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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・東京合同地区学会の開催

令和₄年度関東・東京合同地区獣医師大会

　令和₄年₉月₄日（日）、神奈川県海老名市の「レンブラントホテル海老名」において令和₄年度関東・
東京合同地区獣医師大会・三学会が盛大に開催されました。
　新型コロナウイルスの第₇波が終息しないなかでの開催になりましたが、会場には約500名の関東・東京
地区獣医師会関係者や一般参加者が集い、地区獣医師大会、獣医学術発表会、市民公開講座、動物用医薬品・
機器等の展示が行われました。

大会会長挨拶
中　央　鳥海弘大会会長（神奈川県獣医師会会長）、その右　小板聡士神奈川県副知事
左から二人目　髙橋三男大会副会長（埼玉県獣医師会会長）　　　　　　　　　　　　

会場となったレンブラントホテル海老名

　地区獣医師大会は、午後₁時から₃階の「ラ・ローズⅠ」において開催されました。
　物故会員に対する黙祷の後、「獣医師の誓い－95年宣言」はコロナ対策のため黙読となりました。鳥海弘
大会会長（神奈川県獣医師会会長）から歓迎と御礼の挨拶があり、その後、表彰式に移り、獣医事功績者表
彰76名が表彰され、本県からは、次の₇名の皆様が獣医事功績者表彰受賞の栄に輝かれました。今後とも益々
の御活躍を御祈念申し上げます。

吉川康一先生（さいたま市支部）、鶴岡裕二先生（南支部）、別部博司先生（西支部）、浅見徹先生（北支部）
戸谷達彦先生（東支部）、小林精一郎先生（衛生支部）、岩田信之先生（農林支部）

　祝辞は、御来賓の小板聡士神奈川県知事、村中志朗日本獣医師会副会長からいただき、新型コロナウイル
ス感染症対策のため、農林水産省、厚生労働省、環境省の祝辞は抄録に掲載されました。

1



令和₄年度関東・東京合同地区獣医師大会宣言
　₁　狂犬病の恐ろしさを再認識しワクチン接種率向上を推進する
　₂　海外悪性伝染病におけるワクチンの早期実用化を図る
　₃　人と動物のより良いセカンドライフの環境づくりを進める
　₄　One Healthの理念に基づき人と動物の共通感染症について正しい知識を普及啓発する
　₅　人と動物の共生社会における「心のバリアフリー」を築いていく
　₆　獣医療の国際化（獣医療の活動範囲の拡大）を積極的に進める

令和₄年度関東・東京合同地区獣医師大会スローガン
　₁　狂犬病の恐ろしさを再認識しワクチン接種率向上を推進しよう
　₂　海外悪性伝染病におけるワクチンの早期実用化を図ろう
　₃　人と動物のより良いセカンドライフの環境づくりを進めよう
　₄　One Healthの理念に基づき人と動物の共通感染症について正しい知識を普及啓発しよう
　₅　人と動物の共生社会における「心のバリアフリー」を築いていこう
　₆　獣医療の国際化（獣医療の活動範囲の拡大）を積極的に進めよう

　続いて、議長に鳥海大会会長を選出し、議事に入りま
した。昨年度の大会を担当した栃木県獣医師会の大住敬
会長が令和₃年度事業についての経過を報告した後、第
₁号から第₆号の議案が一括上程され、全ての議案が原
案のとおり決議されました。引き続き大会宣言が採択さ
れるとともに、大会スローガンとしてその早期実現に会
員が邁進していくことを誓い合いました。
　終わりにあたり、令和₅年度の開催を担当する埼玉県
獣医師会の髙橋三男会長が挨拶に立ち、「コロナがゼロ
になることはあり得ないことですが、コロナ対策は限り
なくゼロに近づいていくと思います。我々埼玉県獣医師
会は総力を結集し一丸となって、地域に信頼される獣医
師会を目指すための一環として、この学会を世のため人
のため国のため、ワンヘルスで人と動物の幸せのために
皆様のご支援をいただいて開催します。来年は埼玉で皆
様を心からお待ちしております。」と多数の参加を呼び
掛け、大会は午後₁時45分に閉会となりました。

次期開催県会長挨拶をする髙橋三男会長

市民公開講座

ランチョンセミナー

　市民公開講座は、神奈川県獣医師会・神奈川県医師会合同セミナーの「人獣共通感染症講演会」と同時開
催として午後₂時30分から₃階の「ラ・ローズⅠ」において開催されました。
演　題　「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）について」
講　師　日本大学生物資源科学部 学部長　丸山総一　先生
　　　　（株）ビー・エム・エル先端技術開発本部 顧問　髙崎智彦　先生
　　　　国立感染症研究所獣医科学部 主任研究官　松鵜　彩　先生
　　　　日本大学生物資源科学部獣医伝染病学研究室 教授　小川健司　先生

　昼食時間を利用して、産業動物獣医学会及び小動物獣医学会A・Bの会場において、ランチョンセミナー
が₃題開催されました。
セミナーA
演　題　「牛用ザクトラン注について」
講　師　ベーリンガーインゲルハイムアニマルヘルスジャパン（株）　小野山一郎　先生
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審査員や座長を務められた地区学会幹事の先生方

セミナーB
演　題　「竹村道場CKDの診療にFGF-23を活用すべし」
講　師　日本獣医生命科学大学 獣医内科学研究室第二 教授　竹村直行　先生
セミナーC
演　題　「消化器疾患の栄養治療～とりあえず低脂肪って考えていませんか？～」
講　師　酪農学園大学 伴侶動物外科学研究室附属 動物医療センター 教授　　鳥巣至道　先生

令和₄年度獣医学術関東・東京合同地区学会

令和₄年度獣医学術関東・東京合同地区学会　発表演題

　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の関東・東京合同地区学会は、学会
ごとの会場（小動物獣医学会はA・Bの₂会場）に分かれて午前10時から学術発表が行われました。
　各会場では地区学会長の挨拶の後、昼食と獣医師大会を挟み、午後₄時まで56題の研究発表が行われ、当
会からは産業動物獣医学会₁題、小動物獣医学会₅題、計₆題が発表されました。
　また、本会理事（南支部長）の宗像俊太郎先生も発表されましたが、所属する日本獣医生命科学大学から
の発表のため東京都獣医師会からの発表となりました。

∞∞∞日本産業動物獣医学会（関東・東京）∞∞∞
　白井淳資地区学会長（前東京農工大学農学部教授）のもとで17題の発表がありました。
　本県からの発表は次の₁題でした。
　　演　題　名：牛鼻炎Aウイルスを標的とした新規コンベンショナルPCR系の設計および検討
　　発　表　者：小泉舜史郎（埼玉県中央家保）

∞∞∞日本小動物獣医学会（関東・東京）∞∞∞
　原　康地区学会長（日本獣医生命科学大学獣医学科教授）のもとで32題の発表がありました。
　本県からの発表は次の₆題でした。

　演　題　名：麻酔管理中P-Vループの異常により気管チューブのエアリークを認識できた₁症例
　発　表　者：吉田梨乃　ほか（とがさき動物病院）

　演　題　名：上顎犬歯の歯原性嚢胞による鼻腔狭窄が疑われた犬の₁例
　発　表　者：浅田玄也　ほか（とがさき動物病院）

　演　題　名：骨フラップによる内閉鎖筋転位により整復した犬の会陰ヘルニア27症例の治療成績
　発　表　者：深谷信太郎　ほか（とがさき動物病院）

福田昌治先生
（農林支部）
座長

小林孝之先生
（北支部）
審査員・座長

島田慎一先生
（衛生支部）
座長

産業動物獣医学会 小動物獣医学会 獣医公衆衛生学会

3



　演　題　名：胸腔鏡補助下にて切除を行った胸壁に発生した胸腺腫の犬₁例
　発　表　者：福井康平　ほか（武蔵野国どうぶつ医療センター）

　演　題　名：第四脳室内に発生した猫の髄膜腫の₁例
　発　表　者：灰井康佑　ほか（とがさき動物病院）

　演　題　名： 凍結同種保存骨移植を施した犬橈尺骨骨折癒合不全30肢における術後成績の検討：1994年～
2019年

　発　表　者：宗像俊太郎　ほか（あさか台動物病院／日本獣医生命科学大学）東京都獣医師会から発表

発表された先生方

小泉舜史郎先生
（農林支部）

福井康平先生
（団体支部）

宗像俊太郎先生
（南支部）

とがさき動物病院の先生方
後列右から　諸角元二先生（東支部・前小動物獣医学会幹事）、灰井康佑先生（東支部・発表者）

牧野仁先生（団体支部・現本牧通り動物病院）
前列左から　深谷信太郎先生（団体支部・発表者）、浅田玄也先生（団体支部・発表者）、

吉田梨乃先生（団体支部・発表者）

令和₄年度関東 ･東京合同地区獣医師大会、獣医学術合同地区学会の参加者（埼玉県獣医師会）

地区学会優秀発表者表彰・交流会
　今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため地区学会優秀発表者表彰・交流会は開催されませんでした。
　なお、本年11月11日（金）から13日（日）に福岡県福岡市「ヒルトン福岡シーフォーク」においてアジア
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）が開催されます。
　第一次登録が10月17日（月）まで延長されておりますので、多くの皆様の御参加をお待ちしております。

支 部 名 開業支部 衛生支部 農林支部 団体支部 事務局 合計
参加者数 16人 3人 5人 5人 2人 31人
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埼玉県獣医師会学術講習会（さいたま市支部担当（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3（9））
 さいたま市支部長・学術委員会委員長　髙橋　一成
� 学術委員　林津　陽平

　この度、日本大学獣医学科獣医外科学研究室教授の枝村一弥先生をお招きし、整形外科疾患の一時対応を
中心に実践的に学ぶセミナーを開催いたします。
　骨折や脱臼の症例が来院した際に、外科手術までの間の応急処置で困ったことはありませんか？ご自分で
手術をしないとしても、二次診療施設に依頼するまでの間安定化させる方法を一緒に学びましょう！
　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₄年10月25日（火）
　　　　　20：00～22：00

演　　題：「日常の診療で知っておくべき骨折・脱臼の一次管理」

講　　師：日本大学　獣医学科　獣医外科学研究室　教授　枝村　一弥　先生
　　　　　獣医師、博士（獣医学）、日本小動物外科専門医

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/2vFyiPrrj1EBq8N79

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。

予　　告
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埼玉県獣医師会学術講習会（南支部担当（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（4）　小3（6） ）
 南支部長　宗像俊太郎
 学術委員会委員長　髙橋　一成
 学術委員　松尾　栄治

　南支部では、どうぶつの総合病院の佐藤雅彦先生をお招きし、下記内容のセミナーを開催いたします。
　肺炎の確定診断には気管支鏡や気管支肺胞洗浄、CTなど必要になるケースが多いですが、そのような検
査を行うのが中々難しい一次診療でも肺炎の病態を理解し、症例のシグナルメント、胸部X線、血液検査な
ど組み合わせることにより、ある程度鑑別診断を絞れて適切なアプローチをとることが可能です。肺炎＝細
菌感染＝長期抗菌薬使用といった短絡的なドグマから脱却するために肺炎に関する知識を深めましょう！

日　　時：令和₄年12月₆日（火）
　　　　　20：00～22：00

演　　題：「肺炎の病態とその対処法～とりあえずの抗菌薬治療からの脱却～」

講　　師：どうぶつの総合病院　佐藤　雅彦　先生
　　　　　米国獣医内科学専門医（小動物内科）、アジア獣医内科学専門医（内科）

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://qr.paps.jp/twetB

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。
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 （公社）埼玉県獣医師会ゴルフ同好会会長　長谷川繁雄

　令和₄年度関東・東京合同地区獣医師大会・三学会翌日の₉月₅日にチャリティーゴルフコンペが、コロ
ナウイルス感染症対策を十分に行いながら、₃年ぶりに厚木国際カントリークラブにおいて開催され、山梨
県を除く₉地方会から８７名が参加しました。当会からは₉名が参加し、皆久しぶりの再会を喜び、お互いの
健康を確認しつつ、各地方会代表の誇りをもって真剣にプレーが行われました。プレー終了後はコロナ感染
対策として親睦パーティは行われず、各地方会₁名の代表者のみ集合しての結果発表ならびに総評が話し合
われました。
　結果は、個人戦において山田和男先生（北支部）が第₂位になり、団体戦では第₅位となりました。団体戦
の結果は、以下のとおりです。

優　勝　横浜市獣医師会
準優勝　神奈川県獣医師会
第₃位　東京都獣医師会
第₄位　千葉県獣医師会
第₅位　埼玉県獣医師会

 来年は、埼玉県が幹事となり、東松山カントリークラブで開催予定です。地元開催となりますので、興味
のある方はぜひ参加していただき優勝を目指したいと思います。

令和４年度関東・東京合同地区獣医師会
親善チャリティーゴルフコンペ参加報告

優秀畜産技術者特別賞受賞

ひ�ろ�ば

　当会の産業動物獣医学会幹事を務めていただいております、農林支部の福田昌治先生（埼玉県農業技術研
究センター　養豚・養鶏担当　担当部長）が、この度、（公社）畜産技術協会が毎年全国から₂名を選出する優
秀畜産技術者特別賞に選出されました。福田先生は牛下痢症関連ウイルスに関する研究で学位を取得されて
いますが、これまでの業績が評価され
今回の受賞となりました。畜産技術協
会の会誌に掲載された功績の概要は次
のとおりです。
　「病性鑑定、家畜防疫および育成牧場
の業務を通して国内で高頻度に遭遇す
る成牛下痢症について広く調査を重ね、
その原因となる主要な₅種のウイルス
を同時検出するマルチプレックスRT-
PCR法を開発した。全国の家畜保健衛
生所で同法による牛下痢症ウイルスの
検査が進み、その実態解明に貢献した。」
　この度はまことにおめでとうござい
ました。 優秀畜産技術者特別賞
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おしらせ

事　務　連　絡　
令和₄年₈月26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 

オンライン申請用QRコード付きマイナンバーカード交付申請書を
利用したマイナンバーカードの積極的な取得について（協力依頼）

　このことについて、令和₄年₈月12日付け₄消安第2589号をもって、農林水産省消費・安全局畜水
産安全管理課長から、別添のとおり通知がありました。
　このたびの通知は、今般、マイナンバーカードの申請がオンラインで行えるオンライン申請用QRコー
ド付きマイナンバーカード交付申請書の送付及び交付申請書を活用したマイナンバーカードの積極的
な取得についての情報提供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。

広告

※別添省略
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事　務　連　絡　
令和₄年₉月₁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及び食品衛生法第13条第
３項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるも
のとして厚生労働大臣が定める物質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。 
　この度の通知は、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官から、  下記の物質の食品中の残留
基準値を設定又は改正した旨、各都道府県知事、各保健所設置市長及び各特別区長あてに通知した旨、
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。
 

記
以下の品目について、食品中の残留基準値を設定又は改正した
農薬及び動物用医薬品スピノサド、農薬スルホキサフロル、農薬ピラフルフェンエチル、動物用医薬
品及び飼料添加物ピランテル及びモランテル、農薬ベンチアバリカルブイソプロピル、農薬ポリオキ
シンD亜鉛塩、農薬ポリオキシン複合体

広告

※別添省略
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₄日獣発第155号　
令和₄年₉月₁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） 

第21回アジア獣医師会連合（FAVA）大会及び第40回日本獣医師会獣医学
術学会年次大会（令和₄年度）の第一次登録の再延長について�

　本会事業につきましては、日頃からご理解とご協力をいただきまして心から厚く御礼を申し上げます。
　また、第21回アジア獣医師会連合（FAVA）大会及び第40回日本獣医師会獣医学術学会年次大会（令和
₄年度）の参加登録推進につきましては、各位のご協力をいただきまして重ねて厚く御礼申し上げます。
　さて、本大会の第一次登録延長につきましては先に文書によりお伝えしておりますが、できる限り
多くの皆様方に安価な金額でご参加いただけるよう、このたび再度、第一次登録の延長を行うことと
いたしました。
　なお今回の延長対応に伴い第二次登録は廃止し、第一次登録期限である「10月17日（月）正午」以降は
当日登録となりますので、ご注意ください。
　つきましては、貴会会員構成獣医師にご周知いただくとともに、事前参加登録の一層の推進について、
引き続き特段のご配慮をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

記
参加登録第１次登録期限
2022年₉月１日（木）正午　⇒　2022年10月17日（月）正午

参加登録方法
QRコードまたは下記参加登録URLよりお申込みをお願いいたします。
＜参加登録用URL＞
https://va.apollon.nta.co.jp/fava2022/
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区　　　分
第1次登録

（2022/10/17正午締切）
（2022/9/1正午締切）

当日登録

獣医師会会員
全日 30,000円 50,000円

１日 20,000円 30,000円

学生 全日  8,000円

動物看護師 全日 10,000円

上記以外
全日 50,000円

１日 30,000円
ガラディナー
（11/12（土）） 8,000円 10,000円

（消費税込）

＜別添＞

○参加登録費には以下が含まれます。
　・ランチョンセミナーを含む全セッションへの入場料
　・講演要旨集
　・コーヒーブレイク
　・ウェルカムパーティー（11/11（金））の参加費
○ 参加登録は大会ホームページ（https://fava2022.com/）の「参加登録・宿泊予約」メニューからお申込

みください。
○参加登録費の取消しについて
　・ 2022年10月17日（月）正午までは返金可能です（手数料10％を引いた金額を返金いたします。）。それ

以降の返金はございません。

【お問合せ先】
＜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）登録事務局＞
　　株式会社日本旅行　九州法人営業部内
　　　〒812-0011　福岡市博多区博多駅前3-2-1-5F
　　　TEL：092-451-0606　FAX：092-451-0550
　　　E-mail：fava_fukuoka@nta.co.jp
　　　営業時間：09：30～17：30（土・日・祝日休業）
　　　担当：増田・槇山・ニック

参加登録方法
QRコードまたは下記参加登録URLよりお申し込みをお願いいたします。
＜参加登録用URL＞
https://va.apollon.nta.co.jp/fava2022/
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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）→開催中止

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１日 第66回埼玉県公衆衛生大会（さいたま
市　埼玉会館）

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）

11月19日
　　20日

彩の国食と農林業の祭典ドリームフェ
スタ・畜産フェア（行田市　古代蓮の里）

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）

事　務　局　メ　モ

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
「日常の診療で知っておくべき骨折・脱臼
の一次管理」
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
「肺炎の病態とその対処法
　～とりあえずの抗菌薬治療からの脱却～」
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」
東京農工大学付属動物医療センター皮膚科　
大隅尊史　先生

【Zoomにて開催】

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₉月20日現在）
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広告

広告
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編　集　後　記

　あんなに暑かったのに、いつの間にか田んぼ
の稲が刈られている、また気象庁始まって以来
の猛烈な台風14号だ、被害のあった地域の方々
には心よりお見舞い申し上げます。
　ウクライナとロシアの戦争はウクライナが挽
回しているようだがこのまま進めるのか？上海
協力機構首脳会議ではプーチンはいつもの高慢
な言動はなかったようで、強気な発言をしては
いるが、劣勢に立っている戦況をどこまで理解
しているのか？いつまで国民を騙し続けられる
のか？独裁政治は本当に恐ろしい。各国がエネ
ルギーをより必要とする冬が来る前に決着をつ
けられないのか？西側諸国も支援疲れにならな
いうちに決着して欲しい。
　そして世界は脱炭素どころか逆戻りだ。石炭
火力発電所の再稼働から新設、国防予算の大幅
なアップ、全エネルギーがべらぼうな値上がり
をしている。石炭火力発電所の再稼働に頼らざ
るを得ないのか？ドイツも止めるはずだったで
はないか？脱炭素はプーチンに潰されてしまっ
た。
　技術力は日本のお家芸ではなかったのか？な
ぜ早いうちに代替エネルギーに転換できなかっ
たか？外国に負けた。給料は30年来上がらず、
韓国にも追い越されたそうである。
　この国はマスコミも批判が多く、₁億総人口
が評論家になってしまった。悪い事をしている
わけではないのに周りを気にして内向きになっ
てしまう。高度成長期の時とまでは言わないが、
覇気がないと言おうか、内に秘めたギラギラし
たものが感じられなくなってしまった。全ての
面で国力の低下が心配である。全てで改革が必
要だ！
　地球温暖化の影響か？パキスタンでは干ばつ
から今度は一転して未曽有の大洪水で国土の1/3
が洪水に見舞われている報道には言葉がない。
国連の事務総長が世界に援助を呼びかけた。世
界のあちこちで干ばつや山火事そして大洪水と
未曽有の被害をもたらしている。
　大地震も多発している。そのうちこのような
自然現象は増えてくるのだろうか？数千年数万
年前の山や海底に埋もれている化石や遺跡、ポ
ンペイの街を遺跡にしてしまったような大噴火

が起きるのだろうか？自然に逆らうことはでき
ないが今後どうなるのだろうか？
　エリザベス女王が亡くなられた。一連の葬儀
を見て英連邦の国の威信を感じた。天皇皇后両
陛下や各国の約千人の要人が参列され、世界中
の人々が心から哀悼の意を表し、数十万人の市
民が棺の前で女王を偲んだ。12時間並んで弔問
に参加したサッカーのベッカムが「誰もがここに
居たいと思っています。女王の素晴らしい人生
を祝う何かを経験したいと、今日の様な事は一
緒に分かち合うものです」と言った。これぞまさ
しく国葬だ！
　安倍元総理が凶弾に倒れた。亡くなられた方
には意を傾けるのは当然だ、国葬をどうこう言っ
て騒いでいるが葬儀への参加は本人の自由で良
いのではないか？この差は何だろう？
　残念な事に畜産大手の神明畜産が東京地裁に
民事再生法の適用を申請した。原因は₇月に栃
木の養豚場で豚熱が発生し国内最大規模の殺処
分となったことや、ロシアのウクライナへの侵
攻でトウモロコシが主原料である飼料価格が高
騰したことにコロナ禍による外食需要の落ち込
みが追い打ちをかけたようである。畜産に携わ
る我々獣医師にとってただごとではない。
　数日前友人から連絡があり、島根県ではJAが
10か所以上あった肉牛生産農場を順次廃止して
いるそうだ。こんなことがあちこちで起こって
いる。人は食べなければ生きられない、国産肉
が無くならないで欲しい。畜産家の皆様には何
とか持ち応えていただき、国を挙げて抜本的な
改革をして、全ての食料に対して自給率アップ
に全力をあげるべきである。今回の戦争でも苦
しくなるのはエネルギーや食糧の依存国である
ことは理解したはずである。
　₉月₄日に関東・東京合同地区獣医師大会・
三学会が神奈川県担当で開催され、当会の会員
からは₂部門で₇題の発表がありました。発表
された先生方、大変ご苦労様でした。
　コロナ前は各支部がこぞって学術講習会を対
面で開催されておりましたが、リモートになっ
て熱が冷めてきたような気がします、めげずに
頑張って共に会を盛り上げていきましょう。
 （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

02103700 表紙.indd   202103700 表紙.indd   2 2022/09/22   14:032022/09/22   14:03



第　707　号
令和₄年₉月20日編集

発　　　行　　　所
埼 玉 県 獣 医 師 会

　　　　〒３３０－０８３５　さいたま市大宮区北袋町１－３４０
　　　　　（埼玉県農業共済会館内）
　　　　　電　話　０４８（６４５） １ ９ ０ ６
　　　　　ＦＡＸ　０４８（６４８） １ ８ ６ ５
　　　　　E-mail :  s-vma@vesta.ocn.ne.jp
　　　　　URL : https://www.saitama-vma.org/
　　　　　振替口座　００１１０－９－１９５９５４番

発行責任者　髙　橋　三　男
編集責任者　大　橋　邦　啓
印　刷　所　㈱アサヒコミュニケーションズ

公 益
社団法人

記事の内容

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

の開催……………………………………… 1

予告

埼玉県獣医師会学術講習会（さいたま市支部

担当（Web開催））のお知らせ ………… 5

埼玉県獣医師会学術講習会（南支部担当

（Web講習会））のお知らせ …………… 6

ひろば

令和₄年度関東・東京合同地区獣医師会親善

チャリティーゴルフコンペ参加報告 …… 7

優秀畜産技術者特別賞受賞………………… 7

お知らせ

日本獣医師会からのお知らせ……………… 8

埼玉県獣医師会学術広報版 …………12

事務局より

事務局メモ……………………………………12

編集後記 ……………………………………14

広告

02103700 表紙.indd   102103700 表紙.indd   1 2022/09/22   14:032022/09/22   14:03


