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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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第４１回ソフトボール大会の開催予定について（再掲）
　ソフトボール大会につきましては、令和元年度は県内の豚熱発生により開催を中止し、その後、令和２年
度と令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止となっています。
　今年度の開催について厚生委員会で協議し、９月23日（金・祝）に「大宮けんぽグラウンドＳフィールド（さ
いたま市西区二ツ宮）」の５面（39、40、41、43、44面）を使用して開催を予定することとしました。
　しかしながら、今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては開催について検討することもありますの
でご承知おきください。

～大宮けんぽグラウンドまでの交通～
●車を利用
　⑴国道17号新大宮バイパス「三橋交差点」
　から所沢方面（治水橋の手前）
●電車、バスを利用
　⑴大宮駅西口　西武バス１番乗場
　「ららぽーと富士見行き」か「馬宮団地行き」に乗車
　「運動場前」下車（所要時間20分）

～大宮けんぽグラウンド内施設の案内図～
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令和４年７月19日　

会員各位

公益社団法人埼玉県獣医師会　
会　長　　髙　橋　三　男　　

「令和４年福島沖地震」及び「ウクライナ侵攻被災動物等」
に対する支援について（お願い）

　このたび、日本獣医師会藏内会長から、「令和４年福島沖地震被災動物救護活動等への支援」及び「ウクライ
ナ避難民同行飼育動物支援」の依頼が各地方獣医師会長あてにありました。
　この趣旨に則り、埼玉県獣医師会会員から支援金を募り、県内を取りまとめの上、日本獣医師会に送金い
たします。
　つきましては、趣旨をご理解の上、下記の期間内に埼玉県獣医師会が指定する口座に支援金をお振込みい
ただきますよう御協力をお願いいたします。

記

募金の期間　令和４年７月から当面の間

支援金振込方法
　次の埼玉県獣医師会の口座にお振込下さいますようお願いいたします。

　　　　銀 行 名　埼玉りそな銀行（００１７）
　　　　支 店 名　さいたま新都心支店（６８１）
　　　　区分・口座番号　普通預金　００４７７１９
　　　　口座名義　公

コウエキシャダンホウジン

益社団法人　埼
サイタマケンジュウイシカイ

玉県獣医師会　会
カイチョウ

長　髙
タカハシミツオ

橋三男

※　法人名の口座からお振込みいただく場合は会員名が分かるようにお願いします。
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４日獣発第88号　
令和４年６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４年福島沖地震及びウクライナ侵攻
被災動物等に対する支援について

　このたびの令和４年福島沖地震により被災された地方獣医師会及び地方獣医師会会員獣医師の皆様に
対し、心よりお見舞い申し上げます。
　日本獣医師会におきましては、本地震による被災動物救護活動及び被災地の診療施設等獣医療提供体
制の復旧等に対する支援と併せて、ロシアによるウクライナ侵攻における被災動物等に対する支援を下
記のとおり実施することといたしましたので、ご理解とご支援を賜りますよう何卒よろしくお願い申し
上げます。

記

１　被災動物救護活動等への支援

　⑴　令和４年福島沖地震被災動物救護活動等への支援
　　�　当該地震による被災動物救護活動並びに被災地等の地方獣医師会及び被災会員構成獣医師に対し

て、本会基準に基づき支援金を支給いたします。
　　�　つきましては、被災地域の地方獣医師会におかれましては、別紙１により貴会及び貴会会員獣医

師の被災状況並びに貴会管内における被災動物の救護活動の取組状況をご記載の上、本会あてご回
付いただきますようお願いいたします。

　⑵　ウクライナ避難民同行飼育動物支援
　　�　ウクライナ避難民が同行輸入した飼育犬等については、犬等の輸出入検疫規則第４条第５項に基

づき、ウクライナ避難民又は支援者が自宅係留等により隔離飼育される予定です。
　　�　係留先の地方獣医師会におかれては、別紙２のとおり関係省庁等からの要請に基づき、都道府県

と連携し、係留観察中及び輸入検疫期間終了後における飼育動物の健康観察及び診療（往診を含む。）
をはじめ日常の獣医療の提供等の支援を行っていただきますようお願い申し上げます。当該支援活
動に対し、本会から所定の費用を支給いたします。

　　�　なお、詳細については、関係省庁、都道府県及び関係団体と調整いただきますよう、併せてお願
いいたします。

２　被災動物救護活動等への支援金の募集

　⑴　支援金募集の目的
　　�　今回の福島沖地震に対し、次の支援活動を実施するため、「令和４年福島沖地震及びウクライナ侵

攻被災動物救護活動等支援金（以下「支援金」という。）」を募集します。
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　⑵　応募の方法
　　�　地方獣医師会におかれては、別紙３「令和４年福島沖地震及びウクライナ侵攻被災動物救護活動

等支援金�募集要領」を参照のうえ、会員構成獣医師等からの支援金の募集活動に取り組んでいただ
き、取りまとめた支援金（自らの拠出を含む。）を別紙３の支援金振込口座へ振り込み願います。

　　�　なお、本支援金は、特定公益増進法人等寄付金特別控除の対象となりますので、�募金をされた構
成獣医師が税務申告等のため、受領書（領収書）を必要とされる際は、①会員構成獣医師が地方獣医
師会へ送金した日付、②氏名（受領書に記載する氏名となります。）、③住所、④募金金額を取りま
とめの上、メールにてご連絡願います。後日、本会から地方獣医師会に当該会員構成獣医師宛の受
領書（領収書）を郵送させていただきます。

※別紙１省略

広告
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第１回総務委員会（書面協議）
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和４年５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。
１　協議事項

　⑴　令和３年度事業報告並びに収支決算について
　⑵　第74回定時総会の運営について

第１回獣医事調査委員会（書面協議）
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和４年５月19日付けで各委員あての書面により次の事項を協
議した。
1　協議事項

　⑴　新入・転入会員の審査について
　⑵　その他
　　　会員規程の一部改正について
　　　支部規程の一部改正について
　　　埼玉県獣医師会委員名簿について

第１回理事会（Web開催）
　令和４年５月31日（火）午後１時30分から、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、Zoomミーティングに
よるWeb開催で実施し、次の事項を審議した。
１　決議事項

　第１号議案　第74回定時総会の開催及び提出議案に関する件
　第２号議案　令和３年度事業報告の承認に関する件
　第３号議案　令和３年度決算の承認に関する件について
　第４号議案　令和４年度祝寿表彰及び功労会員の承認に関する件
２　協議事項

　⑴　第74回定時総会の運営について
　⑵　令和5年度関東・東京合同地区獣医師大会（埼玉）・獣医学術関東・東京合同地区学会の開催について
　⑶　令和4年度学術講習会について

第２回総務委員会・第２回理事会
　令和４年６月９日（木）午後０時30分から、さいたま市「清水園」において、共通する協議事項については第
２回総務委員会と第２回理事会を合同で開催し、次の事項を審議した。
１　協議事項（総務委員会、理事会協議事項）

　⑴　第74回定時総会の運営について
２　決議事項（理事会決議事項）

　第１号議案　新入・転入会員の承認に関する件

会務報告
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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４年６月１７日付けで各委員あての書面により、ソフトボー
ル大会の開催について協議した。

新聞紙上で狂犬病予防注射の徹底を啓発
　本会では犬の集合狂犬病予防注射の実施を控えた３月、新聞紙上において県民への意識啓発を行ったとこ
ろですが、新型コロナウイルス感染症の影響で集合注射の接種率が低下しているため、この度、次のとおり
啓発記事を掲載します。

埼玉新聞　８月５日掲載予定
広告
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新　入　会　員　紹　介
新入会員報告

支　部　名 氏　　　　　名 勤　　務　　先

団体 金　園　晨　一 川口市・どうぶつの総合病院　専門医療＆救急センター

〃 妹　尾　泰　輔 川口市・どうぶつの総合病院　専門医療＆救急センター

〃 中　津　央　貴 川口市・どうぶつの総合病院　専門医療＆救急センター

〃 西　村　友　璃 川口市・どうぶつの総合病院　専門医療＆救急センター

〃 橋　本　淳　史 川口市・どうぶつの総合病院　専門医療＆救急センター

勤務部会
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支　部　名 氏　　　　　名 勤　　務　　先

団体 林　　　昌　輝 川口市・どうぶつの総合病院　専門医療＆救急センター

〃 渡　邊　　　陸 川口市・どうぶつの総合病院　専門医療＆救急センター

〃 和　田　昌　絵 川口市・どうぶつの総合病院　専門医療＆救急センター

〃 森　本　雅　彬 上里町・大橋獣医科医院

〃 梅　山　直　樹 久喜市・武蔵国どうぶつ医療センター

〃 坂　口　大　貴 久喜市・武蔵国どうぶつ医療センター

〃 西　村　倫　花 久喜市・武蔵国どうぶつ医療センター

広告
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愛鳥週間野生生物保護功労者表彰
　西支部川越分会の三森信行先生におかれましては、日頃から傷病野生鳥獣保護治療事業及び侵略的外来生
物対策事業にご尽力いただいておりましたが、この度その功績が認められ、第76回愛鳥週間野生生物保護功
労者表彰において、日本鳥類保護連盟会長賞を受賞
されました。本来であれば第76回愛鳥週間「全国野
鳥保護のつどい」で行われる「野生生物保護功労者表
彰式」において表彰される予定でしたが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により昨年に引き続きオン
ラインでの開催となりました。
　このため、表彰状が埼玉県環境部みどり自然課を
経由し、埼玉県獣医師会に送付されましたのでご紹
介させていただきます。

ひ ろ ば

日本鳥類保護連盟会長賞

おしらせ

４日獣発第１０２号　
令和４年７月７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）

愛玩動物看護師法第31条第３号に基づく愛玩動物看護師国家試験の
受験資格認定の取扱い等について

　このことについて、令和４年６月30日付け４消安第1696号及び環自総発第2206301号をもって、農林
水産省消費・安全局長及び環境省自然環境局長から別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたし
ます。
　このたびの通知は、愛玩動物看護師法（令和元年法律第50号）の第31条第３号に基づく愛玩動物看護師
国家試験の受験資格認定の取扱い等について別添のとおり定められた旨周知を依頼されたものです。
　つきましては、貴会会員及び関係者に周知いただくとともに、地域の小動物診療施設におかれまして
は、愛玩動物看護師国家試験の受験を希望する方が安心して円滑に資格の取得に向けて対応いただける
ようにご配慮いただきますよう、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

※別添省略
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4日獣発第81号　
令和４年７月８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）

「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由
来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続きについて」及び

「食品循環資源利用飼料の安全確保のためのガイドラインの策定について」
の一部改正について

　このことについて、令和４年５月31日付け４消安第1075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。
　現在、馬、豚、鶏、うずら又は養殖水産動物を対象とする食品残さ等利用飼料については、牛、めん羊、
山羊又は鹿に由来するたん白質を含む食品の製造工程から完全に分離した製造工程で発生したものであ
ることを農林水産大臣の確認を受けなければならないと定められています。このたびの通知は、①冷凍
食品を製造する工場等の製造過程から発生する残さについては、農林水産大臣の確認の対象から除外す
ること、②食品残さ等利用飼料の製造段階又は原料となる食品の製造段階で加熱処理及び製造工程の管
理が義務付けられているものは、生肉、生魚等を含む加工食品残さであっても、食品残さ等利用飼料の
原料として利用できること、この２点を都道府県知事あてに通知した旨、周知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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　　　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　

　蒸し暑い日が続いておりますが、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
日ごろより本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。
　さて、標記のセミナーを下記のとおり開催いたしますので、ご案内を申し上げます。
　つきましては、お忙しい折　誠に恐縮に存じますが、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

１．配信日時：2022年８月21日（日）�13：30～16：00
２．演　　題：①脂肪制限が必要な犬の消化器・内分泌疾患まとめ
　　　　　　　　どうぶつの総合病院　専門医療＆救急センター内科主任　佐藤雅彦先生
　　　　　　　　（動画セミナー）
　　　　　　　②製品紹介及び質疑応答
　　　　　　　　ネスレピュリナペットケア　加藤沙奈先生
　　　　　　　協賛：住友ファーマアニマルヘルス株式会社
３．お申込み：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。
　　　　　　　申し込み締め切り８月12日。
　　　　　　　�https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedPx5bbSvWLZ_3BMoYQQOJiIsorb09a

drn1hw-5edRVTpZiA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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事　務　局　メ　モ

７月15日 全国獣医師会事務・事業推進会議（東京
都千代田区　都市センターホテル）

７月22日 埼玉県肉用牛経営者協会通常総会（熊谷
市　埼玉県農林公園）

７月27日 埼玉県狂犬病予防協会総会（さいたま市
　さいたま商工会議所会館）

９月�２日 第１回畜産懇話会（熊谷市　ホテルヘリ
テイジ）

９月４日 関東・東京合同地区獣医師大会・三学
会（神奈川県海老名市　レンブラントホ
テル海老名）

９月23日 ソフトボール大会（さいたま市　大宮け
んぽグラウンド）

９月30日 令和４年度全国獣医師会会長会議（東京
都千代田区　都市センターホテル）

10月１日 2022動物感謝デー�in�JAPAN（東京都台
東区　上野恩賜公園）

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）

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）

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）

年　月　日 産　業　動　物 小　　　　動　　　　物 公　衆　衛　生
４月
５月
６月

７月13日（水）
埼玉県獣医師会オンラインセミナー

「獣医再生医療汎用化時代を迎えて」
ひらの動物病院　平野由夫　先生

８月

９月４日（日） 令和４年度　関東・東京合同地区獣医師大会（神奈川）獣医学術関東・東京合同地区学会
（藤沢市　レンブラントホテル海老名）

１0月２５日（火）
さいたま市支部

「演題　未定」
日本大学　枝村一弥　先生

【Zoomにて開催】
11月11日（金）
　～13日（日）

第21回アジア獣医師会連合（FAVA）大会、令和４年度　日本獣医師会獣医学術学会年次大会
（福岡市　ヒルトン福岡シーホーク）

１２月６日（火）
南支部

「呼吸器疾患（仮）」
どうぶつの総合病院　佐藤雅彦　先生

【Zoomにて開催】

令和５年
１月

農林支部
令和４年度埼玉県家畜保健衛
生業績発表会

（場所　未定）

２月１日（水）

西支部
「犬の難治性外耳炎」
東京農業大学付属動物医療センター皮膚科　
大隅尊史　先生

【オンライン開催】

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４年度埼玉県獣医師会学術広報版
（令和４年７月20日現在）

17



編　集　後　記

　暑中お見舞い申し上げます。６月中に気象庁の

記録についてほとんどの地域で新記録を出してし

まった。お彼岸ごろには涼しくなって欲しいもの

です。

　７月８日の奈良市の大和西大寺駅前で参院選の

街頭演説中に安倍元総理大臣が凶弾に倒れ搬送先

の病院で懸命の救命措置が行われたが、銃弾が心

臓に達していた為大量出血で亡くなられた。これ

は外国のことではない日本の安全神話が崩れた。

この様な愚行はとても許されるものではない。命

の大切さはどのようにしたら理解されるのか？分

からない。ご冥福を祈ります。

　これを機に選挙の方法にしてもネットやSNSな

どいろんなものが出てきた、うまく利用してもう

少し国民の思いがストレートに通るような安全で

抜本的な選挙制度改革を進めるべきではないだろ

うか？

　この暑さで我々獣医師にとっては、小動物はま

だ家の中で飼えるからいいものの産業動物はた

まったものではない。ロシアのウクライナへの侵

攻で留まるところを知らない飼料価格の上昇と、

異常気象で全てに生産力が低下して、暑さに対し

てミストや扇風機や大型の冷風扇で畜舎を冷やす

が殆ど効果がない、朝起きたら斃死していたとい

う報もある。また、農作物や米まで不作になりそ

うである。自然が相手ではどうすることも出来な

いが、猛暑で乾燥又は豪雨である、ここは“我慢”

しかないのか？

　また、１２日夜からの県西部の比企郡を中心に

襲った集中豪雨により河川の氾濫で浸水被害や土

砂災害、道路の冠水など多くの被害が発生した。

埼玉は他県に比べ自然被害は少ないと思っていた

が、数年前にも被害があり、自然が牙をむいてい

る。お見舞い申し上げます。

　戦争は終わりが見えない状況ですが、樺太のサ

ハリン２は全ての権利をロシア側の新会社に無償

で引き渡す大統領令を出したそうだ。これが戦争

なのだ！と思い知らされる。

　プーチンのお陰で世界を二分して会議が開かれ

ているが、ロシアは卑怯なニンジン作戦で多くの

国を引き寄せている。また、中国は罠を掛けた国

を支配下に置こうとしている。とても許されない

行動だ！２１世紀の世の中で、人間としてこんな卑

怯なやり方がまかり通って良いのだろうか？理解

できない。

　節電、節水は耳慣れた言葉だが、節ガスは初耳

だ。経産省は節ガスの要請をするそうだ。益々世

界で原油、ガス、石炭などの鉱物資源、そして穀

物の争奪戦だ、カーボンニュートラルはどうなっ

たの？資源の無い国だ、せめて食料だけは自国で

の生産努力をするべきだ！

　９月４日日曜日に関東・東京合同地区獣医師大

会と獣医学術地区学会が神奈川県のレンブラント

ホテル海老名で開催されます。二年続きで栃木県

宇都宮市での開催が中止とリモート開催だった為

に今回は準備をしっかりしての開催になります

が、コロナの第７波の感染が拡大しつつある中で

すが、今年こそは開催したいものです。多くの埼

玉県獣医師会の会員の皆さんの参加をお願い致し

ます。また、９月２３日（金・祝）に予定しているソ

フトボール大会が開催出来ることを願っていま

す。

　本当に暑い夏ですが、会員の皆様ご自愛なされ

て酷暑を乗り切りましょう。

（不動）
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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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