いただくとともに、貴会会員への周知及び本病
の発生予防及びまん延防止措置等への御協力をよろしくお願いいたします。
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※別添省略

※別添省略

畜安第696－３号
令和元年10月15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
課長　丸山　盛司（公印省略）

「アフリカ豚コレラ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」の全部改正
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、アフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針については、別添のとおり全部変更した旨公
表されました（令和元年10月15日付け官報号外特第11号）。
　これに伴い、標記について令和元年10月15日付け元消安第2898号により農林水産省消費安全局長から
通知がありましたので御了知いただくとともに、貴会会員への周知及び本病の発生予防及びまん延防止
措置等への御協力をよろしくお願いいたします。

事 務 連 絡
令和元年11月28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

鹿児島市におけるＢウイルス病患者の発生について（情報提供）

　このことについて、令和元年11月28日付け事務連絡をもって、厚生労働省健康局結核感染症課から別
添のとおり通知がありました。
　このたびの通知は、今般、鹿児島市においてBウイルス病�（四類感染症）�患者が発生したので、①別
紙１のとおり自治体あてに通知を発出したこと及び②�事例を別紙２のとおり鹿児島市おいて公表して
いることについて情報提供されたものです。
　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

※別添省略

元日獣発第230号
令和元年12月３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）

薬剤耐性対策推進月間（11月）における動物分野の取組みについて

　このことについて、令和元年11月１日付け元消安第3181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、「千葉県農業共済組合連合会紫
葉会情報技術部会」の取組�が本年の薬剤耐性（AMR）対策の普及啓発活動の優秀事例として「農林水
産大臣賞」に決定した旨（別添1）、11月25日に医療分野の参画も得て薬剤耐性普及啓発イベントを開催
する旨（別添２）及び推進月間に合わせ、農林水産省の薬剤耐性対策に係るホームページを一新した旨
（別添３）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。

元日獣発第240号
令和元年12月12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）

「豚コレラ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、令和元年11月11日付け元消安第3264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、「豚コレラ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。
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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�
「周術期の麻酔モニタリング」�
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�
「内分泌学；犬のクッシング症候群とアジソン病」�
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12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）

令和₂年
₁月19日（日）

南支部�
「臨床医が臨床医に伝える臨床医のための
がんの診断学」�
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24日（金）

農林支部�
令和元年度埼玉県家畜保健衛
生業績発表会�
（さいたま市　大宮ソニックシティ）

₁月26日（日）

さいたま市支部�
「麻酔学を基礎からもう一度考えよう」�
どうぶつの総合病院　淺川　誠　先生�
（さいたま市　ホテルブリランテ武蔵野）

₁月26日（日）

西支部�
「慢性腸症と蛋白喪失性腸症」�
東京大学　大野　耕一　先生�
（川越市　川越南文化会館）

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₂日（日）

南支部�
「人間にはない勤務犬の魅力�および�救急蘇
生法と聖マリアンナ医大救急救命センター
の紹介」�
聖マリアンナ医科大学
北川　博昭　先生・平泰彦　先生�
（さいたま市　貸会議室６F）

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�
「猫によくみられる問題行動」�
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15日（日）

さいたま市支部�
「局所・領域麻酔法～神経ブロック癌性疼
痛への対応～本当の緩和療法を行う！」�
どうぶつの総合病院　淺川　誠　先生�
（さいたま市　埼玉会館）
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12月15日　北支部学術講習会（深谷市　深谷男女
共同参画センター）

12月19日　第５回理事会（さいたま市　寿々家）
１月16日　知事と農林水産団体長との懇談会（さ

いたま市　知事公館）
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19日　西支部新年会（川越市　川越東武ホテ

ル）
１月22日　新入会員研修会（さいたま市　埼玉県

農業共済会館）
１月23日　埼玉県狂犬病予防協会研修会（桶川市　

さいたま文学館）
１月24日　埼玉県保健衛生業績発表会（さいたま

市　大宮ソニックシティ）
１月26日　さいたま市支部学術講習会（さいたま

市　ホテルブリランテ武蔵野）
１月26日　西支部学術講習会（川越市　川越南文

化会館）
１月29日　埼玉県農業技術研究センター試験研究

成果発表会（熊谷市　農業大学校）
２月２日　東支部新年会（越谷市　越谷サンシ

ティ）

２月６日　所得税の確定申告並びに生前贈与・相
続等の無料個別相談会（さいたま市　
埼玉県農業共済会館）

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７日　日本獣医師連盟通常総会（東京都千代
田区　東京国際フォーラム）

２月11日　ボウリング大会（さいたま市　浦和国
際ボウル）

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）

２月21日～23日　第16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）

３月15日　さいたま市支部学術講習会（さいたま
市　埼玉会館）

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）

広告
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編　集　後　記
　山茶花梅雨が明けると同時に、師走がやって

きました。一茶の句に、

『喰て寝て　ことしも今よひ　一夜哉』

とあります。大晦日を迎え、無為に過ごした日々

に対する感慨は今昔も変わらないものですね。

　今年は、豚コレラに終始した一年でした。振

り返れば、昨年９月から始まった豚コレラ（本

年11月からClassical�swine� fever�CSFと呼ぶそ

うです）の感染拡大は、不幸にも本県にも及ぶ

ものとなりました。首都圏での感染拡大によっ

て国もワクチン接種を許可しました。これによ

り、12月13日に本県５例目の豚コレラ発生に伴

う移動制限区域の解除が決定し、県内の制限区

域はなくなりました。９月13日の１例目の発生

以来、３か月に及び様々な防疫作業が展開され

ました。発生農場では県職員が殺処分を始めと

する作業にあたりました。獣医師はもちろん、

普段畜産とは縁のない職員も作業に従事したそ

うです。夜を徹しての作業は過酷なものであっ

たと思います。現時点では、感染拡大は阻止さ

れたかに見えます。これ以上の発生がないこと

を切に望みます。

　豚コレラの発生は獣医師の使命を再考する

きっかけとなりました。国家資格者は、公務員

であるか否かは問わず、その業務を以て国民の

生命と財産を守り国家に寄与することを本分と

するものです。獣医師は飼育動物の保健衛生を

確保し生命を守るとともに飼い主の生命や財産

を守る使命も併せ持つものと考えられます。明

治・大正・昭和初期のワクチンもなく病原体の

検出もままならなかった時代から、病原体の

DNA解析が家畜保健所レベルで可能な令和の

時代に蔓延防止策が殺処分を軸に構築され続け

ていることは誠に残念でなりません。

　今年の世相を代表する漢字は、『令』となり

ました。新元号の令和、法令の令、警報発令や

避難命令の令が、様々な場面で登場した結果で

す。

　決められた法律を遵守することは当然です

が、専門家は学問の進歩とともに法律を変えて

人々の暮らしをより一層快適な状態にする責任

があります。動物の保健衛生を担う専門家は言

うまでもなく獣医師であり、我々は学問の進歩

を社会に還元する使命があります。行政に携わ

る獣医師と臨床獣医師が一体となって国家国民

の負託に応えられるようになりたいものです。

　仏教の世界観の一つに『諸行無常・諸法無我』

があります。社会の出来事は留まる事なく変化

し続けます。であるからその中に身を委ねてい

れば良いというのではなく、その中で輝くこと

がヒトとしての生き方と云えましょう。私が存

在しているということは錯覚であるとも言いま

す。ヒトは様々な元素の集合体で、時期が来れ

ばまた元の元素に還るというのが真理です。ヒ

トの不幸は、我を意識することにより自分のも

のという欲望が芽生える事と言われています。

自分を虚しくすることにより本来のヒトとして

の使命が見えるのではないでしょうか。

　獣医師が獣医師であることによる社会的経済

的成功を望むことなく、獣医師であることを虚

しくすることにより、その使命を認識し行動す

ることができます。　我々獣医師の一人一人が

学び、智慧を蓄えその総和としての獣医師会が

智慧を活かすことにより理想的社会が生まれる

のではないでしょうか。

　文化12年の一茶の句

『焚くほどは　風がくれたる　おち葉哉』

　来る年が皆様にとって良い年であることを祈

念し、本年最後の会報をお届けいたします。

� （初雁）



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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