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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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畜安第₆₅₉－₃号
令和₃年１１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長
　野澤　裕子（公印省略）

秋田県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認に伴う
監視体制の強化について（通知）

　日頃から本県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。
　標記の件について、令和₃年１１月１０日付け₃消安第₄₂₄₉号にて、農林水産省消費・安全局長から
通知がありました。
　本事例は、令和₃年度シーズンにおける国内初の家きんでの発生事例となりますので、貴会会員に周
知のうえ、引き続き、野鳥等の侵入防止対策や車両等の消毒の徹底等について、地域一体となった防疫
対策の徹底をお願いします。

畜安第₆₆₇－₃号
令和₃年１１月１２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
　野澤　裕子（公印省略）

国内における高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う
監視体制の強化の再徹底について（通知）

　日頃から本県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。
　標記の件について、令和₃年１１月１１日付け₃消安第₄₃₀₆号にて、農林水産省消費・安全局動物衛
生課長から通知がありました。
　秋田県における令和₃年度シーズン初の高病原性鳥インフルエンザ（以下、本病）の発生事例に引き
続き、国内の環境試料における本病のウイルス検出や近隣国における本病の発生が確認されています。
　これらの状況を踏まえ、貴会会員に周知のうえ、引き続き、野鳥等の侵入防止対策や車両等の消毒の
徹底等について、地域一体となった 防疫対策の徹底をお願いします。
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会 務 報 告

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和₃年10月22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
　新入会員の審査について
　入会申込書が提出されている開業支部₂名、農林支部₄名、団体支部16名の入会について審査し、全て適
正と認め、理事会に付議することとなった。

第２回獣医事調査委員会

広告
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団体支部

新　入　会　員
新入会員報告

支　部　名 氏　　　　　名 診　療　所　名

東 飛　髙　健太郎 久喜市・タロウ動物病院

東 山　田　裕　一 八潮市・オレンジペットクリニック

開業部会

支　部　名 氏　　　　　名 勤　　務　　先

団体 竹　口　未　紗 さいたま市・直井動物病院

勤務部会
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西支部長　堅木　　道夫
学術委員　岡田　かおり

　西支部では、日本獣医生命科学大学の長谷川大輔先生をお招きして、てんかん以外の脳疾患についてお話
頂きます。動物の高齢化と診断技術の発達によってさまざまな脳疾患がみられるようになりましたが、一次
診療でも行える脳疾患の診断や治療についてお話頂きます。
　一昨年までの講習会は会場開催でしたので、日曜日の午後に開催していましたが、本講習会はWeb開催
であるため新しい試みとして平日の夜の開催といたしました。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12月20日（月）
　　　　　　20：00～22：30

演 　 題：「よくある脳疾患の診断と治療(てんかんを除く)」

講 　 師：日本獣医生命科学大学、獣医放射線学研究室　長谷川　大輔　先生

参 加 費：無　料

視 聴 方 法：Zoom形式

申 込 方 法：下記のURLより事前登録をお願いいたします（12月12日(日)締切）

　　　　　　https://bit.ly/3tY5b7m 

そ の 他：
　Zoomミーティングにて配信いたします、Zoomを初めてご利用される方は以下のURLから事前にダウン
　ロードと登録をお願いいたします（https://zoom.us/download）
　　・安定したネット環境でご参加ください（有線LANを推奨）

　・参加者確認のため、アカウント名は本名でお願いいたします
　・講習会の録画、録音はご遠慮ください
　・生涯学習ポイントの申請をご希望の方は講習会を視聴後、事務局に直接お問い合わせください
　・この講習会の見逃し配信は行いません

西支部学術講習会（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（4）　小2（7）　小3（10））

予　　告
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ひ ろ ば

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、10月31日（日）にどうぶつの総合病院　専門医療＆救急センター　循環器科の髙野
裕史先生をお招きし、「猫の心筋症～無徴候猫の検査と治療を考える～」と題してZOOM形式のオンライン
講習会を実施しました。
　日頃の診療で診断に苦慮することの多い疾患ということもあり、各支部から多数の会員にご参加いただき
ました。
　講義ではACVIMガイドラインに基づいた猫の心筋症の基本的な概論から、低ステージ時における各種ス
クリーニング検査のポイントおよび問題点等を解説いただきました。また、無徴候の症例に対する治療の検
討についても、最近の報告を交え詳細に解説いただきました。
　参加者の皆様からは多くのご質問をいただき、猫の心筋症に関連する問題への関心の高さがうかがわれま
した。日々の診療に役立つ非常に有意義な講習会となりました。
　ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。
<参加者>　会員85名　会員外₁名

さいたま市支部学術講習会（Web開催）報告

広告
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お 知 ら せ

――テレビ埼玉で放映予定――

髙橋会長「彩の国」新春年頭挨拶

とき…令和4年1月2日（日）
　　　　　午前11時55分～12時00分
　　　　　テレビ埼玉

広告
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₃日獣発第203号
令和₃年10月25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）

家畜人工授精用精液等の不正流通の防止について

　このことについて、令和₃年10月11日付け₃畜産第838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、家畜人工授精用精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液に、当該精液
を採取した種雄牛の使用済みの家畜人工授精用精液証明書を添付することで、家畜体内受精卵を不正に
生産、流通した事案が発生したことをうけ、獣医師、家畜人工授精師及び牛の飼養者に家畜改良増殖法
の遵守と、別添の留意事項の周知徹底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

事 務 連 絡
令和₃年10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　　
副会長兼専務理事　境　　政　人

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

　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、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官から、①食品衛生法第13条第₁項
の規定に基づき、12物質の食品中の残留基準値を改正したこと、②上記の変更を受け、農薬取締法に基
づく農薬₂物質の適用拡大のために、農林水産省において変更登録が行われる予定であること、上記₂
点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
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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

12月20日（月）
西支部

「よくある脳疾患の診断と治療（てんかんを除く）」
日本獣医生命科学大学　長谷川　大輔　先生

【Zoomにて開催】
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

₁月25日（火）
農林支部
令和３年度埼玉県家畜保健
衛生業績発表会

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11月２０日現在）
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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

11月26日　第₄回理事会（Web開催）
12月₈日　馬防疫技術講習会（熊谷市　ホテルヘ

リテイジ）
12月15日　役員・委員・班長合同会議（さいたま

市　清水園）
12月20日　西支部学術講習会（Web開催）
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
₁月25日　埼玉県家畜保健衛生業績発表会（さい

たま市　会場未定）
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）
11月11日～13日　第21回アジア獣医師会連合

（FAVA）大会、第40回日本獣医師会
獣医学術学会年次大会（令和₄年度）
（福岡県福岡市　ヒルトン福岡シー
ホーク）

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

　夏が終わったとたんに長袖に着替えてしまい、
秋が短く感じられました。日々の暮らしに追わ
れて季節を楽しむ余裕がなくなってしまったの
か、それとも地球温暖化現象の影響なのか、秋
の夜長を虫の声でも聴きながら一献傾けるのは
映像の中の世界になってしまったようです。
　会報前号の編集後記に記されておりましたが、
研究とはこういうものなのだ！と思い知らされ
た。半世紀以上にわたる地球温暖化の研究で真
鍋淑郎博士がノーベル物理学賞を授与された。
光化学スモッグ、大原喘息などが騒がれる以前
からの取り組みで、日本人の誇りです。本当に
おめでとうございます。
　今我々にとって最も大切なことの一つである
COP26が11月₁日から英国グラスゴーで開催さ
れ、石炭への依存度の高い途上国と先進国との
間で意見が分かれて紛糾し、期間が延長されて

「グラスゴー気候協定」が採択された。国連のグ
テレス事務総長は開会の挨拶で、「世界が化石燃
料に依存していることは人類を瀬戸際に追い
やっていることで、自然をトイレの様に扱うの
は我々自らが墓穴を掘っていることだ」と述べ、
インド洋に浮かぶ海抜₁～₂ｍの島国モルディ
ブ共和国の元大統領が、パリ協定で定めている
産業革命前からの気温上昇を１.5度に抑える削減
目標の更新を放棄することは「我々への死の宣
告だ。国のすべてがなくなる、各国が実行する
ことだ！」と訴え、また太平洋の島国ツバルの
財務省は「ツバルは文字通り沈んでいる。行動
が今すぐ必要だ」と涙ながらに訴えたそうだ。
閉会にあたってはCOP26のシャーマ議長は全体
会議で隔たった各国の利権の渦巻く中で何とか
採択されて感極まって声を詰まらせていた。
　いずれは化石燃料は無くなる、そして予測で
きないことが起こるかも知れない。豪州は化石

大賞、日本は化石賞を不名誉にもいただいた。
地球温暖化は人類全体が深刻に受け止めてカー
ボンニュートラルに向けて一日でも早く出来る
事から行動すべきである。
　一方国内では、自民党総裁選挙で久々でトッ
プになろうとする候補者が日本の将来について
討論しているのを聞いて大変新鮮に映り、岸田
文雄総理大臣が誕生した。獣医師である山際大
志郎獣医学博士が経済再生担当大臣に就任した。
コロナ禍で国民が困難な状況ななかで我々が欲
しいのは腰の据わったリーダーであり、一年前
に期待した菅政権の様に失速しないようお願い
したい。
　豚熱の発生が未だに続いているが、今年初め
てH₅亜型鳥インフルエンザが秋田県、鹿児島県、
兵庫県で発生してしまった。関係者の方々は夜
も寝られないだろう。豚熱も鳥インフルエンザ
もイノシシや渡り鳥などの野生動物から感染す
るため、畜舎を野生動物から隔離するのが一番
だが、設置した防護柵や網を壊して侵入する場
合もあり、野生動物対策をより強固にしていた
だくしかない。いつまで侵入の恐怖と闘わなけ
ればいけないのか？本当にお気の毒です。
　わが獣医師会には県庁の農林部、保健医療部
そして環境部にで多くの会員が活躍されており
ますが、皆さんそれぞれの立場での対応本当に
ご苦労様です。頑張ってください。
　寒さが日増しに進み、寒暖の差が激しくなっ
てきました。COVID－19の感染状況が妙に落ち着
いていますが、第₆波はいつ来るのか不安な日々
が続く中、早いものでもう師走です。コロナ禍
の中、会員の皆様方には体調に十分に気を付け
て頂き年末を乗り切ってください。令和₃年最
後の会報第697号をお届けします。



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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