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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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髙橋三男会長が全国獣医師会会長会議の常設議長に任命
　令和３年度全国獣医師会会長会議につきましては、先月号の会報でお伝えしたとおり、10月1日（金）に
開催される予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面開催となりました。
　この全国獣医師会会長会議は日本獣医師会定款施行細則により、日本獣医師会の運営に関する協議並びに
連絡及び調整を行うために日本獣医師会会長が招集し、常設の議長及び副議長各１名については、全国の地
方獣医師会の会長の中から日本獣医師会会長が任命し、その任期は２年となっています。
　この度、９月22日（水）に開催された日本獣医師会第４回理事会において、藏内勇夫会長が当会の髙橋三
男会長を議長に、和歌山県獣医師会の玉井公宏会長を副議長に指名することを説明・報告し、10月１日に書
面開催される全国獣医師会会長会議において任命されることになりましたので、御報告させていただきます。
なお、髙橋会長は現在まで４期、８年間にわたり常設議長を務め、この間には獣医大学の新設問題、豚熱の
ワクチン使用、動物看護師の国家資格化などの重要な課題について、日本獣医師会執行部と地方獣医師会の
連携のために手腕を発揮し、５期目となる２年間もその活躍が期待されています。

公益社団法人埼玉県獣医師会　会長　髙橋　三男

　私が埼玉県獣医師会の会長を五十嵐幸男前会長から引き継いだときに、国家ライセンスを与えられた我々
獣医師には、終生にわたり科学の追求、学術の研鑽を継続する責務があるので、会の運営をする場合には常
に心掛けておくようにとの言葉をいただきました。昨今、ペットは家族の一員として定着し、飼育者の認識
と感心が非常に高くなるなかで、言葉を話さない動物を相手にして日常の診療を行わなければなりません。
　関係団体の調査によると、動物病院の経営は獣医師一人が少数のスタッフと経営する事例が60％を占めて
います。一方では高度医療や二次診療、夜間診療を専門とする大型の診療センター等では何十人というスタッ
フで組織的に運営されているように、その経営状態は千差万別ですが、我々は動物病院の経営者として、年々
大きくなる飼育者の期待に応えるためには、ワンチームとしてスタッフが安心して勤務できるよう、職場環
境を整えていかなければならず、スタッフの雇用対策は避けては通れない問題となっています。
　そのようななかで、令和２年４月７日の初の緊急事態宣言からすでに１年半が経過していますが、新型コ
ロナウイルスは感染力の強いデルタ株への置き換わりが進み、度重なる緊急事態宣言の発令と延長により、
売上高の減少による従業員の雇用調整を余儀なくされた会員も多いことと思います。労働保険に加入してい
ると、条件が満たされれば雇用調整補助金の支給対象になりますが、現在は新型コロナウイルス感染症の影
響に伴う特例措置により、条件の緩和や助成率及び上限額の引き上げが行われています。
　すでに認識されていることとは思いますが、今回、動物病院への指導経験が豊富で、令和元年12月には集
合狂犬病予防注射実施者講習会の講師を務めていただいた、私の春日部高校の後輩で、埼玉県社会保険労務
士会の役員であった特定社会保険労務士の木村光一先生に、雇用調整補助金について分かりやすく解説して
いただきました。
　この機会にチェックしていただき、対象となる可能性がある場合は社会保険労務士に相談のうえ、申請し
ていただきますようお願い申し上げます。
　なお、相談をする社会保険労務士に心当たりがない場合は、事務局（担当：鴻巣）までお気軽にお声
がけくだされば調整させていただきます。
（TEL：048-645-1906・FAX：048-648-1865・E-mail：s-vma@vesta.ocn.ne.jp）

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の
特例について
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雇用調整助成金の申請はお済ですか

社会保険労務士木村光一事務所
特定社会保険労務士　木村光一

　新型コロナウイルス対応で、多くの動物病院が何らかの雇用調整を行っていることと思いますが、国
からの雇用調整助成金を受けるためには一定の条件を満たす必要があります。雇用調整を行ったからと
いって必ず雇用調整助成金が受取れるとは限りません。しかしながら、新型コロナウイルス対応期間に
は多くの特例が認められており、それに合致していれば雇用調整助成金に発展する可能性も少なくあり
ません。
　今回は国で進める特例について詳しく説明しますので、チェックいただき、申請漏れがないよう確認
していただきたいと思います。
1.　雇用調整助成金の目的

　新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、雇用維持を図る
ために雇用調整（休業）を行う事業主に対して、休業手当の一部を助成するものです。

2.　支給を受けられる条件
　上記の目的を確認するため次の条件すべてを満たす必要があります。
　①　労働保険に加入している（労災保険のみでも可）
　②　新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた
　　　新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が縮小したことを自己申告します。
　　また、売上高が前年同月と比較して5％以上減少している必要があります。これには例外があり
　　ます。売上高の比較は以下の手順で行います。（1）前年同月で5％以上減少（2）前々年同月で5％
　　以上減少（3）その月と直近1年間のいずれかの月と比較して5％以上減少
　③　雇用維持を図るために雇用調整（休業）を行う
　　　何らかの休業を行う必要があります。全日休業、一部休業共に対象となります。
　④　休業手当を支払う
　　　休業手当は最低でも平均賃金の60％以上を支払う必要があります。

3.　特例期間
　令和2年4月1日～令和3年11月30日　…　この期間の休業が対象となります。
　今までも何度も特例期間の延長が行われてきましたので、新型コロナウイルス感染症の動向により
延長もあり得ますが、現在のところ特例期間は令和3年11月30日で終了する予定です。
　特例期間が終了すると、元の取扱いに戻ります。緩和されていた要件が厳しくなります。

4.　休業と賃金支払の具体例
　休業として認められるためには次のいずれかに該当する必要があります
　①　常勤の者を一部休業させ、給料を従来通り（又は60%以上）支払った　…　〇
　②　常勤の者を1日1時間以上時短休業させ、給料を従来通り（又は60%以上）支払った　…　〇
　③　常勤以外の者を、労働契約に定める日に休ませ、給料を労働契約にもとづく日数分（休業分は
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　　　60%以上）支払った　…　〇
　④　常勤以外の者を、労働契約に定める時間を短縮させ、給料を労働契約にもとづく時間分（短縮
　　　分は60%以上）支払った　…　〇
　⑤　常勤以外の者を、労働契約に定める日、時間を短縮させたが、給料は実際に労働した時間分の
　　　み支払った　…　×
　　　この場合、不足する分を追加で支払った場合は、雇用調整助成金の対象となります。
　※　休業等に際し、休業はするけれども賃金はそのまま支払う等に対応をされたこともあるかと思
　　います。この場合はまさに上記条件に合致します。月給を全額支給するということは、100%の
　　休業手当を支払っていることと同様の取扱いになるからです。

5.　支給額
　令和3年5月以降の休業については、中小企業の場合支払った休業手当の9/10（上限１日13,500円）
が原則となります。
　例外①　緊急事態宣言下で休業要請業種に該当する場合、又は特に業況が厳しい（30%以上の減少）
　　　　　場合　…　支払った休業手当の10/10（上限１日15,000円）
　例外②　令和3年1月8日以降に解雇等を行っている場合…　支払った休業手当の4/5（上限１日　　
　　　　　13,500円）
　ここで雇用調整助成金（月額）の具体例を見てみましょう。
　（1）従業員5人の動物病院、週1回交替で休ませた。賃金日額は一人平均8,000円　…　月4回×5人×
　　　8,000円×9/10＝144,000円
　（2）従業員5人の動物病院、毎日1時間時間短縮を行い賃金はそのまま支払った。月の労働日は22日、
　　　1時間当たりの賃金は平均で1,000円　…　1時間×月22日×5人×1,000円×9/10＝99,000円

6.　申請手続き
　支給申請書と添付書類一式を、事業所を管轄するハローワークに申請します。
　申請期限は休業を行った日の2か月後（判定基礎期間の末日から2か月後）になります。
　具体的な申請期日には若干の特例もあります。

7.　注意事項
　新型コロナウイルス感染症対応の雇用調整助成金は、ここでは記載できなかった例外や特例措置が
存在しています。具体的申請にあたっては、顧問社労士等の助言を受けながら進めてください。
　顧問社労士との契約、取引がない場合、埼玉県社会保険労務士会所属の会員が全市町村に居ますの
で、遠慮なくご相談ください。
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広告

学術委員会　委員長　髙橋　一成
情報検討委員会　委員長　宗像俊太郎

　重症熱性血小板減少症候群（Severe Fever with Tronbocytopenia Syndrome：SFTS）は2011年に中国で
報告され、ブニヤウイルス科フレボウイルス属のSFTSウイルスを保有するマダニに咬まれたり、SFTSウ
イルスに感染した犬や猫の体液や排せつ物から感染し、重症化すると死亡することもあり、感染症法で第四
類感染症に指定されています。これまでは西日本が発生の中心でしたが、近年、ウイルス保有ダニの分布の
広がりが確認されています。また、本年6月には平成29年に千葉県でSFTS患者が発生していたことが報告
されるとともに、静岡県では昨年8月に猫の死亡例が初めて確認され、その後、犬や猫の死亡例が複数確認
され、今年になって3名のSFTS感染者が発生するなど、我々の身近に迫りつつあり、犬や猫の診療時に注
意すべき疾病となっています。情報検討委員会では本年4月に埼玉県獣医師会ホームぺージのトピックスで
もSFTSについて紹介しているところです（https://www.saitama-vma.org/topics/sfts）。
　この度、静岡県獣医師会では実例をもとに「臨床獣医師のためのSFTS感染動物対応マニュアル」を作成
しました。猫や犬の臨床症状から検査・診断法、治療、消毒方法、感染防御や死体処理方法など、日々の診
療の際に参考になることが簡潔にまとめられた大変有意義な資料となっています。今回、静岡県獣医師会の
御厚意によりここに紹介させていただきます。

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）について
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（ページ数の関係でＡ４版カラー印刷の冊子を縮小して白黒で掲載しています。Ａ４版カラーでの配布を希
望される場合は事務局あてメールで依頼してください。e-mail：s-vma@vesta.ocn.ne.jp）

臨床獣医師のためのＳＦＴＳ感染動物対応マニュアル
2021年６月　公益社団法人静岡県獣医師会
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令和３年度　獣医学術関東・東京合同地区学会（Web開催）
　昨年度の開催が延期され、今年度は₉月12日(日)に栃木県総合文化センターで開催予定であった関東・東
京合同地区獣医師大会・三学会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、獣医師大会は開催されず、三
学会のみが、発表者が事前に作成した発表動画をZoomウェビナーによりオンライン配信することで開催さ
れました。
　₉月12日(日)10：00から、産業動物獣医学会、小動物獣医学会（A会場）、小動物獣医学会（B会場）、獣
医公衆衛生学会が各学会長の挨拶に引き続き、オンライン参加の座長の進行により発表動画が配信されまし
た。審査員もオンラインで視聴しての審査となりました。なお、審査結果は後日発表されます。
　埼玉県獣医師会からは以下の７名の会員の発表が行われ、各学会の幹事が審査員や座長を務めました。

１　日本産業動物獣医学会（関東・東京）
（１）座　長　産業動物獣医学会幹事　福田昌治先生（農林支部：埼玉県農業技術研究センター）
（２）発表者

ア　野本ちひろ先生（農林支部：埼玉県熊谷家畜保健衛生所）
　　埼玉県豚熱発生から１年～経営再開指導およびワクチン接種の現状～
イ　金子純高先生（農林支部：埼玉県中央家畜保健衛生所）
　　愛玩豚飼育者への家畜衛生指導の試み

２　日本小動物獣医学会（関東・東京）
（１）審査員・座長　小動物獣医学会幹事　小林孝之先生（北支部：アニマルクリニックこばやし）
（２）発表者

ア　鹿野恭平先生（団体支部：とがさき動物病院）
　　腰背部に発生した巨大な軟部組織肉腫を切除しtail flapを用いて創閉鎖を試みた猫の一例
イ　伊藤雄基先生（団体支部：とがさき動物病院）
　　手根部内側に発生した腫瘍摘出後、靱帯再建術と全層メッシュグラフト移植術を行った２例
ウ　宮脇翔悟先生（団体支部：たぐち動物病院）
　　若齢で前縦隔に発生した原発性悪性間葉系腫瘍の犬の１例
エ　灰井康佑先生（東支部：とがさき動物病院）
　　二次性脊柱管狭窄を疑う猫に対し減圧・固定術を実施した１例
オ　福井康平先生（団体支部：たぐち動物病院）
　　多発性骨融解を伴った無菌性結節性脂肪織炎の犬１例

３　日本獣医公衆衛生学会（関東・東京）
（１）審査員　獣医公衆衛生学会幹事　島田慎一先生（衛生支部：埼玉県衛生研究所）
（２）発表者　なし
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厚生委員会（書面協議）
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和3年8月12日付けで各委員あての書面により次の事項を協議した。
協議事項
　令和3年度ソフトボール大会の開催中止について
　ソフトボール大会の開催中止について協議したところ、委員全員の賛成により承認された。

会 務 報 告

さいたま市支部長　髙橋　一成
学術委員　林津　陽平

　この度、どうぶつの総合病院循環器科主任、アジア獣医内科専門医（循環器）の髙野裕史先生をお招きし、
猫の心筋症への対応を実践的に学ぶセミナーを開催いたします。
　無徴候の猫に手術や点滴を行ったとき、肺水腫や胸水がみられたことはありませんか？今回は猫の診療を
行う上で悩みの種になっている猫の心筋症を中心に解説いただきます。
　明日からの診療に役立つ講義内容となっております。多くの先生方のご参加をお待ちしております。

日　　時：令和３年10月31日（日）
　　　　　13：30～15：30

演　　題：「猫の心筋症～無徴候猫のスクリーニング検査を考える～」

講　　師：どうぶつの総合病院　専門医療＆救急センター　循環器科主任
　　　　　獣医師、博士（獣医学）、アジア獣医内科専門医（循環器）　日本獣医循環器学会認定医
　　　　　髙野 裕史　先生

参 加 費：無　料

視聴方法：Zoom形式

申込方法：下記URLまたはQRコードより事前登録をお願いいたします。
　　　　　https://forms.gle/XgQgd5LzWVPfvQga6

そ の 他：本講習会はZoomミーティングにより実施いたします。
Zoomを初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（無料）

（https://zoom.us/download）
Zoomの表示名は会員名でお願いいたします。
なるべくネット通信環境の良い場所でご視聴ください

（速度が遅いと音声・画像が乱れる場合があります）。
講習会の録画・録音はご遠慮ください。
この講習会の見逃し配信は行いません。

さいたま市支部学術講習会（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（1）　小2（7）　小3（6））

予　　告
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北支部長　大橋　邦啓
学術委員　山本　慎也

　北支部では、₉月₉日（木）に東京農工大学の水谷哲也先生をお招きし、「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」と題してZoom形式のオンライン講習会を実施しました。
　非常にタイムリーな話題であることから急遽予定することとなりましたが、周知期間が短かったにも関わ
らず各支部より多数の会員にご参加いただきました。
　前半は新型コロナウイルスの総論的な部分と動物への感染についてわかりやすくお話をしていただきまし
た。今後withコロナの暮らしは避けられないことが想定され、伴侶動物の新型コロナウイルス感染を検出す
るためのシステム作りについても説明がありました。後半ではSFTSも含めた実践的な感染対策について具
体的に解説していただき、参加者にとって翌日から役に立つ内容であり有意義な時間となりました。また、
今後も発生するであろう未知のウイルスによるパンデミックに備えることが重要であり、抗ウイルス食品の
開発など、パンデミックによる健康被害や経済損失を最小限に抑えるための取り組みについてもご紹介され
ました。

北支部学術講習会（Web開催）報告

<参加者>

ひ ろ ば

事 務 連 絡
令和３年８月25日

地方獣医師会　事務局 御中
公益社団法人　日本獣医師会　事務局

「獣医師会会員証」の発行について

　本会事務事業につきましては、種々ご理解と ご協力をいただ き、 厚く御礼申しあげます。
　さて、現在 希望者に 発行している「獣医師会会員証」 （以下「会員証」という。）の有効期限は、
2022年（令和４年）３月末日と されております。
　2022年（令和４年）４月以降の会員証につきましては、有効期限を2022 年（令和４年）４月以降の
発行日から2027年（令和９年）３月末日までとし、新たに作成して従来どおり希望者に有償で配布する
こととしております。
　つきましては、新たな会員証発行の今後の手順等について、別紙のとおりお知らせいたしますので、
貴会会員各位にご周知いただきますようよろしくお願いいたします。

※会員証を希望される方は次頁の申込書により、埼玉県獣医師会事務局まで申し込みをお願いします。

会員46名
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畜安第445－2号
令和₃年₈月26日

全国農業協同組合連合会埼玉県本部長
埼玉県農業協同組合中央会長
埼玉県農業共済組合長理事
一般社団法人埼玉県畜産会長
埼玉県酪農協会長
埼玉県肉用牛経営者協会長　 　　　　　　様
一般社団法人埼玉県乳業協会
埼玉県粗飼料利用研究会
埼玉果畜產技術振興会長
埼玉酪農業協同組合代表理事組合長
公益社団法人埼玉県獣医師会長

埼玉県知事　大野　元裕（公印省略）

埼玉県酪農・肉用牛生産近代化計画の策定について（通知）

　本県の畜産振興について、日頃格別の御理解、御協力を賜り厚くお礼申し上げます 。 
　標記の件について、別添のとおり策定し、県ホームページで公表しましたので、 貴会関係者への周知
をよろしくお願いします。

記

公表ホームページURL
https://www.pref. saitama.lg.jp/a0908/chikusanshinko/index.html 

※別添省略

畜安第446－2号
令和₃年₈月26日

全国農業協同組合連合会埼玉県本部長
埼玉県農業協同組合中央会長
埼玉県農業共済組合長理事
一般社団法人埼玉県畜産会長
埼玉県酪農協会長
埼玉県肉用牛経営者協会長　 　　　　　　　様
埼玉県養豚協会長
埼玉果養鶏協会長
埼玉県畜産技術振興会長
埼玉酪農業協同組合代表理事組合長
公益社団法人埼玉県獣医師会長
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埼玉県知事　大野　元裕（公印省略）

埼玉県家畜改良増殖計画の策定について（通知）

　本県の畜産振興について、日頃格別の御理解、御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
　標記の件について、別添のとおり策定し、県ホームページで公表しましたので、 貴会関係者への
周知をよろしくお願いします。

記

公表ホームページURL
https://www.pref. saitama.lg.jp/a0908/chikusanshinko/index.html 

３日獣発第137号
令和３年₉月₉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）

子牛登記取扱方法の改正について

　このことについて、令和３年８月12日付け 全和登発第791号をもって 公益社団法人 全国和牛登録協
会から 、 別添のとおり通知がありました。
　このたびの通知は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に
関する法律が施行されたことを受け、子牛登記取扱方法が改正された旨の周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。

※別添省略

※別添省略

事 務 連 絡
令和３年₉月₉日

地方獣医師会会長　各位
公益社団法人　日本獣医師会
副会長兼専務理事　境　政人

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
法律の一部改正について（施行通知）
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※別添省略

　このことについて、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課課長補佐（薬事監視指導班担当）
から、 別添のとおり通知がありました。
　このたびの通知は、厚生労働省医薬・生活衛生局長から、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第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定
する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第142号）が公布さ
れたことに伴い、 下記の改正概要についての周知が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。

記

１　下記 ３ 物質を、法第 2 条第 15 項に規定する指定薬物として指定
　①エチル＝2 －［1 －（5 －フルオロペンチル） －1 H －インドール－ 3－
　　カルボキサミド］－3－メチルブタノアート及びその塩類
　② 2 －シクロヘキシル－1－フェニル－2－（ピロリジン－1－イル）エタン－1－オン及びその塩類
　③ 2 －（メチルアミノ） －1－（チオフェン－2－イル）プロパン－1－オン及びその塩類
２　指定された物質を含むもの
　上記 ３ 物質のいずれかを含有するもの（ただし、元来これらの物質を含有する植物を除く。）は
　指定薬物であり、規制の対象となる。 

広告
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事 務 連 絡
令和３年₉月17日

地方獣医師会会長　各位
公益社団法人　日本獣医師会
副会長兼専務理事　境　政人

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の
一部を改正する政令の交付について （通知）

　このことについて、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長及び農林水産省消費・安全
局畜水産安全管理課課長補佐（薬事 監視指導 班担当）から、別添のとおり通知がありました。
　この度の通知は、厚生労働省医薬・生活衛生局長から麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神
薬原料を指定する政令の一部を改正する政令 （令和３年政令 第 250 号） が公布されたことに伴い、 新た
に５物質を麻薬に、３物質を向精神薬に指定した旨についての周知が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。

※別添省略

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および動物
への感染について」
東京農工大学農学部付属感染症未来疫学研
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3１日(日)

さいたま市支部
「猫の心筋症～無徴候猫のスクリーニング
検査を考える～」
どうぶつの総合病院　髙野　裕史　先生

【Zoomにて開催】
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）→Web開催

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₉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 1日　日本獣医師会全国会長会議（書面開催）
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→開催中止
10月31日　さいたま市支部学術講習会（Web開催）
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
　地球温暖化が影響している異常気象ももうこれ
が通常と考えて日々暮らさねばならなくなったよ
うです。酷暑のなかで開催されたオリンピック・
パラリンピックも終わり、秋風が爽やかな夕べを
楽しんでいるところだが、次々と変異株が現れて
終息の気配が見えないCOVID-19は、感染者数が
4～5か月周期で上下しながら右肩上がりで増加
し、ワクチン接種率は50％を超えたが政府は感染
のコントロールに苦しんでいる。
　「おもてなし」のキャッチフレーズで９年前に
開催国に選ばれて国民が熱狂した東京オリンピッ
ク・パラリンピックがのちにこんなことになると
は誰も予想しなかっただろう。国立競技場の設計
変更、組織委員会会長の辞任、大会エンブレムの
変更などの混乱が続き、そしてコロナ感染爆発で
１年延期と大変な準備期間だった。様々な施設の
建設に携わった方々から開催ボランティア、大会
関係者も含めて大変ご苦労様でした。アスリート
の皆さんが必死に躍動する姿は筋書きのないドラ
マだ、スポーツにはすばらしい力が有る。閉会式
後に “やって良かった” の感想は色々あったが正
直な感想である。また、アスリートへのインタ
ビューでは、競技が出来たことに感謝し、日本で
なければ出来なかったとまで言われたことを素直
に喜びたい。ただ、残念なのは、莫大な経費が掛
かった為に、その付けが我々に圧し掛かってくる
ことである。
　緊急事態宣言が延長されるなか、在宅療養中に
亡くなる方が増えている。コロナ専門病院を感染
が収まるまでの期間限定で造れないものか。１か
所に医療関係者を集中して治療したらすべての面
で負担が減少するはずだ。中国は湖北省武漢で発
生後に突然広場にプレハブの臨時病院（野戦病院）
を造りコロナ治療に絞って治療したことは大正解
だった。いくつかの自治体で検討している様だが。
人命を救うためには良いことは真似してもいいの
ではないか。在宅療養で亡くなっている人を救う
べきである。何が障害になっているのだろうか。人
の命は地球より重いと言った政治家もいた、命をあ
まりにも軽視していないか。バラバラにやっていた
ら感染者、死者が増えるだけで「国民の命と健康は

守れない！」まだやれることはあるはずだ。
　保健所の職員が労働基準監督署に時間外労働の
上限を上回る職員がいることを通報したとの報道
があった。誰が考えても今の保健所の状況を思う
と今まで誰も通報しなかったのが不思議だ。獣医
師も多く勤務しており、仲間が過酷な労働条件で
働いていることを我々は心配していた。多くの地
方自治体では様々な未解決の問題が上がっている
と思うが今からでも遅くない、労働基準法を遵守
できるよう、すぐに配置転換を始めるべきである。
　「国民の命と健康は守る」と言い続けていた菅
総理が辞任を表明した。感染拡大とその言動は乖
離するばかりだった。思うようにやれなかったの
だろうか。おかげで総裁選挙が久しぶりで賑やか
だ。相変わらず後ろから糸を引いていて国民の選
挙離れに拍車がかかるのではないか。しかし、今
回の総裁選挙では先日の新聞に当選３回以下の若
手を中心とした議員約90名が、自民党に対して、
強引ともとられる政権運営や、国民意識と乖離し
た言動も散見されると指摘して自分たちの意思で
選びたいと「党風一新の会」を立ち上げたそうだ。
いよいよ内部から政治の刷新の時期が来たのだろ
うか？この機会に突破口になって国民と共にある
政治を期待したい。
　昨年延期となった関東、東京合同地区獣医師大
会・三学会は、９月12日（日）に宇都宮市での開
催で準備が進められたが、学会発表のみがオンラ
イン開催となり、近県の先生方との交流が叶わず
残念でした。発表者や審査員・座長の先生方は大
変お疲れさまでした。
　日本獣医師会主催の動物感謝デー in JAPANも
開催中止となり、殆ど全ての会合やイベントがオ
ンライン開催や中止になる中で、全てが変わらな
ければ社会生活が維持できない状況になってしま
いました。これを機に新しい生活の方法を見つけ
て動き出さないといけないでしょう。
　少しでも医療の逼迫状況が改善されることと会
員の皆様の健康を祈りながら会報第695号をお届
けします。

 （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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