
小動物臨床部会 平成 29 年度定時総会・放射線教育訓練の開催 

小動物臨床部会の定時総会および放射線教育訓練を平成 29 年 4 月 16 日（日）新潟ユ

ニゾンプラザで開催しました。定時総会出席者は 33 名、放射線教育訓練の出席者は 36

名でした。 

定時総会は鈴木正芳副部会長の司会進行で、小嶋部会長あいさつ、また宮川副会長か

らの来賓あいさつに続き議事に入り、平成 28年度事業報告並びに収支決算について、平

成 29 年度事業計画(案)並びに収支予算(案)について、小動物臨床部会規則の一部改正

(案)について、小動物臨床部会の役員改選について、新潟県獣医師会職域選出理事の推

薦について、新潟県獣医師会全県選出理事及び監事の推薦について の議題について承認

されました。 

主な内容は年 1 回の研修会、年 3 回の講習会、新規開業者説明会、また野生鳥獣保護

収容事業、学校飼育動物への対応、動物看護師（職）の講習会の推進と動物看護師統一認

定機構への対応、人と動物の共通感染症に関する事業、災害時における動物救護、身体障

がい者補助犬事業への協力、日本獣医師会関連学会への協力、また法令の遵守として、医

療廃棄物の適正処理、放射線被爆管理、また社会保険（厚生年金等）の会員と動物病院に

勤務する職員への加入促進などが継続された。すべての事業計画および収支予算等は了

承され、規約の改正も賛同を得ました。今後の課題として、役員の 30％は女性会員の方

向性で 2年後の役員改選で実行できるようにしたい。 

 小嶋部会長および川島副部会長の退任により、役員改選が行われ、長谷川眞部会長、副

部会長には鈴木正芳氏・松谷正巳氏が選任されました。 

定時総会終了後、放射線教育訓練が開催され、昨年に続き新潟動物画像診断センター

院長の坂大智洋先生から『放射線と生体への影響』についての講習会が開催され、終了後

は受講証明書を発行しました。 

部会の事業は学術を中心としつつも、近年の事業は多方面に渡っているため、円滑に

会を行うためにも新役員へ協力をお願いします。 

 放射線教育訓練の様子



   平成 29 年度 定時総会 特別講演の開催 
  

平成 29年 5月 24日(水)ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟において、平成 29年度 

定時総会終了後、特別講演として当会前会長理事の楠原征治先生から「公益社団法人

新潟県獣医師会を顧みる」と題するご講演をいただきました。 

 講演では、平成 22年の公益社団法人への移行の経緯、当会会員の活動分野、獣医師

数及び組織率、国内及び県内の犬・猫の飼育頭数、家畜飼養戸数、狂犬病予防注射実

施頭数・注射率の推移について詳細なデータ（全国又は中部地区の中での立ち位置）

を示しながら分析していただきました。 

また、公務員獣医師の処遇改善、医師会と獣医師会の学術協力の推進協定、世界医

師会と世界獣医師会の One Healthに関する国際

会議から公益社団法人として将来に向けて感染症

予防に係る人の健康を守るシンポジウムの開催、

野ネコの不妊去勢手術の実施を通じての地域貢献

活動等を行う必要があると熱い思いを語っていた

だきました。 

先生には平成 20年に会長理事就任して以後

の９年間の長きにわたり、獣医師会を代表し会務

を執行していただきましたことに事務局として

感謝申し上げます。 

 

講演される前会長理事の楠原征治先生 

 



第１３回県民公開講座 
平成２９年度感染症予防衛生講習会開催報告 

 
平成２９年度感染症予防衛生講習会が６月２２日（木）午後１時３０分から、新潟市民プラザ

（NEXT２１）で開催されました。この講習会は平成１７年から開催しており、今年で１３回目と

なります。（一社）新潟県ペストコントロール協会が主催、新潟県、新潟市、（公社）新潟県獣医師

会の共催で、県、市町村、教育関係、福祉施設、食品事業者のほか、一般県民に広く受講していた

だくため、県民公開講座としています。 
今年の講習会は、講演Ⅰ・講演Ⅱの二部構成で実施いたしました。 
講演Ⅰでは、（公社）日本ペストコントロール協会技術顧問、医学博士の田原雄一郎先生から、「昆

虫は面白い」と題して御講演をいただきました。 
昆虫は１０億年前に誕生し、現在まで様々な環境変化に適応しており、地球上の動物のうち、８

割を昆虫が占めるとのことでした。昆虫は様々な場面で人の役に立っており、古くは農作物の受粉、

絹糸の生産、蜂蜜があり、近年では色素の原料だけでなく、化粧品や工業・医療分野などへの活用

に向けた研究が盛んに行われているそうです。反対に害となる点は、農作物を食い荒らす農業害虫

や貯穀害虫、先日国内で初めて確認されたヒアリやハチによるアナフィラキシーショック、そして

古来から恐れられてきた、ノミや蚊による感染症です。 
特に蚊は、ほんのわずかな水でも繁殖・成長でき、極めて個体数が多く、マラリアやデング熱な

ど毎年数百万人の死者を出す感染症を媒介します。蚊は、人類にとって地上最大の脅威であるとの

御意見でした。 
近年、デング熱やジカ熱の感染が報道され、日本でもその脅威を身近な事として取り上げられる

ようになってきましたが、海外に比べるとその認知度はまだまだ低く、「島国である安心感」から抜

け出せていないように感じます。ヒトスジシマカが広く生息する日本においては、ウイルスを持っ

た人が入り込むことで一斉に感染が拡大するリスクをはらんでいるということを認識し、広く啓発

活動をしていく必要性があると感じました。 
講演Ⅱでは、国内のノロウィルス研究の第一人者で、（一社）新潟県環境衛生中央研究所理事、医

学博士の西川眞先生から、「感染症予防～日常対策を実績で実証する～」と題して御講演をいただき

ました。小中学校の給食で起こった刻みのりやパンを原因とした食中毒の事例を挙げて、感染源は

「製造」だけでなく「加工」や「提供」の場面にも潜んでいるという御指摘がありました。きちん

と加熱処理を行った食品でも、その後の加工の際に素手で触れ、汚れを付着させてしまうことが珍

しくないとのことでした。食中毒や感染症対策のため、事業所では数多くのマニュアルやチェック

表などが活用されていますが、あまりに複雑になりすぎ、マニュアルどおり行動することが負担と

なり、その結果形骸化しているケースがあるそうです。意味のある、機能する予防策を行うために

は、やみくもにマニュアルを作って複雑にするのではなく、実際に作業できるのか確認し、重要な

ポイントに絞って、それを確実に実施させることが重要とのご意見でした。 
講習会終了後のアンケートにおいても、「蚊の危険性がよくわかった」「蚊以外の衛生害虫や感染

症についても聞きたい」「ノロウィル

スについてもっと聞きたい」などの

感想をいただき、身近な問題である

今回のテーマへの関心の高さが伺え

ました。 
来年度も、より拡充した内容での

開催が期待されるところです。 
田原雄一郎先生と講演の様子 



平成 29 年度 産業動物部会定時総会・講習会の開催 

 

平成 29 年 6 月 30 日(金) ｺｰﾌﾟｼﾃｨ花園ｶﾞﾚｯｿﾎｰﾙにおいて定時総会、講習会が開催されました。定時総

会終了後、講習会が開催され、「県内初の農場 HAＣＣＰ認証への支援を通じて」と題し、下越家畜保健

衛生所 福留静先生より講演をいただき、続いて「県内初の農場 HACCP 認証への取り組みで得たものと

は？」と題し、めおとファーム 齋藤栄毅様より講演をいただきました。 

 『私の酪農経営方針は”腹八分目”なんです。でも今、５～10 年後の平均日乳量４５ｋｇも、決して

夢じゃない気がします。』(一般 30kg) 県下初の「農場 HACCP」認定農場（中央畜産会認定）となった

「めおとファーム」（新発田）の若き（３３歳）経営者、齋藤栄毅氏に、講習会に参加した多くの会員・

関係者に強いインパクトを受けました。 

 『一時、第四胃変位（消化器病の一つ）が連続した時は落ち込みましたが、今では産後の疾病はほとん

どなく、繁殖障害での淘汰牛も半年ほどありません。労働時間も１日５時間で”八分目”主義です。』 

 この３年間、春の農場 HACCP認証取得を目指し、①衛生方針・目標と実行検証チーム結成、②あらゆる

原材料・農場作業の記述、③リスク管理点の実行計画と検証改善システムの構築等を支援してきた、中越

家保の福留静氏は、『認定までの作成書類は多く苦心しましたが、何よりも農場の見える化とチーム化

が、他方面の関係者の力を結集させ、全作業者での情報共有と教育システム、そしてレベルアップの仕組

みが整ったことに、経営者は満足されているようです。』 

 現在、労働力は２組の新旧夫婦、搾乳牛数は 65頭、平均日乳量３４ｋｇ、体細胞数はなんと８万。農

場 HACCP 認証に加え、独学での高い飼養管理知識と、著名な「ノーコ・ファーム」に影響を受けたとする

明確な経営指針にも驚かされましたが、厳しい酪農時代への「頼もしい光」を感じた講習会でした。飛入

で全農の新育種学講座も。 

 総会では役員改選もあり、部長・副部長は留任でしたが、家保からの新委員が増加し、より開かれた会

への志向を目指します。 当部会は、地域畜産業に貢献し、以って動物蛋白の安定生産を守る社会的責務

の為、これまでのベンチマーキング（経営比較分析）や農場 HACCP 支援、そして会員相互力活用の為の会

員情報アンケートも含め、柔軟な活動を目指す方針となりました。部会未所属の家保等の若き獣医師の

加入を強く歓迎致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     講演される めおとファーム 齋藤氏                受講風景 

 



平成 29 年度 小動物臨床部会第 1 回講習会の開催 

 
小動物部会の今年度第一回目の講習会が平成２９年７月３０日（日）に新潟東映ホテルで

開催された。講師には日本獣医生命科学大学准教授の長谷川大輔先生をお招きし、「てんかん

のアップデート」というテーマで約４時間の講習が行われた。講習会は、副部会長の鈴木正

芳先生が進行し、部会長、県獣会長の宮川先生がそれぞれ挨拶を行い始まった。講師の長谷

川先生は、国際獣医てんかんタスクフォースのメンバーでもあり国内外で活躍されている。

その人気の高さもあり会場には６０名近い獣医師が集まり熱心に耳を傾けていた。 
講習会内容は、てんかんの定義に始まり、分類、用語、診断基準、高度な検査、そして治療

へと流れに沿った講義内容であった。近年、高度な画像診断技術が小動物臨床の分野でも応

用される機会が増えて、脳や脊髄神経の病気に多くの新しい病名が報告されるようになって

きた。そんな中で今回の講習会は使用される用語の整理なども含めて有意義であったと思わ

れる。講習会後の質問も多く、参加獣医師の関心度の高さがうかがわれ、明日からの臨床現

場に役立つ内容であったと思われる。最後に松谷正巳副部会長の閉会の挨拶で講習会は成功

裏に終了した。 

     

講演される長谷川大輔 先生               受講の様子 



◇ 平成 29年度公衆衛生部会通常総会・研修会の開催 

 
 平成 29 年度通常総会を平成 29 年 10 月 21 日（土）にラマダホテル新潟で開催し、会員 33 名が出席し

ました。大澤部会長の挨拶の後、議事に入り、平成 28 年度事業経過報告及び決算報告が審議され原案通

り承認されました。 
総会に引きつづき研修会を開催し、第 1 部は日本野鳥の会 評議員の石部久先生から「鳥類の世界 鳥

の生態と繁殖婚姻形態の多様性」について、多くの美しい野鳥の写真を交えてお話し頂きました。私たち

が生活する市街地やその周辺に、フクロウ類の生息分布があることや、くちばしの形態により餌が決まる

ことで生息環境が決まり、鳥の生き方が決められていくことなど、大変興味深い内容で、野鳥に関する知

識を深めるよい機会となりました。同時に、近年の温暖化による環境の変化は野鳥の生息にも関係する重

大なことであり、我々への警鐘であると知りました。 
第 2 部では、岐阜県飛騨家畜保健衛生所の松尾加代子先生から「ジビエに潜む寄生虫リスク」について、

ご講演いただきました。最近、と畜検査ではあまり発生がみられなくなった肝蛭が野生動物間で維持され

ており、飼育環境によっては家畜に肝蛭が感染するリスクが高まることや、35 年ぶりに国内で集団発生し

た旋毛虫（トリヒナ）症は、冷凍処理でも死滅しない北方系の旋毛虫である可能性が高いことなど、貴重

な写真や動画を交えてお話しをいただきました。さらに草食性のシカがサワガニを食べていたというお話

を聞き、固定観念を打ち砕かれました。また、ジビエの先進地である岐阜県での人材育成の取組や解体施

設のご紹介など、参加した会員からは今後の参考となる大変良いお話だったという感想が多く聞かれまし

た。 
今年度は、日本獣医師会が主催する獣医公衆衛生講習会（中部地区）の公開講座として開催しましたが、

会員の他に、小動物臨床の獣医師や日本野鳥の会新潟県の会員などの参加者を含めて61名の出席があり、

盛況のうちに終了いたしました。 
 

 
   受講の様子          日本野鳥の会           岐阜県飛騨家畜保健衛生所 

評議員 石部久先生         松尾加代子先生 



 

◇ 平成２９年度小動物臨床部会第２回講習会の開催 

 

平成２９年１０月２９日日曜日、新潟市の新潟東映ホテルにて、平成２９年度小動物臨

床部会第２回講習会が開催されました。 

参加申し込みは５７名、当日参加者は５０名でした。 

鈴木正芳副部会長の司会進行で、長谷川眞部会長と宮川保会長理事の挨拶のあと講演に

入りました。 

講師は、日本大学 生物資源科学部 獣医学科 獣医外科学研究室 教授の浅野和之先生で

講演は「一般臨床獣医師が修得すべきベーシックな手術手技」という演題のもと止血法、

開腹術、開胸術、の順でお話し頂きました。 

台風の迫るあいにくの天候でしたが、みな熱心に聴講し、活発な質疑応答が行われまし

た。これからも小動物臨床部会の事業へのご協力をお願いいたします。 

 

     

講演される浅野和之 先生               受講の様子 



◇平成２９年度狂犬病予防注射業務関係者研修会の開催 

 
平成２９年度狂犬病予防注射業務研修会が、１１月１６日新潟県自治会館で開催され、関

係者が１６１名参加した。はじめに宮川保県獣会長、阿部健博様新潟県福祉保健部生活衛生

課課長の挨拶に始まり、その後同課・動物愛護・衛生係副参事の遠山潤様の行政説明と大阪

府獣医師会長佐伯潤様（くずのは動物病院院長）から「災害と狂犬病」という題で講演が行

われた。行政説明では、動物の殺処分を減らす対策の一つとして猫の不妊去勢手術助成事業

が報告された。また狂犬病に関しては平成２８年度の各市町村、保健所ごとの接種率などが

報告された。狂犬病発生時の対応指針も現在進行形で策定中とのことであった。後半の講習

会では、佐伯先生から災害時に重要な人と動物との感染症の話がありその中で狂犬病に関

して人と犬との感染経路や主要な症状などの説明があった。災害に関しては自然災害のみ

ならず人為災害として戦争やテロなども含まれる旨の説明が新鮮であった。日本において

は野生動物が保持する感染症への暴露、海外からのコンテナなどに迷入して上陸するかも

しれない動物などの危険性が危惧されている。また国内で９１日齢未満の犬での移行抗体

を調べた報告があり２１６頭中８倍以上の抗体保有頭数が３４頭と意外と少ないという結

果であった。今後移行抗体のあるなしで幼齢犬には複数回の予防接種が必要なのではない

かということであった。当然、法律上の問題もあり今後の調査研究に委ねなければならない

と思われる。 
最後の質疑応答には、狂犬病発生時対応指針に関してと猶予証明に関しての質問などがあ

げられた。最後に樺澤県獣副会長の閉会の挨拶で今年度の研修会が終了した。 

  

行政説明 遠山潤 副参事            講演される 佐伯潤 先生 



平成 29年度 産業動物部会セミナーの開催 

 

 

平成 29年度産業動物部会セミナーが、平成 29年 11月 22日(水)ガレッソホール花園にて行われた。 

近年、産業動物部会では，農場管理や生産管理など獣医療に加え，食料生産に関する様々な管理手法

についての研修を行ってきた。今年度は講師に山形県農業共済組合 家畜診療研修所 所長 渡辺栄次先

生をむかえ、「NOSAI 山形の農場 HACCP 構築支援”まず、一歩ふみだす”」と題し NOSAI 山形における

HACCP認証に対する取り組みをご講演いただいた。現在、農産物の生産現場では 2020年のオリンピック

開催を控え、オリンピックで提供される、農産物の安全性を担保する JGAP や農場 HACCP のような生産

管理手法の導入が議論されており、我々獣医師もそれ

に対する取り組みが必要となっている。こういった生

産管理手法は生産過程の文書化やそれに関する検証な

ど、煩雑でハードルが高く感じるところが多い。しか

し、講師の先生は「拙速は巧遅に勝る(孫子)」と，ま

ず取り組むことの重要性を強調されていた。幸いにも

新潟県では、家畜保健所や普及センターなど行政機関

が強いバックアップ体制を敷いている。今年の春に県

内第一号の農場 HACCP認証農場が誕生した。 

講演される渡辺栄次先生 



◇ 小動物臨床部会 平成 29年度第 3回講習会の開催 

平成 30 年 1 月 14 日（日）、新潟市の万代シルバーホテルにて平成 29 年度小動物臨床部会第 3 回講習

会が開催されました。 
今回は日本小動物獣医師会学校飼育動物講習会との共催で、日本小動物獣医師会の学校飼育動物対策

委員会より５名の先生方と県外から１名の先生を含め４４名の参加がありました。 
松谷正巳副部会長の司会進行で、長谷川眞部会長、続いて日本小動物獣医師会の代表を兼ねて宮川会

長理事の挨拶のあと講演に入りました。 
講師は、みわエキゾチック動物病院院長 三輪恭嗣先生から「ウサギとモルモットの基礎と臨床」と

題してご講演をいただきました。 
ウサギとモルモットのそれぞれ基本的な生物学的特徴から学校飼育や普段の診療でよく経験する疾病

を中心に診断や最新の治療法についてお話しをいただき、特に歯科疾患やウサギの流涙症の効果的な治

療法など即臨床に応用できる内容で、非常に実践的な方法を数多く教えていただきました。 
当日新潟市は記録的な積雪の影響で交通事情も大変悪い中、多くの先生方の参加をいただき、フロア

ーからも活発な質疑応答がなされ、先生方の関心の高さを感じさせる講習会でした。 

       
       講演される三輪恭嗣先生                受講の様子 
 
 

◇ 平成 29年度 小動物臨床部会 動物看護師セミナーの開催 

平成 30 年 1 月 14 日日曜日、新潟市の万代シルバーホテルにて、平成 29 年度動物看護師セミナーが 
開催されました。 
参加申し込みは 72 名、当日参加者は 63 名（動物看護師・職 59 名、その他 4 名）でした。罇正治 

委員の司会進行で、鈴木正芳副部会長の挨拶のあと講演に入りました。 
講師は第 1 部が、にいがたペット行動クリニックの白井春佳先生、第 2 部が、新潟動物画像診断セン

ターの坂大智洋先生でそれぞれ「犬・猫にやさしい動物病院を目指そう！〜動物病院で出来ること〜」、

放射線と生体への影響「院長！放射線って危ないんですか？」という演題のもとお話し頂きました。 
大雪で交通機関のみだれもありましたが、参加者はみな熱心に聴講し、活発な質疑応答が行われまし

た。これからも小動物臨床部会の事業へのご協力をお願いいたします。 

       
       講演される白井春佳先生              講演される坂大智洋先生 


