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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３年度ソフトボール大会の開催中止について
　新型コロナウイルス感染症の拡大により、８月２日に３回目の緊急事態宣言が埼玉県で発令されました。
　ソフトボール大会につきましては、例年スポーツの日（旧体育の日・10月第２月曜日）に開催を計画して
おりますが、今年はオリンピック開催のためスポーツの日が７月23日に変更され、10月の祝日はなくなって
います。
　また、新型コロナウイルスはデルタ株への置き換わりが進み、夏休みが重なったこともあり、埼玉県でも
１千人を超える新規感染者が連日確認されています。保健所の職員は多忙を極めており、当会の衛生支部会
員もその対応に追われているところです。頼みの綱であるワクチン接種も国からのワクチン供給の遅れもあ
り、県の集団接種など新たな試みも始まっていますが、多くの会員が２回の接種を終え、免疫を獲得するに
はしばらく時間がかかりそうです。
　このような状況から、厚生委員会が書面協議で開催され、すべての委員が今年度の開催中止に賛成しまし
た。この結果については役員にも了承していただき、開催中止を決定しました。一昨年度の豚熱（豚コレラ）
の県内発生に伴う開催中止、昨年度の新型コロナウイルス感染拡大に伴う開催中止に引き続いての事態とな
り、まことに残念ですがご理解いただきますようお願いします。

令和３年度　関東・東京合同地区獣医師大会・三学会の開催について
　８月18日（水）13：30から第３回臨時関東・東京合同地区理事会がZoomにより開催され、髙橋三男会長
がオンラインで出席しました。会議では新型コロナウイルスの感染拡大により、緊急事態宣言が関東地方で
は茨城、栃木、群馬県にも拡大されたことにより、９月12日（日）に栃木県総合文化センターにおいて、
10：00から開催予定の三学会及び、13：00から開催予定の獣医師大会の開催について協議されました。
　その結果、三学会については、発表者は会場での発表はせずに、事前に提出した発表動画をオンライン配
信することとし、獣医師大会については開催を中止することになりました。これに伴い、翌日に開催されて
いる親睦チャリティーゴルフコンペも開催中止となりました。
　つきましては、９月12日（日）は栃木県総合文化センターで行われる行事はありませんので、ご承知おき
ください。
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勤務部会

広告



3

予　　告

北支部長　大橋　邦啓
学術委員　山本　慎也

　新型コロナウイルス感染症収束の兆しが見えず、会員の皆様におかれましてはその対策に様々な注意を
払っていることと存じます。
　この度、東京農工大学農学部付属感染症未来疫学研究センターの水谷哲也先生に「新型コロナウイルス感
染症対策および動物への感染」についてご講演をお願いしました。
　情報をアップデートしていただき日々の感染防御対策にお役立てください。

日　　時：令和３年９月９日（木）
　　　　　13：30～15：30

演　　題：「新型コロナウイルス感染症対策および動物への感染について」

講　　師：東京農工大学農学部付属　感染症未来疫学研究センター
　　　　　センター長　水谷　哲也先生

参 加 費：無　料

視聴方法：Zoom形式

申込方法：下記URLより事前登録をお願いいたします。
　　　　　https://forms.gle/MCjK5SSK1SQKCUABA

そ の 他：本講習会はZoomミーティングにより実施します。
　　　　　Zoomを始めて使用される方は事前にダウンロードと登録をお願いいたします。
　　　　　（https://zoom.us/download）
　　　　　Zoomの表示名は会員名でお願いいたします。

北支部学術講習会（Web開催）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（6）　小3（1））
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お 知 ら せ

令和３年度全国獣医師会会長会議の書面開催について
　日本獣医師会藏内勇夫会長の指名により髙橋三男会長が４期、８年間常設議長を務めている全国獣医師会
会長会議につきしては、10月１日（金）に開催予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会
議を開催せずに書面開催とする連絡が日本獣医師会からありました。

日本獣医師会主催「2021動物感謝デーin JAPAN」の
開催中止について

　10月２日（土）に上野恩賜公園で開催予定であった動物感謝デー in JAPANにつきましては、同時開催の
予定であった動物愛護週間中央行事の屋外行事が開催中止となったため、日本獣医師会が開催中止を決定し
ました。

日本獣医師会ホームページ抜粋　https://doubutsukansha.jp/2021/
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千獣発第122号２
令和３年８月16日

関東・東京地区各獣医師会長　様
公益社団法人千葉県獣医師会
会長　市川　陽一朗　　　　

令和３年度千葉県獣医師会オンラインシリーズセミナーのお知らせ

　残夏の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
　日ごろより当会事業につきまして、ご協力をいただき感謝申し上げます。
　当会では、一つのテーマをシリーズで、より深く取り上げるシリーズセミナーを開催しております。
　今回のテーマは犬の皮膚疾患治療のアップデートおよびプレバイオティクスの可能性です。
　なお、セミナーの講演概要につきましては、添付セミナーポスターをご覧ください。
　つきましては、お忙しい折誠に恐縮に存じますが、下記のとおりオンラインで開催いたしますので宜
しければ、貴会所属関係会員の皆様へのご周知並びにご参加の呼びかけをして頂けますようお願い申し
上げます。

記
第１回セミナー配信日時：2021年９月19日（日）13：30～15：30

【第１部】犬アトピー性皮膚炎の治療アップデート
　　　　　講師　西藤公司：東京農工大学大学院農学研究院　農学研究院動物生命科学部門教授

【第２部】腸へのアプローチアトピー性皮膚炎へ効果!?プレバイオティクス「ケトース」とは何か??
　　　　　講師　栃尾　巧：物産フードサイエンス株式会社　研究開発センター課長
　　　　　　　　　　　　　藤田医科大学　消化器内科学講座　客員教授

第２回セミナー配信日時：2021年10月3日（日）13：30～15：30
【第１部】犬表在性膿皮症の治療アップデート
　　　　　講師　西藤公司：東京農工大学大学院農学研究院　農学研究院動物生命科学部門教授

【第２部】「皮膚」へのアプローチ殺菌ではなく静菌！？
　　　　　～プレバイオティクス「エリストール」を用いた皮膚常在菌制御～
　　　　　講師　栃尾　巧：物産フードサイエンス株式会社　研究開発センター課長
　　　　　　　　　　　　　藤田医科大学　消化器内科学講座　客員教授

■対象：獣医師・動物看護師・病院スタッフ　　■参加費無料・定員500名・要登録

■協賛：アスパック企業株式会社　TRUENATURAL事業部　HP：https://www.truenatural.jp
　お申込みは下記のWeb申込フォームURLまたは、QRコードからお申込みください。
　　　https://ws.formzu.net/sfgen/S4224440/S4224440/（スマホ用）
　　　https://ws.formzu.net/dist/S4224440//
　申し込みされた方に、第1回2回それぞれ別にセミナー開催1週前に視聴用Zoomウェビナー
URLをお知らせします。
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畜安第３７３－３号
令和３年７月３０日

公益社団法人　埼玉県獣医師会長　様
埼玉県農林部畜産安全課長
野澤　裕子（公印省略）　　

夏季休暇期間中におけるアフリカ豚熱、口蹄疫等の防疫対策の徹底につ
いて（依頼）

　日頃から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。
　アフリカ豚熱及び口蹄疫等については、特に総合的に発生の予防及びまん延防止のための措置を講ず
る必要があるものとして、畜産関係者に飼養衛生管理の確認、指示並びに万が一の発生時のまん延防止
対策の徹底等をお願いしてきたところです。
　新型コロナウイルス（COVID-19）の人への感染が世界的に拡大し、日本を含め各国で海外渡航の自
粛等を実施したことにより、人・モノの移動が減少している状況ではありますが、東京オリンピック・
パラリンピック競技大会が開催される中、引き続き、家畜伝染病の病原体の侵入防止のため、防疫対策
を徹底する必要があります。
　ついては、別添令和３年７月21日付け３消安第2459号（農林水産省消費・安全局動物衛生課長通知）
を踏まえ、家畜を飼養する貴会関係者に、夏季休暇期間中における飼養衛生管理基準の遵守と、下記に
ついての周知をお願いいたします。

記

１　畜産関係者等の海外渡航の自粛等の指導の徹底
　　家畜関係者等は、アフリカ豚熱や口蹄疫等の発生地域への渡航を自粛すること。
２　消毒及び衛生管理区域への病原体の持込みの防止の再徹底等
　⑴　衛生管理区域や畜舎に必要のない人を立ち入らせず、また、不要な物を持ち込ませないこと。
　⑵ 　衛生管理区域に人（農場従業員を含む）が立ち入る場合や物が持ち込まれる場合、専用の手袋・

靴の着用、手指の消毒、物品の消毒等を実施すること。
　⑶ 　野生動物の侵入防止対策として、適切な防護柵、防鳥ネット等を設置するとともに定期的な点検

及び必要に応じた修繕を実施すること。
３　毎日の健康観察、早期発見・早期通報の徹底について
　 　家畜の管理等を行う方は、家畜伝染病を疑う家畜を発見したときは管轄の家畜保健衛生所に通報す

ること。
　　また、早期発見・早期通報できるよう、飼養家畜の毎日の健康観察を入念に行うこと。

※別添省略
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令和３年７月27日
地方獣医師会　事務局　御中

　この度、農水省消費・安全局畜水産安全管理課から、飲酒運転の防止に関連した自動車の使用者の義
務や安全運転管理者が行う業務に関して、添付の依頼文のとおり警察庁及び国土交通省から周知依頼が
ありましたので情報提供いたします。
　つきましては、貴会会員に周知方よろしくお願いいたします。

日本獣医師会　事務局

令和３年７月27日

公益社団法人日本獣医師会　専務理事　殿
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課

課長補佐（獣医事班担当）

飲酒運転の防止に向けた事業者への周知について（依頼）

　貴団体におかれましては、平素から農林水産行政に格別の御協力を賜り、御礼申し上げま
す。
　今般、飲酒運転の防止に関連した自動車の使用者の義務や安全運転管理者が行う業務に関
して、添付の依頼文のとおり警察庁及び国土交通省から周知がまいりました。
　つきましては、業務において自動車を使用する際の飲酒運転の根絶に向け、添付の資料を
踏まえ、貴団体傘下の事業者やその関係する事業者に対し、幅広く周知を行い、安全運転管
理者の選任を始めとする義務の遵守の徹底を図っていただきますようお願いします。

【添付資料】
⃝ 「飲酒運転の防止に向けた所管事業者等への周知について（依頼）」（令和３年７月26日付

け事務連絡）
⃝ 道路交通法に定める飲酒運転防止に関する使用者の義務一覧
⃝ 安全運転管理者の制度概要
⃝ 都道府県警察窓口
⃝ 自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マ

ニュアル「トラック事業者編」（抜粋）
⃝ ドライブレコーダーの活用に関する広報資料

※添付資料省略
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３日獣発第123号
令和３年７月30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）

令和３年毎月勤労統計調査特別調査への調査協力依頼について

　このことについて、令和３年７月６日付け政統発0706第２号をもって厚生労働省政策統括官（統計・
情報政策担当）から別添のとおり通知がありました。
　このたびの通知は、統計法に基づく基幹統計調査である「毎月勤労統計調査」のうちの「特別調査」
のために、本会会員の事業所に都道府県の統計調査員が訪問した際は、調査に協力するよう周知を依頼
されたものです。
　つきましては、貴会会員に周知方よろしくお願いいたします。

写

政統発0706第２号
令和３年７月６日

公益社団法人　日本獣医師会　会長　殿

厚生労働省政策統括官
（統計・情報政策担当）

令和３年毎月勤労統計調査特別調査への調査協力依頼について

　厚生労働省が実施しています「毎月勤労統計調査」（統計法に基づく基幹統計調査）につき
ましては、日頃よりご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、毎月勤労統計調査のうち「特別調査」は、１～４人の常用労働者を雇用する小規模事
業所における賃金、労働時間、雇用の実態を明らかにするため、年１回（７月31日現在につい
て）実施するものです。
　この調査については、都道府県の統計調査員が、８月から９月にかけて事業所を訪問し、事
業所の常用労働者数、事業の内容等を確認した上で、統計調査員が実査を行います（調査対象
となる地域は、別添「指定調査区市区町村名一覧」に記載の市区町村内の一部地域です）。貴
会会員の事業所に統計調査員が訪問した際には、この調査にご協力いただけますよう周知のほ
どよろしくお願いいたします。この際、新型コロナウイルス感染症の状況を受け、統計調査員
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による事業所の訪問が困難な場合は、郵送又はオンラインで調査をお願いする場合もあります。

　最後に、以下のものを各１部同封いたします。これらの電子ファイルが必要な場合は、メー
ル又は電子媒体でお送りいたしますので、お手数ですが以下の担当までご連絡くださいますよ
うお願いいたします。

（同封物）
・「毎月勤労統計調査要綱」
・「毎月勤労統計調査特別調査の調査票」
・「毎月勤労統計調査のお願い」
・「令和３年毎月勤労統計調査特別調査のお願い」
・「毎勤だより」
・「令和元年調査結果（概況）」（※）
・「特別調査イメージキャラクターとくちゃんのイラスト」

※ 令和２年は新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ調査を中止し、その代替として「小規
模事業所勤労統計調査」（一般統計調査）を実施しました。
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３日獣発第134号
令和３年８月11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）

「家庭飼育動物（犬・猫）診療料金の実態調査」及び「エチレンオキシ
ド使用・排出実態把握に係るアンケート」の実施について

　日頃より本会事務事業にご協力いただき厚くお礼申し上げます。
　日本獣医師会では、小動物診療料金の客観的な情報を提供し、小動物獣医療の適正化を図ることを目
的として、「家庭飼養動物（犬・猫）診療料金の実態調査」を平成６年（第１回）、平成10年（第２回）、
平成26年（第３回）に実施いたしました。
　このたび、小動物臨床部会（部会長：大林清幸日本獣医師会理事）では、７年ぶりに第４回調査を実
施することとし、併せて「エチレンオキシド使用・排出実態把握に係るアンケート」を実施することと
いたしました。
　両調査とも、国内すべての小動物診療施設開設者を対象に、インターネットによるWEB回答方式に
より実施いたしますが、本会会員構成獣医師の小動物診療施設開設者あてには、日本獣医師会雑誌第74
巻８号に回答用紙を封入し、WEB回答方式と郵送による回答方式の併用により実施いたします。
　つきましては、貴会関係者にご周知方よろしくお願いいたします。

「家庭飼育動物（犬・猫）診療料金の実態調査」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回答用QRコード：

（URL：https://t-enq.com/enq/nichiju/）

「エチレンオキシド使用・排出実態把握に係るアンケート」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回答用QRコード：

（URL：https://t-enq.com/enq/juishiechi/）
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３日獣発第129号
令和３年８月19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）

「家畜改良増殖法の一部を改正する法律の運用について」の一部改正と
獣医師の診断時の検査の変更について

　このことについて、令和３年８月２日付け３畜産第420号をもって農林水産省畜産局長から、３畜産
第421号をもって農林水産省畜産局畜産振興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、家畜伝染病予防法施行規則第９条に基づき国内での発生状況等を把握するため検
査が行われていた「牛のブルセラ症」及び「結核」の清浄性が確認されたため、家畜伝染病予防法施行
規則の一部を改正する省令の施行に伴い、①両疾病が検査の対象から除外されたこと、②家畜改良増殖
法第４条に基づく検査及び同第９条の２に基づく獣医師による診断時の検査の取扱いが変更となった旨
の通知を依頼されたものです。
　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。

３日獣発第138号
令和３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）

令和３年度 日本獣医師会獣医学術学会年次大会の開催について

　平素から本会事業につきましては、ご理解とご協力をいただき厚く御礼を申し上げます。
　我が国における新型コロナウイルス感染症は今なお収束せず、現在、全国13都府県に「緊急事態宣言」
が発出されている状況にあります。また、変異株による若年層への感染も広がりを見せており、予断を
許さない状況です。
　このような状況に鑑み、本年度の獣医学術学会年次大会につきましては、本年７月14日（水）開催の
令和３年度第１回日本獣医師会学会正副会長会議において対面開催を行わずオンライン開催とする方針
が提言されました。本方針については、７月21日（水）開催の業務運営幹部会において了承され、８月
18日（水）開催の令和３年度日本獣医師会獣医学術学会年次大会企画実行委員会においても確認された
ところです。
　つきましては、令和３年度獣医学術学会年次大会は対面開催を見送り、オンデマンド配信によるオン
ライン開催とすることといたしましたので、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
　今後とも開催に向けたご支援を賜りたく何卒よろしくお願い申し上げます。

※別添省略
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最近の豚熱の発生状況
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年　月　日 産　業　動　物 小　　　　動　　　　物 公　衆　衛　生
４月
５月
６月
７月
８月

９月９日（木）

北支部
「新型コロナウイルス感染対策について（仮題）」
東京農工大学感染症未来学研究センター　
水谷哲也　先生

【Zoomにて開催】

９月12日（日） 令和３年度　関東・東京合同地区獣医師大会（栃木）獣医学術関東・東京合同地区学会
（宇都宮市　栃木県総合文化センター）→Zoomにて配信

1０月
11月

12月
農林支部
令和３年度埼玉県家畜保健
衛生業績発表会

令和４年
１月21日（金）
～23日（日）

令和３年度  日本獣医師会獣医学術学会年次大会（兵庫）
（神戸国際会議場・展示場）

２月
衛生支部
健康福祉研究発表会
食肉衛生技術研修会

３月

令和３年度埼玉県獣医師会学術広報版
（令和３年８月2０日現在）
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９月6日　北支部学術講習会（Web開催）
９月12日　関東・東京合同地区獣医師大会・三学

会（栃木県宇都宮市　栃木県総合文化
センター）獣医師大会→開催中止

　　　　　　　　　　三学会→Web開催
10月２日　2021動物感謝デーinJAPAN→開催中

止
10月19日　第65回埼玉県公衆衛生大会（予定）
11月20日、21日　食と農林業の祭典「ドリームフェ

スタ」（行田市　古代蓮の里）→開催
中止

令和４年
１月21日～23日　令和３年度日本獣医師会学会年

次大会（神戸市　神戸国際会議場）
　　　　　→Web開催

２月27日　第３回関東・東京合同地区獣医師会理
事会（栃木県宇都宮市　ホテルマイス
テイズ宇都宮）

４月17日　第１回関東・東京合同地区獣医師会理
事会（神奈川県藤沢市　藤沢商工会）

７月３日　第２回関東・東京合同地区獣医師会理
事会（神奈川県藤沢市　藤沢商工会）

９月４日　関東・東京合同地区獣医師大会・三学
会（神奈川県藤沢市　日本大学）

令和５年
２月26日　第３回関東・東京合同地区獣医師会理

事会（神奈川県藤沢市　藤沢商工会）

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
　暑さ真っただ中の７日に立秋を迎え。季節は
早くも秋に向かうと思われたころから、西日本
に前線が形成され東海地方や西日本は降雨災害
に見舞われました。平穏な日々こそ最大の幸福
と思いますが、自然は時に人々に試練を与えま
す。天然の無常を身に受け止めるこの頃です。
　戦争という人間による惨禍―広島・長崎の被
爆―や戦争の終結を告げるポツダム宣言を受諾
して７6回目の夏を迎えました。今年の広島市と
長崎市の平和宣言は、原爆投下が人々に与えた
恐怖の永続性、すなわち被爆当事者だけでなく
その遺伝子への影響を含めその犯罪の罪深さを
訴え、核兵器の廃絶を強く世界に訴えるもので
した。核兵器禁止条約は2０1７年７月、国連加盟
国の６割を超える122か国が賛成して採択され、
2０2０年1０月2４日には批准国が条約発効要件の５０
か国に達し、9０日後の2０21年１月2４日に条約は
発効しました。広島・長崎の両市長は、平和宣
言の中で政府に対し強く条約の批准とせめて締
約国会議へオブザーバーとしてでも参加するよ
うに求めています。戦争を知らない多くの市民
も、被爆地の市民の人々の思いを受け止め、核
兵器廃絶への訴えを為政者に伝えたいもので
す。盂蘭盆会のこの時期、身近な先祖の戦争犠
牲者の慰霊とともに恒久平和を願わずにはいら
れません。
　巷間、COVID-19の終息が見えません。中国
では、COVID-19発生直後に急遽、専門病院を
建設し患者を隔離収容し感染拡大の封じ込めに
成功しました。巷間話題になっているように、
COVID-19感染者のうち軽症者の多くは、自宅
待機を余儀なくされるそうです。感染者は隔離
するのが感染症防遏の基本中の基本ですが、在
宅治療の名のもとにいわば感染症の野放図な開
放政策が行われています。感染症法の精神は、
感染症の脅威から医療資源を総動員して蔓延防

止を図り感染防止と感染者の治療を円滑に進め
ることにより公衆衛生を確保し、以って公共の
福祉を確保することにあります。国土にあまね
く高速道路網や高速鉄道網をめぐらす先進国と
しての技術と実行力を持ちながらも、災害時の
感染病棟一棟すら立てることのできない水準の
国家とみなされるでしょう。これは官僚や為政
者の思考回路の貧困に起因するのか、その為政
者を選択した市民の水準に由来するものなの
か、よく考えてみたいものです。
　筆者はかつて、靖国神社の宝物遺品館を訪ね、
招集あるいは志願して戦地に赴いた兵士の方々
の遺書を目にしたことがありました。青春の希
望や夢を持ちながら、故郷の両親、兄弟や妻子
の安寧のためにその身を捧げる覚悟が記されて
いて、胸に熱い思いがこみ上げてきました。現
在を生きる我々は彼らの思いをどれだけ胸に収
めて生きてきているのか問いかけると甚だ心も
となくも心苦しい思いがします。昭和前期の為
政者たちは、大東亜共栄圏の樹立の美名のもと、
世界の列強に挑戦し、大敗を喫しました。同様
に令和の為政者もオリンピック開催は挑戦と広
言していました。為政者の挑戦ほど危険なもの
はありません。冷静な現状分析と堅実でかつ十
分に論理的な対応策こそ国民の期待に応える政
策と思われます。
　COVID-19の流行が収束するころ、人々の交
流が再び活発化し、アフリカ豚熱のリスクが増
します。今から口蹄疫、PEDやアフリカ豚熱
など家畜伝染病の防疫体制を見直す必要がある
ように思われます。家畜感染症防遏の最前線に
奉職する会員諸兄の奮励努力を期待いたしま
す。
　慰霊の月に世界恒久平和の実現を願い８月号
の会報をお届け致します。 （初雁）



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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