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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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　全国獣医師会会長会議は、全国の地方獣医師会長が一堂に会し、日本獣医師会の役員とともに獣医師会を

巡る重要課題についての意志統一と相互の連携・連帯を深めるための場として、その役割は大変重要なもの

となっています。そのため、昨年、新たに就任した藏内勇夫日本獣医師会会長は、同会議の一層の強化に向

け、会議の統括責任者として常設の議長及び副議長を置くことを決定し、１０月２５日開催の全国会長会議に於

いて、全会長の総意の下、初代常設議長に髙橋三男会長が、また副議長に三野營治郎三重県獣医師会会長が

選任されました。

　本年度初めての会長会議は、去る₆月２６日（木）午後₂時から東京青山の明治記念館、「蓬莱の間」に於い

て開催され、藏内勇夫日本獣医師会会長、北村直人日本獣医師会顧問（同政治連盟委員長）挨拶の後、髙橋

三男常設議長が副議長とともに登壇し、「誠心誠意、全力にて公正な議事運営に心がけたい、また地方会が

多くの課題を抱える中、本日の決定事項は地方の総意として理事会等の場を通じて日本獣医師会に繋げてい

きたい」との挨拶を行い議事に入りました。

　今回の協議事項は、①「地方医師会と地方獣医師会との連携に関する件」、②「公務員獣医師の処遇改善

に関する件」、③「獣医学環境の整備・充実に関する件」の₃件でしたが、質問等の事前通告制も新たに取

り入れる中で、議長のてきぱきとした采配により円滑に進行され、各議案とも原案のとおり了承されました。

　各議案の決定を受け、藏内勇夫会長は「それぞれとも大変重要な課題であり、日本獣医師会と地方獣医師

会が一体となり国を動かしていく必要がある。本日をその第一歩としたい。」と決意表明され、午後₃時３０分、

議長が円滑な議事運営に対する御礼を述べ、全国会長会議は閉会となりました。

全国獣医師会会長会議開催される
―髙橋三男会長　常設議長として活躍―

常設議長として挨拶する髙橋三男埼玉県獣医師会会長、
左は副議長の三野營治郎三重県獣医師会会長
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 平成26年度関東・東京合同地区獣医師大会（山梨）、
獣医学術関東・東京合同地区学会開催案内

[ 控　室 ]
＊　来賓・講師　　　　　　　　　　３F　クリスタルホール　　　　
＊　地方会長　　　　　　　　　　　３F　クリスタルホール
＊　学会長・審査員・座長　　　　　３F　あけぼの、あさひ、ありあけ
＊　地方会獣医師会事務局　　　　　2F　一止庵
＊　大会本部（山梨県獣医師会）　　　2F　一止庵
[ 交　通 ]　
＊　JR 中央線　甲府駅より、タクシ－約15分
＊　中央自動車道甲府昭和インターから、東京・大月方面に向かい、最初の信号を左折

【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 ～ 15：30 14：15 ～ 16：15 17：15 ～ 19：15

受　付
学　会 昼　　食 大　　会 市民公開講座 学　会

交流会
動物用医薬品・機器等展示　　　₂階　玉宝の間　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 平成26年₉月₇日
13：00 ～ 14：00

平成26年₉月₇日午前の部　10：00 ～ 12：00
　　　　　　　　午後の部　14：15 ～ 16：15

大会・地区学会長
分野別地区学会長

関東地区獣医師会連合会
会長　佐　藤　忠　敬

東京農工大学
白　井　淳　資

日本大学
亘　　　敏　広

東海大学
山　本　茂　貴

会　場
アピオ　　　　　中巨摩郡昭和町西条3600　　TEL：055－220－6111

₁階　寿の間 ₃階　富士の間 ₂階　扇の間、栄の間 ₃階　孔雀の間

次　第

〔大　会〕
１　開会の辞
₂　連合会長挨拶
₃　獣医師会功績者表彰
₄　受賞者代表謝辞
₅　来賓祝辞
₆　議長選出
₇　議　事
　⑴　平成２５年度経過報告
　⑵　議　案
　⑶　大会宣言
₈　閉会の辞

〔学　会〕
₁．開会の辞
₂．地区学会長挨拶
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

※　参加費：4,０００円（昼食・抄録代）
　　交流会：６,０００円
　　
※　埼玉県獣医師会会員の皆様へ
　 　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。

〔市民公開講座〕
「身近な動物から感染する
病気　最新情報」
～知っておきたい家庭や学
校でできる対策～

14：15 ～ 15：30
₁階　寿の間

〔交　流　会〕
17：15 ～ 19：15

₁階　寿の間

担当　山梨県獣医師会

　この大会・学会への参加は、今年度から事前登録することとなりました。参加を希望される方は、
至急、事務局にお知らせください。（詳細は、会報608号のP30をご覧ください）

〔講　演〕
1．発表 : １題₈分・質問₂分
2．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

3．�学会発表演題、順序：別紙のと
おり
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◎　平成26年度日本産業動物獣医学会（関東・東京）講演演題
発表順 演　者 演　　　題 獣医師会 所　属

10：10　　座長　　磯　日出夫　磯動物病院

1 牛山　市忠 管内酪農家における緑膿菌性乳房炎の続発例 山梨県 山梨県農政部畜産
課

2 吉崎　　浩 バルク乳・個体乳検査による黄色ブドウ球菌に対す
る取り組みと性状検査 東京都 東京都家畜保健衛

生所

3 大慈　祐介 乳牛の乳房炎原因菌別にみた体細胞数及び菌量につ
いて 千葉県

千葉県農業共済組
合連合会東部家畜
診療所

10：40　　座長　　山本　弘武　千葉県農業共済組合連合会

4 大町　雅則 酪農経営改善への取組～繁殖検診及び JMR シートか
らの乳量予測 山梨県 山梨県東部家畜保

健衛生所

5 原田　宗範 牛の性判別精液による IVF 胚の胚盤胞率の比較と卵
管移植法の検討 栃木県 磯動物病院

6 大島　藤太 牛の乳房内への内視鏡挿入及びその撮影 栃木県 栃木県畜産酪農研
究センター

11：１０　　座長　　篠崎　　隆　神奈川県県央家畜保健衛生所

7 天辰　正秋 牛ロタウイルス感染症に対するプロバイオティクス
製剤を用いた治療方法の検討 東京都 東亜薬品工業株式

会社

8 稲富太樹夫 豚用プロバイオティクスが PED 感染母豚に与える影
響について 東京都 稲富動物病院

9 山口　大輔 一養豚場における亜鉛充足率の低下が一要因と考え
られる離乳後事故率の増加及び改善事例 茨城県 茨城県農林水産部

畜産課
11：4０　　座長　　鈴木　　博　東京都家畜保健衛生所

10 曾田　泰史 牛Ｂ群ロタウイルスに関する成牛下痢症マルチプレックス
RT-PCR 法の再検討 埼玉県 埼玉県中央家畜保

健衛生所

１１ 水野��剛志 繁殖和牛にみられた牛ヘルペス１型による非化膿性
髄膜脳炎 群馬県 群馬県家畜衛生研

究所
〈　昼食・休憩　〉

14：１５　　座長　　鈴木　　博　東京都家畜保健衛生所

１２ 山下　　薫 豚インフルエンザの発生と分離株を用いた HI 試験の
条件検討及びその活用 茨城県 茨城県県北家畜保

健衛生所

１３ 宮田希和子 ＥＬＩＳＡを用いた牛ウイルス性下痢ウイルス持続
感染牛摘発の検討 群馬県 群馬県東部家畜保

健衛生所
14：３５　　座長　　足立　憲隆　茨城県畜産センター

１4 駒井　　圭 管内一酪農家における牛白血病対策 神奈川県 神奈川県湘南家畜
保健衛生所

１５ 濱谷　景祐 野外での忌避剤による牛白血病ウイルス感染予防効
果の検証 栃木県 栃木県県央家畜保

健衛生所

16 油井　　武 県内養豚場におけるCryptosporidiumの分子生物学
的手法を用いた疫学調査 埼玉県 埼玉県中央家畜保

健衛生所
１５：０５　　座長　　紺野　君子　（公社）横浜市獣医師会

１7 兼重　恵理�� 研修生を雇用している管内一酪農家における乳質改
善への取り組み 千葉県

千葉県農業共済組
合連合会南部家畜
診療所

１８ 堀北　哲也 口蹄疫発生時におけるチームワーク上の問題点とそ
の対策として考案した実習「やぐら鶴」の効果 千葉県

千葉県農業共済組
合連合会中央家畜
診療所
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◎　平成26年度日本小動物獣医学会（関東・東京）講演演題【Ａ会場】
発表順 演　者 演　　　題 獣医師会 所　属

10：10　　座長　　髙木　俊雄　ミュウ動物病院

1 市川　美佳 犬糸状虫に感染した若齢猫の１例 川崎市 日本動物高度医療
センター

2 佐藤　　祐 肺吸虫感染の犬の１例 川崎市 日本動物高度医療
センター

3 吉田　佳子� 猫に見られた膀胱毛細線虫（Capillaria feliscati）に
おける治療例のまとめ 千葉県 むらた動物病院

10：40　　座長　　寺内　利恭　かつらぎ動物病院

4 柴田久美子 Demodex�injai による犬のニキビダニ症の₄例 横浜市 DVM's どうぶつ
医療センター横浜

5 山下　傑夫 外科的治療を行った真珠腫性中耳炎の犬₉例 川崎市 日本動物高度医療
センター

6 馬場　智成 慢性外耳炎の関与しない真珠腫を呈したフレンチブ
ルドッグの１例 会員外 どうぶつの総合病

院
11：１０　　座長　　亘　　敏広　日本大学

7 周藤　行則 原疾患治療と適宜輸血により長期経過が得られた猫
の血液疾患₃例 千葉県 すとう動物病院

8 福永男功人��� ネコインターフェロン投与により FeLV プロウィル
スの減少が認められた猫の１例 千葉県 福永動物病院

〈　昼食・休憩　〉

14：１５　　座長　　山口　美知雄　山口動物病院

９ 澤田　眞弓 歯科用レントゲン検査の重要性を再確認した3症例 東京都 成城こばやし動物
病院

１０ 中島　麻里 膵炎による肝外胆管閉塞に対して経皮経肝胆嚢穿刺
吸引法を実施した犬の₂例 川崎市 日本動物高度医療

センター

１１ 金谷　興一 群馬夜間救急動物病院における誤飲食症例の実際 群馬県 群馬夜間救急動物
病院

14：4５　　座長　　難波　信一　マーブル動物医療センター

１２ 津山　慎吾 多発性骨髄腫と診断した猫の₁例 神奈川県 つるみね通り動物
病院

１３ 三井　隆行 低血糖から診断したアジソン病の犬の₂例 山梨県 ノア動物病院

15：０５　　座長　　武部　正美　武部獣医科病院

１4 永滝　春菜 極端な偏食を問題行動として来院した下垂体腫瘍の
１例 横浜市 DVM's どうぶつ

医療センター横浜

１９ 猿山　由美 蜜蜂の麻痺病の発生事例とウイルス性疾病の浸潤状
況 栃木県 栃木県県央家畜保

健衛生所
１５：３５　　座長　　鴻巣　　泰　（一社）埼玉県配合飼料価格安定基金協会

２０ 松本　敦子 腸管外病原性大腸菌による新生豚の敗血症 千葉県 千葉県中央家畜保
健衛生所

２１ 萩原　妙子� 早産子牛の先天性多発性血管腫 千葉県 千葉県環境生活部
自然保護課

２２ 菊池　允人 黒毛和種肥育用育成牛で発生した鼻腔内骨腫の一症
例 千葉県

千葉県農業共済組
合連合会西部家畜
診療所
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◎　平成26年度日本小動物獣医学会（関東・東京）講演演題【Ｂ会場】
発表順 演　者 演　　　題 獣医師会 所　属

10：10　　座長　　若林�一雄　若林動物病院

１ 犬飼　祥子 根治不能とされた犬の口腔内扁平上皮癌で PHT を
実施した₂例 山梨県 ノア動物病院

２ 犬飼　祥子 術中術後 PHT 及びメトロノミック療法を行った口
腔内悪性黒色腫の１例 山梨県 ノア動物病院

３ 小山　一輝 長期生存したイヌの鼻腺癌の一例 栃木県 小山動物病院

10：4０　　座長　　諸角　元二　とがさき動物病院

4 山口　恭寛 腎臓内に発生した副腎腺癌の一例 横浜市 DVM's どうぶつ
医療センター横浜

5 野上　　英 膵臓原発悪性腫瘍の肝臓転移に対しソナゾイド造影
超音波画像検査を実施した若齢猫の１例 千葉県 並木動物病院

１１：００　　座長　　市川　陽一朗　いちかわ動物病院

6 風間　善道 イヌの原発緑内障に対する隅角インプラント術の術
後成績 東京都 トライアングル動

物眼科診療室

7 稲垣　真央 明らかな外傷を伴わない角膜上皮封入囊胞のイヌの
１例 横浜市 DVM's どうぶつ

医療センター横浜

８ 福島　　潮 眼型肉芽腫性髄膜脳脊髄炎（GME）により視覚喪失
した犬の１例 神奈川県 鎌倉山動物病院

〈　昼食・休憩　〉

１4：１５　　座長　　平尾　秀博　日本動物高度医療センター

９ 灰井　康佑 手術用顕微鏡下で造袋術を行った脊髄クモ膜嚢胞の
犬の₂例 神奈川県 麻布大学

１０ 田村　達也 脾臓および大網の陥入を認めた犬の心膜横隔膜ヘル
ニアの一例 東京都 木もれ陽動物病院

１１ 杉浦　洋明 腹腔内出血に伴う緊急脾臓摘出症例の予後因子に関
する回顧的研究 横浜市 DVM's どうぶつ

医療センター横浜

１２ 福山��泰広 Subcutaneous Ureteral ByPass System（SUB）を使
用した猫の尿管閉塞の１例 神奈川県 小川犬猫病院

14：５５　　座長　　西村　亮平　東京大学

1３ 灰井　康佑 手術用顕微鏡下で造袋術を行った脊髄クモ膜嚢胞の
犬の₂例 埼玉県 とがさき動物病院

1４ 北宮　絵里 プレガバリンにて良好な疼痛の軽減が得られた変性
性腰仙椎狭窄症の猫の一例 埼玉県 あさか台動物病院

１５：１５　　座長　　武藤　　眞　ヤマザキ学園大学

１５ 稲川　憲司 大腿骨頚骨幹端骨症と診断した猫の１例 茨城県 稲川動物病院

１６ 小林　　聡 前腕変形に対し₃Ｄプリンターモデルをもとに変形
矯正を行った１例 横浜市 DVM's どうぶつ

医療センター横浜

１7 税所　文子 脛骨高平部水平化骨切り術後の短期及び長期経過に
ついての報告 山梨県 ノア動物病院

１５ 松倉　克仁 犬の混合ワクチン接種後の有害事象の検討 栃木県 蔵の街動物医療セ
ンター

１６ 稲富太樹夫 乳酸菌 H61含有犬用プロバイオティクスの皮膚に対
する影響 東京都 稲富動物病院
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◎　平成26年度日本獣医公衆衛生学会（関東・東京）講演演題

発表順 演　者 演　　　題 獣医師会 所　属

10：10　　座長　　半澤　浩幸　横浜市食肉衛生検査所

1 後藤　慶子 残留抗菌性物質スクリーニング培地の比較と感度向
上の検討 栃木県 茨城県県北食肉衛

生検査所

2 會田　雄治 LC/MS/MS を用いたドキシサイクリン試験法の検討
について 栃木県 茨城県県西食肉衛

生検査所

3 山田　沙苗 山梨県内のと畜場に搬入された豚および馬の動物用
医薬品の適用外使用事例 山梨県 山梨県食肉衛生検

査所

10：4０　　座長　　船渡川　圭次　栃木県保健環境センター

4 藤平　英一 ノロウィルス感染症予防対策を想定した手洗い設備
構造及び機能の検討 千葉県 千葉県長生健康福

祉センター

5 水越　文徳 ノロウイルス不顕性感染者の実態調査 栃木県 栃木県保健環境セ
ンター

6 西潟　　剛 山梨県内におけるロタウイルス集団感染症事例の遺
伝子解析 山梨県 山梨県衛生環境研

究所

11：１０　　座長　　横山　栄二　千葉県衛生研究所

7 井上　伸子 牛肝臓におけるカンピロバクター属菌の分布状況 群馬県 群馬県衛生環境研
究所

８ 吉野　恵子
山梨県内の大規模食鳥処理場に搬入された鶏のカン
ピロバクター保菌状況と農場での飼養状況との関連
について

山梨県 山梨県食肉衛生検
査所

9 池永由梨子 MPN 法およびリアルタイム PCR 法を併用したカン
ピロバクターの定量方法の一考察 山梨県 山梨県食肉衛生検

査所

10 藤田　雅弘 肉用鶏から分離された Streptococcus gallolyticus 
subsp. gallolyticus 群馬県 群馬県食肉衛生検

査所

〈　昼食・休憩　〉

14：１５　　座長　　藤田　雅弘　群馬県食肉衛生検査所

１１ 大井　誠明 東京都における保護・収容犬および猫のトキソプラ
ズマ抗体保有状況 神奈川県 日本大学生物資源

科学部獣医学科

12 斉藤　守弘 シカ肉を含む食肉動物の Sarcocystis 感染による食
中毒の可能性 埼玉県 埼玉県食肉衛生検

査センター

１３ 北爪　美帆
山梨県内のと畜場に搬入された馬の Sarcocystis 
fayeri の検出データを活用した馬肉取扱い業者への
衛生指導

山梨県 山梨県食肉衛生検
査所

14：4５　　座長　　笠井　　潔　茨城県県西食肉衛生検査所

１4 岩田　智明 食肉センターに搬入された牛におけるアミロイド症
の発生状況 神奈川県 神奈川県小田原保

健福祉事務所

15 佐藤　孝志 牛の食道パピローマの発生率・好発部位と病理組織
学的及び遺伝子学的検査 埼玉県 埼玉県食肉衛生検

査センター
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 市民公開講座について

会　場　　１Ｆ　寿の間（大会会場と同じ）

時　間　　１4時１５分～１５時３０分

演　題　　身近な動物から感染する病気 最新情報　～知っておきたい家庭や学校でできる対策～

講　師　　東京大学　獣医学専攻比較動物医科学講座教授　山田章雄先生

１６ 鷹野　由紀 鶏の扁平上皮癌の発生要因および病理学的検討 山梨県 山梨県食肉衛生検
査所

１５：１５　　座長　　秋山　雅彦　神奈川県動物保護センター

１7 龍尾　幸治 台湾からのコンテナに迷入した猫対応事例について 茨城県 茨城県動物指導セ
ンター

１８ 藤原　　優 飼育環境の改善が譲渡対象子猫の成長に与える影響
について 山梨県 山梨県動物愛護指

導センター

１９ 奥　　朋子 宇都宮市におけると畜検査情報還元事業について 栃木県 宇都宮市食肉衛生
検査所

広告
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事 　 務 　 連 　 絡
平成２６年₇月１０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 矢ケ崎　忠　夫　
（公印及び契印の押印は省略）　

中国産ジャーキーに起因すると思われる犬猫への
健康被害について（注意喚起）

　このことについて、平成26年7月2日付け事務連絡をもって、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
から別添のとおり通知がありました。貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。
　標記については、平成25年11月₇日付け事務連絡及び平成26年₅月26日付け事務連絡により、注意喚
起と情報提供を依頼したところですが、今般、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課長から、再度、
ペットフード関係団体あてに通知がされたことについて、環境省自然環境局総務課動物愛護管理室から、
本会に通知がありました。��
　なお、日本国内でも、米国同様の被害が発生している可能性がありますので、当該症状を呈した犬猫
に対して、飼養者が与えた餌等を確認するとともに、健康被害を確認した場合は、別添参考資料（平成
24年₄月₂日付け事務連絡「ペットフードに起因すると考えられる健康被害情報について」）に基づき、
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室あてに情報提供されたく、よろしくお願いいたします。

※通知の全文（別添含む）については、日本獣医師会ホームページ（新着情報）をご覧ください。

第１回　狂犬病予防委員会

　平成２６年₇月１５日（火）、午後₁時３０分から、さいたま市「大宮ラフォーレ清水園」において次の事項を協議
した。
₁　会長挨拶
　�　本年度事業も役員や会員の御理解と御協力の下で順調に推移しており感謝する。特に、集合狂犬病予防

注射事業の実施にあたっては、市町村との契約締結に尽力いただき、円滑に集合注射を行うことができた。
　　本日は、本年度の集合注射の実施状況を踏まえ、今後の適正な事業運営について協議をお願いしたい。

₂　協議事項
　⑴　平成２６年度集合狂犬病予防注射実施結果について
　　�　実施者数３３２名、注射頭数１０５,7３９頭（前年比　９５.０８％）であることが報告され、各実施班の注射頭数

及びワクチンの使用量等を確認した。
　　�　また、予防注射実施に伴う資材処理費や会場協力費等の費用について各実施班への送金額が承認され

るとともに、注射事故₁件が報告され意見交換が行われた。
　⑵　その他
　　　予防注射の接種率や法令違反等、狂犬病予防対策に関わる当面の課題について協議した。

会 務 報 告
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第１回　班長会議

　平成２６年₇月１５日（火）、第₁回狂犬病予防委員会に引き続き、午後₂時4５分から、さいたま市「大宮ラフォー
レ清水園」において次の事項を協議した。
₁　会長挨拶
　�　班長の御尽力により本年度の集合狂犬病予防注射も円滑に実施することができた。また、賛助会員には

大変、御協力を賜り御礼申し上げる。
　�　今後、少子高齢化に伴い動物の飼育頭数は減少していくことが予想される中、種々、課題もあるが、引

き続き、適切な集合狂犬病予防注射の実施に向けて努力していきたい。

₂　協議事項
　⑴　平成２６年度集合狂犬病予防注射実施結果について
　　�　先の狂犬病予防委員会で承認された各事項について報告がなされた。資材処理費等の経費について

は、経費節減のため振込みとはせず、本日の会議終了後、各班長に直接手渡す旨が説明された。
　　　また、注射頭数等について、各班の実情について意見交換を行った。
　⑵　その他
　　�　集合予防注射等、狂犬病予防対策を巡る情勢等について報告されるとともに、当面の課題について協

議した。

広告
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東支部長　八木　賢裕

　東支部では₈月２4日（日）日本小動物医療センター消化器科の中島亘先生をお招きし「犬と猫の消化管疾患
診断アプローチと治療のコツ２０１4」と題し学術講習会を開催いたします。診療の中でも多く遭遇する消化器
疾患を国内で見る機会が多い症例を中心に、できるだけ多くの症例の画像と動画、最新の学術論文を含めて
ご講演いただく予定です。
　先生方のご参加をお待ちしています。

日　　時　　平成26年₈月24日（日）
　　　　　　14：30～18：00頃まで（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　　久喜総合文化会館　広域展示室　
　　　　　　久喜市下早見１4０
　　　　　　TEL：０4８０-２１-１7９９
演　　題　　「犬と猫の消化管疾患　診断アプローチと治療のコツ2014」
講　　師　　日本小動物医療センター消化器科　中島�亘先生
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）
当日の講演内容の録音はお断りいたしております。皆様のご協力をお願いいたします。

さいたま市支部長　新井宣明

　さいたま市支部では、平成26年8月24日（日）に東京動物心臓病センターの岩永孝治先生をお招きして「僧帽
弁閉鎖不全症の外科適応と内科適応～循環器内科医の立場から～」と題して講習を行います。日常の診療で
遭遇することの多い僧帽弁閉鎖不全症の最新知見についてご講義いただきます。
　多くの先生方のご参加をお待ちいたします。

日　　時　　平成26年₈月24日（日）
　　　　　　13：30～16：30
場　　所　　大宮法科大学院大学　₂階　講堂　
　　　　　　さいたま市大宮区桜木町4-３３３-１３
　　　　　　TEL：０4８-６５８-８１０１
演　　題　　「僧帽弁閉鎖不全症の外科適応と内科適応
　　　　　　　～循環器内科医の立場から～」
講　　師　　東京動物心臓病センター
　　　　　　　日本獣医循環器学会認定医　岩永孝治先生
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

予　　告

さいたま市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（₂）（₄））

17 121

２

八十二銀行 そごう

アルシェ

大宮DOM
ショッピングセンター

Ｊ
Ｒ
大
宮
駅

西
口

ソニック
シティ
ソニック
シティ

武蔵野銀行

大宮法科大学院大学

N

工業団地

久喜インター

県立図書館
市役所

歩道橋
スタンド

スタンド

久喜小学校
眼科

至菖蒲

至栗橋大宮栗橋線

至騎西 至騎西 至鷲宮

歩道橋

至宮代 至幸手
至宇都宮至大宮・上野

NTT サリア

す
か
い
ら
ー
く

久
喜
総
合

　

文
化
会
館

消
防
署

警
察

西口
く　き
東口

久喜中学校
郵便局
久喜農協
久喜高

至大宮

東
北
自
動
車
道

中
央
公
民
館

ヨ
ー
カ
ド
ー

東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）（₄））
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　東支部では9月２１日（日）どうぶつ眼科 Eye�Vet の小林一郎先生をお招きし、明日からの眼科診療に役立つ
シリーズ：「犬種別眼科疾患：柴犬・シーズー」と題し学術講習会を開催いたします。犬種別による眼科疾患
の考え方、遺伝性疾患など実際の症例から系統立てて解説していただく予定です。

＊�眼科講習会という特性から配布するテキストはすべてカラーとさせていただきました。
多くの先生のご参加をお待ちしています。

日　時　　平成26年₉月21日（日）14：30～18：00頃まで（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
　　　　　〒３4３-０８4５　越谷市南越谷１-２８7６-１
　　　　　TEL：０4８-９８５-１１１１

演　題　　明日からの眼科診療に役立つシリーズ
　　　　　「犬種別眼科疾患：柴犬・シーズー」

講　師　　どうぶつ眼科 Eye�Vet　小林一郎先生

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）

当日の講演内容の録音、録画はお断りいたしております。
皆様のご協力をお願いいたします。

東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） ）
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至春日部

南越谷駅

至草加 至草加

至春日部

JR武蔵野線

ダイエー
南越谷店

至
松
戸

東
武
伊
勢
崎
線

新
越
谷
駅 旧

4
号
線（
49
号
線
・
足
立
越
谷
線
）

新　入　会　員　報　告

吉
よし

武
たけ

　勇
はや

人
と

さいたま市在住
団体支部

支　部　名 氏　　　　　名 診療所名

団　体 吉武　　勇人 さいたま市見沼区・片岡愛犬病院

勤務部会

新入会員報告
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埼玉県獣医師会に入会して
新入会員の抱負

東支部　田熊　大祐
（たくま動物病院）

　はじめまして、昨年埼玉県獣医師会に入会させていただきま
した、田熊大祐（たくまだいすけ）と申します。2002年に日本
獣医畜産大学（現　日本獣医生命科学大学）を卒業後、上尾市
内の動物病院で勤務した後に、2012年12月に行田市にて「たく
ま動物病院」を開業いたしました。
　我が家は、祖父、父をはじめ代々獣医師ということもあり、
将来獣医師になり動物病院を開業することが幼い頃からの夢で
した。生まれ育った行田市で開業することができ、これから地
域に恩返ししたいと考えております。
　私は幼少期から金魚や熱帯魚などの観賞魚が大好きで、大学
時代は魚病学教室に所属しておりました。社会人になってから
も魚への愛が止まらず、勤務医をしながら魚病学教室所属の大
学院生になり、魚の水カビ病などの研究をして博士号を取得し

ました。現在、アロワナやポロプテルスなどの大型魚やランチュウなどの金魚を飼育し、日々癒されています。
　最近運動不足を実感しており、妻に誘われて先日行ったハイキングで適度に運動することの心地よさを感
じました。支部で早朝行っているソフトボールの練習も日頃の運動不足の解消になればと思います。
　開業し、まだまだ慣れないことが多く不安になることが多々ございますが、獣医師会の先生方、特に東支
部や行田分会の先生方には大変よくしていただき、とても感謝しております。支部研修旅行などの獣医師会
の行事に参加させていただき、多くの先生方から貴重なお話を聞くことができ大変嬉しく思っております。
　皆様方にはこれからも大変お世話になるかと思いますが、今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い致し
ます。

ひ　ろ　ば

日光、戦場ヶ原にて

　南第一支部・南第二支部では、₆月２２日（日）、埼玉会館において第₁回合同学術講習会を開催いたしまし
た。講師として「どうぶつの総合病院　病理科」の近藤広孝先生をお招きして「獣医病理学をもっと身近に感
じるために～専門医の立場から～」というテーマで講演をして頂きました。
　まず米国における獣医病理専門医制度について簡単にまとめて頂き、その後、病理検査提出についてアー
ティファクトの出ないようちょっとした工夫や診断書の見方など、普段あまり気にとめていない部分につい
て講義を頂きました。また病理検査診断書の読み解き方や病理解剖についても触れて頂き、実際全身臓器の
精査を行う完全剖検や、一定の臓器のみ行う部分剖検など剖検の受付方法も数種類あって、実際剖検を受付
している施設として機能しているということでした。
　今回も多くの先生方にご参加を頂きました。また近藤先生には短い時間の中丁寧に大変分かりやすくご講
演頂きました。
　近藤先生、また参加頂いた多くの先生方に感謝申し上げます。
　次回は１２月7日（日）に日本獣医生命科学大学の藤田先生をお招きしてご講演を頂く予定になっております。
＜参加者内訳＞

出席者 さいたま市支部 南第一支部 南第二支部 西支部 北支部 東支部 団体支部 会員外
３7名 6名 12名 8名 １名 0名 3名 5名 2名

南第一支部・南第二支部合同学術講習会開催報告
南第一支部長　　田中　　裕
南第二支部長　　長澤　泰保
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埼玉県獣医師会ゴルフ同好会　会長　斎藤　和也
幹事　桑島　盛代

岡田　憲次
　　小堺　正人

　超強級台風₈号が関東に接近していた₇月10日（木）、東松山カントリークラブにおいて第126回埼玉県獣
医師会ゴルフ同好会コンペが30名の参加者で開催されました。幸い、雨風に当たることもほとんどなく無事
プレーすることが出来ました。成績は以下の通りで、往年の名手による₁, ₂位独占となりました。

　次回は１０月₉日（木）越生の日本カントリークラブにて開催する予定です。和気あいあいの楽しい会ですの
で、会員の皆様の参加をお持ちしております。

優　　勝　　宇津木　清　先生（西支部）　　　NET�64（₈アンダー）
準 優 勝　　石黒　富雄　先生（南第₂支部）　NET�67（₅アンダー）
第 ₃ 位　　長谷川繁雄　先生（東支部）　　　NET�69（₃アンダー）
べスグロ　　斉藤　良幸　先生（農林支部）　　83ストローク

第126回埼玉県獣医師会ゴルフ同好会コンペ結果報告

和やかな中で表彰式、懇親会を開催

左から、₃位入賞の長谷川繁雄、優勝した宇津木清、
準優勝の石黒富男の各先生

初参加の、左から 山田和男（北支部）、増田淳（衛生支部）、
道野英司（さいたま市）の各先生
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　第３7回ソフトボール大会を下記により開催する予定です。今後、厚生委員会で詳細を決定し、その内容を
次号（₈月20日編集）にてご案内いたしますので、会員の皆様には、日程調整の上、振るってご参加下さい。

１　日　時　平成26年10月13日（月）（予定）
 　　　　　※予備日 11月₉日（日）
₂　会　場　埼玉県吉見総合運動公園（予定）
　　　　　　比企郡吉見町今泉141
　　　　　　電話：０4９３-５4-47０１
　　　　　●　車を利用
　　　　　　⑴　関越道　東松山ＩＣから１２㎞
　　　　　　⑵　�国道１7号　「箕田（南）」交差点から

₄㎞
　　　　　　⑶　�国道１7号　「天神₂丁目」交差点から

（県道２7号�「下細谷」交差点を経由）
１０㎞

　　　　　●　電車、バスを利用
　　　　　　⑴　東武東上線の場合�
　　　　　　　�東松山駅から、バス「鴻巣免許センター（鴻巣駅経由）行き」で「古名」バス停下車、徒歩約₂㎞
　　　　　　⑵　ＪＲ高崎線の場合
　　　　　　　鴻巣駅から、バス「東松山駅行き」で「古名」バス停下車、徒歩約₂㎞

埼玉県獣医師会主催　第３７回 ソフトボール大会開催（予告）
お 知 ら せ

吉見総合運動公園吉見総合運動公園

至
大
宮

至
北
本
駅

至
吹
上
駅

荒
川

東
京
方
面

新
潟
方
面

至
熊
谷

吉見町役場吉見町役場

「箕田（南）」「箕田（南）」

「天神 2丁目」「天神 2丁目」

東松山
IC
東松山
IC

「ふれあい広場」「ふれあい広場」
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407

407254

254

北
鴻
巣
駅

東
松
山
駅

鴻
巣
駅

２６福獣医第５５号
平成２６年₇月２4日

　公益社団法人埼玉県獣医師会
　　　　会長　髙橋　三男　様

公益社団法人福島県獣医師会
会長　森　澤　道　明

福島県動物救護本部　　　　
本部長　森　澤　道　明

（公印及び契印の押印は省略）

東日本大震災並びに東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う
被災ペットの譲渡について（依頼）

　日頃より、本県の被災ペット救護活動にご支援ご協力を賜り感謝申し上げます。
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　東日本大震災等の発災後₃年₄ヶ月が経過いたしましたが、今でも本会会員はじめ多くの
住民が大変不自由な避難生活を余儀なくされております。
　また、未解決な課題が山積しており、復興までにはまだまだ時間がかかるものと思われま
す。
　この様な状況のなか、原発事故に伴う警戒区域内（立入禁止区域）から保護されたペット
は1,000頭を超えておりますが、飼い主への返還や貴会はじめ関係団体や多くの方々の善意
により新たな飼い主への譲渡が進み、飼育頭数も大分少なくなりましたが、₇月15日現在犬
₉頭・猫64頭を福島県動物救護本部（事務局：福島県獣医師会）が運営している動物シェル
ターで収容管理をしております。
　現在では、立入り禁止区域（帰還困難区域）から新たに保護されるペットもなく、また犬
猫に対する住民からの苦情もなくなっていることから、平成26年秋季を目途に動物シェル
ター業務を終了できるよう、関係機関と検討しております。
　つきましては、現在収容しておりますペットについて、更に譲渡（特に猫）を推進する必
要があることから、貴会のご理解をいただき譲渡推進にご協力を頂けますよう会員各位に周
知方お願い申し上げます。
　なお、譲渡可能ペットについての情報は、「福島県動物救護本部のホームページ」に詳細
に掲載しておりますので参考にしていただくよう併せてお願い申し上げます。

【福島県動物救護本部アドレス】
www.huku-kyugo-honbu.org/

【譲渡に関する問合せ先】
福島県動物救護本部（事務局：福島県獣医師会）
電話　024-522-3921

（事務局より）
　被災ペットの譲渡を希望される方は、「福島県動物救護本部」のホームページをご確認の上、
所定の「犬又はねこの譲り受け申込書」を郵送またはＦＡＸで福島県庁（食品生活衛生課）あて
に提出して下さい。
　なお、申込みにあたっては、譲渡条件や注意事項がございますので、お問い合わせは直接福島
県動物救護本部にお願いします。
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米で犬１千匹、謎の死
「中国産ジャーキーが関係」指摘も
07年から被害

　米国でペット用ジャーキーを食べた犬が体調を

崩したり、死んだりする被害が相次いでいる。製

品に含まれる中国産の原料が関係しているとみら

れるが、複数のメーカー製で被害がでており、症

状にもばらつきが多く、なぞが多い。米食品医薬

品局（FDA）は、原因解明を急ぐとともに、むや

みに与えないよう飼い主に呼びかけている。

　米議会の公聴会で１7日に証言した FDA の

フォーファ副部長によると、ジャーキーによる被

害は２００7年から出始め、今年₅月までに4８００件の

届け出があった。犬５６００匹以上が食後に吐いた

り、下痢をしたりして₁千匹以上が死んだ。₆割

は胃腸の疾患、₃割は腎臓や膀胱に異常があった。

　被害にあった犬が共通して食べていたのが、

中国産の鶏肉やカモ肉などを含むジャーキー。

FDA の分析で、米国の養鶏場で使用が禁止され

ている抗ウイルス薬の成分が検出されるなどし

た。ただ、ごく微量で直接の原因とは考えにくい

という。

　米ペット用品販売大手のペットコは₅月、年内

に中国産ジャーキーの販売を取りやめ、米国産や

南米産などに切り替える方針を表明するなど、業

界で中国産を締め出す動きも出始めている。FDA

は「ジャーキーを与えなくても、犬の栄養バラン

スに支障はない」と注意を呼びかけている。

� （ワシントン＝小林哲）

� 朝日新聞　₆月３０日

熱中症　愛犬にも注意を
こまめに観察　前兆つかむ
難しい体温調節　散歩は涼しい時間に

　連日の猛暑で熱中症への警戒が必要な季節。人

切り抜きニュース だけでなく、地面により近いペットの熱中症も年

間七百件報告されている。体温調節の難しい愛犬

が元気に過ごすためのノウハウを、酷暑対策の代

表例としてまとめた。

　東京都福生市の会社員、園部夏織さん（２7）が飼

うフレンチブルドッグのジジちゃん（メス、１２歳）

は２０１２年₆月、熱中症で命の危険にさらされた。

　園部さんはエアコンをつけずに外出。帰宅する

とジジちゃんの目がうつろで、翌日には一時間に

六回も嘔吐。病院に行くと熱中症と診断された。

約一カ月、皮下点滴で水分を補給し、危機を脱し

た。園部さんは「暑さに弱い犬種と知らなかった。

数週間は死んでしまうのかと思った」と振り返る。

　それ以来、夏場には犬専用の保冷剤を首に巻い

たり、イオン飲料を飲ませる。車にはなるべく乗

せず、日中の散歩も控えているという。

　ペットは熱中症になると、ぐったりして呼吸が

浅く速くなり、嘔吐と下痢を繰り返し、死ぬ場合

もある。

　ペット専門の保険会社「アニコム損害保険」（東

京都新宿区）によると、熱中症の発生件数はここ

数年増加。₆～₈月に多く、特に₆月の１００件に

対し、₇月は２６９件、₈月は２８4件と₃倍近くにな

り、最も注意が必要な時期だ。自宅での発生が

６7％で、身近にいながら救えず、自責の念に駆ら

れる飼い主も少なくない。

　特に、犬は全身に汗腺がなく、体温調節が難し

いため、熱中症のリスクが高い。ブルドッグやシー

ズーなどの短頭種がなりやすく、体の熱を閉じ込

めやすい肥満犬や老犬や子犬、心臓や呼吸器に持

病がある犬も要注意だ。

　グラース動物病院（東京都杉並区）の小林豊和獣

医師は「熱中症の増加は、温暖化に加え、犬の高

齢化が背景にある。気温の目安は２２度。服を着て

いたり、キャリーバッグの中にいるとより危険が

高まる」と説明する。

　対策はこまめに観察し、いち早く前兆をつかむ

ことだ。いつもより息遣いが早く、動きたがらな

い状態は要注意。症状は急激に進む。
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　また、犬と人間の体感温度は違う。ベビー用品

大手「アップリカ」の調査（２００7年）によると、人間

の胸の高さ（１２０㌢）で３８.１度の時、犬の足がじか

に触れる地表温度は５１.２度。中型犬の胸の高さで

は、4０.１度に。また、「人感センサー」つきのエア

コンが犬の高さの温度に反応せずに切れ、熱中症

になる場合もある。

　「犬の高さに温度計を置くなど、犬の立場になっ

て対策を」と小林獣医師。「愛犬の熱中症チェッ

カー」（ペットライン）のように、愛犬のリードや

ケージに付けて温度と湿度が測れ、危険度が高ま

るとランプとブザーで知らせる商品もある。

　小林獣医師は「ペット用のイオン飲料などで水

分をとり、散歩は涼しい時間に」と呼び掛けてい

る。

� （安食美智子）

� 東京新聞　２０１4年7月１7日

飼い犬24時間介護
イオン系、ペット店に

　イオンのペット用品子会社、イオンぺット（千

葉県市川市）は７日、大型商業施設「イオンモール

幕張新都心」（千葉市）に犬の介護施設を開く。ス

タッフが24時間常駐し、犬の体調を見ながら食事

や運動の面倒を見る。料金は小型犬で月10万円、

大型で20万円。

　施設はペット専門店内に設ける。面積は34平方

㍍で、犬の大きさや種類に応じて₅つの滞在ス

ペースを備えた。動物病院を併設する。

　契約期間は₃カ月、半年、₁年の₃パターンで、

料金には食事代と診療代、月１回程度のトリミン

グなどを含む。預かる犬に年齢制限は設けない。

当面は20頭程度の受け入れを見込んでいる。

　定期的に面会に来るのが難しい飼い主には、犬

の様子をカメラで映してインターネットで見られ

るサービスも用意する。

� 日本経済新聞　₇月₃日

子犬のワクチン
無許可販売容疑
世田谷の獣医師を逮捕

　ペットショップ経営者が獣医師免許がないのに

子犬にワクチンを注射していた事件で、警視庁生

活環境課と三田署は27日、無許可でワクチンを経

営者に販売したとして、東京都世田谷区の獣医

師、並木良輔容疑者（42）を薬事法違反（無許可販

売）の疑いで逮捕した。

　並木容疑者が経営する動物病院からペット

ショップに獣医師を派遣しており、並木容疑者は

「うちの獣医師が使うものとして渡していた」と容

疑を否認しているという。

　逮捕容疑は2013年₆～12月、医薬品販売業の許

可がないのに、子犬用の予防接種用ワクチンなど

19箱（計18万4700円）を港区のペットショップに販

売した疑い。

　生活環境課によると、並木容疑者は11年₇月か

ら13年12月までの間、このペットショップに約

185万円分のワクチンなどを販売していた。

� 日本経済新聞　₆月27日
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年　月　日 産　業　動　物 小　　　　動　　　　物 公　衆　衛　生
₆月１4日㈯
　～１５日㈰

第８８回獣医麻酔外科学会／第１００回日本獣医循環器学会／第５５回日本獣医画像診断学会
２０１4春季合同学会　（さいたま市　大宮ソニックシティ）

₆月２２日㈰

南第一支部・南第二支部
　「獣医病理学をもっと身近に感じるために
～専門医の立場から～」
　どうぶつの総合病院病理科　近藤広孝　先生
　（さいたま市　埼玉会館）

₈月２4日㈰

　さいたま市支部
　「僧帽弁閉鎖不全症の外科適応と内科適応
～循環器内科医の立場から～」
　東京動物心臓病センター日本獣医循環器
　学会認定医��岩永孝治　先生
　（さいたま市　大宮法科大学院大学)

₈月２4日㈰

東支部
　「犬と猫の消化管疾患診断アプローチと
　 治療のコツ2014」
　日本小動物医療センター消化器科　
　中島亘　先生
　（久喜市　久喜総合文化会館）

₉月₇日㈰ 平成２６年度　関東・東京合同地区獣医師大会（山梨）獣医学術関東・東京合同地区学会
（山梨県中巨摩郡昭和町　アピオ）

₉月２１日㈰
東支部
　「犬種別眼科疾患：柴犬・シーズー」
　どうぶつ眼科Eye�Vet　小林一郎　先生
　（越谷市　越谷サンシティ）

１０月１7日㈮

北支部・八日会
　「仔牛の免疫について」
　�北里大学獣医学部大動物臨

床学研究室
　大塚浩通　先生
　（�熊谷市　熊谷家畜保健衛生所）

１０月１９日㈰
西支部
　「内分泌を極める　副腎」
　東京大学　松木直章　先生　
　（川越市　川越南文化会館）

１０月２６日㈰

北支部・八日会
　「前肢の歩行異常を見極める」
　日本大学生物資源学科獣医外科学教室
　枝村一弥　先生
�　（本庄市　児玉文化会館セルディ）

１０月２６日㈰

東支部
　「膝蓋骨脱臼治療の合併症
　橈骨・尺骨の骨折治療の合併症」
　コーネル大学（米国獣医外科専門医）
　林慶　先生
　（越谷市　越谷サンシティ）

１２月₇日㈰
南第一支部・南第二支部
　「仮題：呼吸器疾患」
　日本獣医生命科学大学　藤田道郎　先生
　（さいたま市　埼玉会館）

１２月１4日㈰

北支部・八日会
　「後肢の歩行異常を見極める」
　日本大学生物資源学科獣医外科学教室
　枝村一弥　先生
　（本庄市��本庄商工会議所）

平成２6年度埼玉県獣医師会学術広報版
（平成２６年₇月２０日現在）
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事務局職員の変更について

　この度、事務局の稲葉ちづる職員が退職することとなり、その後任者について公募の結果、約
１３０名にも上る応募者の中から数次にわたる面接等、厳正な選考を経て、間山萌職員（さいたま市
在住）を採用することとなりましたのでお知らせします。

間山　萌
　この度、事務局職員としてお世話になることとなりました。会員の皆
様のお役にたてるよう精一杯努力して参りますので、前任者同様、ご指
導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

　　略歴
　　平成２０年₃月　　専修大学付属高等学校卒業
　　平成２4年₃月　　専修大学法学部法律学科卒業
　　その後、都内法律事務所に勤務、退職

稲葉ちづる
　₃年₂か月の間、事務局職員として勤務させて頂きましたが、この度、
退職することとなりました。会員の先生方には大変お世話になりました
こと、改めて厚く御礼申し上げます。

間
ま

山
やま

　萌
もえ

事務局より

年　月　日 産　業　動　物 小　　　　動　　　　物 公　衆　衛　生

１２月２１日㈰
西支部
　「内分泌を極める　甲状腺」
　東京大学　松木直章　先生
　（川越市　川越南文化会館）

１２月
農林支部
　平成26年度
　埼玉県家畜保健衛生業績発表会

平成２7年
₂月₁日㈰

さいたま市支部
　「演題：未定」
　近藤広孝　先生
　（場所：未定）

₂月１３日㈮
　～１５日㈰

平成２６年度��日本獣医師会獣医学術学会年次大会（岡山）
（岡山市　岡山コンベンションセンターほか）

₂月 農林支部
　関東甲信越家保業績発表会

衛生支部
　健康福祉研究発表会
　食肉衛生技術研修会

₃月₈日㈰

西支部
　「麻酔・周術期管理」
　小動物麻酔鎮静サポート　長浜正太郎　
先生
　（川越市　川越南文化会館）
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₆月２２日　南第一支部・南第二支部合同学術講習
会（さいたま市　埼玉会館）

₆月２4日　埼玉県狂犬病予防協会役員会（さいた
ま市　さいたま商工会議所会館）

₆月２６日　日本獣医師会第₁回全国獣医師会会長
会議（東京都港区　明治記念館）

₆月２7日　日本獣医師会第₂回理事会（東京都港
区　明治記念館）

₆月２7日　日本獣医師会第7１回通常総会（東京都
港区　明治記念館）

₇月１３日　平成２６年度第₂回関東・東京合同地区
獣医師会理事会・幹事会（山梨県甲府
市　ニュー芙蓉）

₇月１５日　第₁回狂犬病予防委員会・班長会議（さ
いたま市　大宮ラフォーレ清水園）

₇月１7日　埼玉県狂犬病予防協会第4９回定期総会
（さいたま市　さいたま商工会議所会館）

₇月１８日　日本獣医師会全国獣医師会事務・事業
推進会議（兵庫県神戸市　神戸ポート
ピアホテル）

₇月２4日　畜産フェア２０１4（仮称）実行委員会（熊
谷市　埼玉県農林総合研究センター）

₇月２4日　埼玉県畜産会第₂回役員会（熊谷市　
埼玉県農林総合研究センター）

₇月２５日　損害評価会全体会議（さいたま市　埼
玉県農業共済会館）

₈月₇日　埼玉県畜産会臨時総会（熊谷市　埼玉
県農林総合研究センター）

₈月２4日　さいたま市支部学術講習会（さいたま
市　大宮法科大学院大学）

₈月２4日　東支部学術講習会（久喜市　久喜総合
文化会館）

₉月₇日　平成２６年度関東・東京合同地区獣医師
大会（山梨）、獣医学術関東・東京合
同地区学会（山梨県中巨摩郡昭和町　
アピオ）

₉月１９日　（予定）日本獣医師会第₃回理事会（東
京都港区　日本獣医師会）

₉月２１日　東支部学術講習会（越谷市　越谷サン
シティ）

１０月₃日　日本獣医師会第₂回全国獣医師会会長
会議（東京都港区　明治記念館（予定））

１０月₄日　日本獣医師会主催２０１4動物感謝デー�
in�JAPAN（東京都世田谷区　都立駒
沢オリンピック公園）

１０月１３日　（予定）第３7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１7日　北支部・八日会合同学術研修会（熊谷
市　熊谷家畜保健衛生所）

１０月１９日　西支部学術講習会（川越市　川越南文
化会館）

１０月２６日　北支部・八日会合同学術研修会（本庄
市　児玉文化会館セルディ）

１０月２６日　東支部学術講習会（越谷市　越谷サン
シティ）

１２月₇日　南第一支部・南第二支部合同学術講習
会（さいたま市　埼玉会館）

１２月１4日　北支部・八日会合同学術研修会（本庄
市　本庄商工会議所）

１２月２１日　西支部学術講習会（川越市　川越南文
化会館）

平成２7年
₂月₁日　さいたま市支部学術講習会（場所　未

定）�
₂月１３日～１５日　平成２６年度日本獣医師会獣医学

術学会年次大会（岡山）（岡山県岡山
市　岡山コンベンションセンターほ
か）

₃月₈日　西支部学術講習会（川越市　川越南文
化会館）

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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もう₇月も終わる、早い、一年の半分を
折り返してしまった。ゲリラ豪雨、大粒で
大量の雹の被害。被害に遭われた方々には
お気の毒であるが、幸い農作物への被害は
あまりない様だが日本は既に亜熱帯地方に
入ってしまったのだろうか？自然の成す業
だからどうする事も出来ないが、我々人類
にも温暖化の責任はあるのでは？

ザック JAPAN は早々と散ってしまっ
た。決勝トーナメントは質が違う、特に決
勝は“素晴らしい！感動した”国を背負って
の必死のプレーと技術の高さである。そし
て、世界の国々のサッカーへの関心度は日
本の比ではない。テレビで良く見るが、野
球はグローブやバットなど道具にお金がか
かる。子供達がボール一つを蹴って裸足で
遊んでいる国と、片やエアコン付けてゲー
ム遊びが盛んな国との差だ。優勝だなんて
恥ずかしい。マスコミや関係者が騒ぎ過ぎ
ではなかったか？

高校野球埼玉大会の熱戦が続く。今年は
強豪校がことごとく負けて、ある意味面白
い。女子の応援団長と埼玉版の新聞紙上を
賑わしている弱小高校を応援して半世紀、
始めて四回戦に駒を進めた。自らも時間を
工面して球場に数回足を運んだ。獣医界も
女性獣医師が増えたが、東京六大学、東都
大学も女子も男子も関係ない、女子の方が
しっかりしている。試合は負けた。　　

野球とは別に、精いっぱい戦って、勝っ
ても負けてもスタンドで校歌を歌いエール
で相手の健闘を不動の姿勢で称え合う姿は
他の国にあったろうか？ W 杯や五輪でも
見たことがない。相手に敬意を表し称える
気持ちはいつも持ち続けたいものである。
「集団的自衛権」が鳴りをひそめてしまっ

たが、戦後に生まれた我々は日本の戦後の
悲惨さの実感はあまりない、と言うか忘れ
てしまっている。マスコミや終戦後の父母
や祖父母からの聞いた話ぐらいである。先
日の新聞に、元自民党官房長官・幹事長の
野中広務さんが「戦争を想像するのは難し
い。身近に犠牲者が出て初めて（こういう

ことか）とわかるのかも」と語っていた。
政府はどうして前のめりにならなくては

いけないのか？ 7０年近く平和国家を守り
続けて来た。どうしてこのままではダメな
のか？ごく普通に心配したくなる。このま
まではお隣さんと益々仲が悪くなるだけ
だ。

また、マレーシア航空の民間機がウクラ
イナ上空で撃墜されたとのニュースが飛び
交わっている、留まる事を考えられないの
か？益々世界が深みにはまって行くのが心
配だ。

会報にある様に₉月₇日に関東・東京合
同地区獣医師大会が山梨県獣医師会の担当
で開催されます。今年から事前登録となり
ましたので、参加希望者は事務局に申し込
んで下さい。甲府までは電車も良し、圏央
道で八王子 JCT から廻るのも良し、釜伏
トンネルから雁坂トンネルを抜けて秩父の
景色を見ながらのドライブでの学会参加も
良いかと思います。そして、世界遺産の富
士山もゴルフもあります。お隣の県です。
多くの会員の皆様の参加をお願いいたしま
す。

また、１０月１３日にはソフトボール大会が
昨年と同じ吉見町の吉見運動公園で開催さ
れる予定です。詳細は今後厚生委員会で決
定されますが、皆様準備を怠りなくお願い
致します。

先日の１５日に狂犬病予防委員会並びに班
長会議が開催されました。人口が減り経済
的な面でも動物を飼える環境が狭まる中、
殆どの班で集合注射頭数が毎年減少してお
ります。他にも様々な原因があるかもしれ
ません。我々の使命は接種率の向上です。
また、埼玉県獣では消費税がアップしたに
も関わらず他県に比べて技術料は少しのダ
ウンに留まりました。実施者の先生方には
ご迷惑をおかけ致しましたが、執行部や事
務局の努力に感謝申し上げます。

これからが夏、本番です。亜熱帯に入っ
たのか、会員の皆様健康には十分留意され
猛暑の夏を乗り切りましょう。� （不動）

編　集　後　記
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