平成 26 年度事業報告
【Ⅰ】 公益目的事業
◎公益目的事業１：人と動物の共生する社会環境の健全な発展を目的
とする事業
○ 人と動物の共通感染症を予防し、公衆衛生の向上を図るための取り組み
○ 動物の習性や正しい飼い方等を指導し、動物の愛護精神の高揚を図り、人と動物が安心
して暮らせる社会環境を整えるための取り組み
○ 家畜・家禽の伝染病及び慢性疾病等による畜産経営の損耗を防止し、健全かつ安定的な
畜産の発展と安全な畜産物の生産・供給を図るための取り組み
○ 食肉等の衛生検査の充実により、安全・安心な畜産物を流通させるための取り組み 等

１ 公衆衛生の向上に関する事業（狂犬病予防対策）
【事業の目的及び内容】
厚生労働省局長通達に基づき、県、市町村、獣医師会が連携し、毎年４月～６月の期間に各市町
村が実施日時・場所を告知して行う狂犬病予防集合注射への協力及び市町村と県獣医師会の委託契
約に基づき、動物病院において未登録犬への予防注射を行った際に飼い主に対して市町村への登録
を指導（畜犬登録促進指導事業）した。
また、狂犬病予防集合注射事故等が発生した場合の治療費等の助成や人と動物の共通感染症に関
する啓発等を行った。
【事業実績】
（１）狂犬病予防定期集合注射事業（市町村委託事業：契約市町村５４）
・ 実施期間
平成２６年４月１日～６月３０日（3 か月間）
・ 実施頭数
８６，１５８頭（対前年比９５．2％、4,338 頭減）
・ 狂犬病予防・動物愛護管理業務連絡会議（県・県獣・動管協の共催）
開催：平成２６年１１月１４日（金） 午後 2 時～
場所：千葉市生涯学習センター
内容：２６年度集合注射実績及び畜犬登録促進指導事業の説明と協力要請 等
（２）狂犬病予防集合注射事故等に係る治療費等の助成
・ 事故等件数
２３件（参考：前年実績 16 件）
・ うち助成対象 １４件（参考：前年実績 14 件）
（３）畜犬登録促進指導事業
・ 実施頭数（登録頭数）３，７２９頭
対前年比８７％（前年実績 4,281 頭）
・ 契約締結市町数：２５市町

２ 動物の保護活動事業
【事業の目的及び内容】
人と動物の適正なかかわりを通して、生命の大切さや不幸な動物を増やさないことの重要性につ
いての意識を高めるための普及啓発、不妊去勢手術実施、傷病野生鳥獣や自然災害被災動物あるい
は事故等により負傷した動物の救護、福祉介護犬医療助成、学校飼育動物の指導などに取り組んだ。

【事業実績】
（１）動物保護管理推進事業
動物愛護・保護思想の醸成を目的としたフェスティバル等の開催あるいは市町村等が実施す
る動物愛護啓発のためのイベント等を共催した。
① 千葉県『なかよし動物フェスティバル２０１４』
主催：千葉県、
（公社）千葉県獣医師会、
（公財）千葉県動物保護管理協会
日時：平成２６年９月２０日（土） 10:00～15:00
場所：千葉県動物愛護センター（富里市）
≪主な催し≫
チーバくんと動物愛護教室・写真撮影、犬のトップダンス、犬のしつけ方教室
動物の健康相談、保護犬里親相談、乗馬体験その他ステージイベント
【市町開催：後援・共催】
② 千葉市『動物愛護フェスティバル２０１４in ちば』
主催：動物愛護週間行事実行委員会
（構成団体：千葉市・
（公社）千葉県獣医師会・
（公財）千葉県動物保護管理協会）
日時：平成２６年９月２１日（日） 12:00～16:00
場所：千葉ポートタワー＆ポートパーク
≪主な催し≫
動物のお医者さん模擬体験、わが家の愛犬・愛猫写真コンクール、長寿動物表彰、
しつけ・マッサージ教室、盲導犬体験歩行、
地域猫セミナー等
③ 『なかよし動物フェスティバル in かしわ２０１』
主催：柏市
共催：
（公社）千葉県獣医師会、
（公財）千葉県動物保護管理協会
日時：平成２６年９月１５日（月・祝日） 13：00～16:00
場所：ララポート柏の葉
≪主な催し≫
ペットの健康相談、ぬいぐるみを使ったマイクロチップ照合の実演、レントゲン写真
の読影体験、犬の正しい飼い方・しつけ方教室等
④ 『なかよし動物フェスティバル in ふなばし 2014』
主催：船橋市
共催：
（公社）千葉県獣医師会、
（公財）千葉県動物保護管理協会
日時：平成 27 年 9 月 27 日（土） 11:00～16:00
場所：ビビットスクエア南船橋１階
≪主な催し≫
我が家の愛犬・愛猫写真コンクール表彰式・動物のお医者さんになろう、犬の正しい
飼い方・しつけ方、動物健康相談、災害からペットを守ろう、警察犬の訓練実演 等
【日本獣医師会主催イベントへの参加】
① 2014 動物感謝デー8th in ＪＡＰＡＮ
日時：平成２６年１０月４日（土） 10:00～16:30
場所：駒沢オリンピック公園中央広場
≪参加内容≫ 県獣ブースでの獣医師会活動及び県産農産品ＰＲ（チーバくんも協力）

（２）動物不妊去勢手術助成事業
飼い主との良好な関係に恵まれる可能性が低い不幸な動物を生み出さないため、望まれない
繁殖を防ぐことを目的として千葉県や公益財団法人千葉県動物保護管理協会と連携して犬、猫
の不妊去勢手術を実施した。
① 犬猫不妊・去勢手術助成事業（県獣・動管協事業）
飼育放棄あるいは遺棄され野良犬・野良猫になる不幸な動物をなくすため、不妊・去勢手
術を希望する飼い主を公募し、抽選により当選者に手術費用の一部（5,000 円/頭）を助成。
○ 募集期間
平成 27 年 9 月 20 日～ 9 月 20 日（動物愛護週間）
リーフレット作製 ： 11,000 部
県 獣
8,000 部（会員病院配布用）
動管協
3,000 部（市町村配布用）
周知方法：市町村広報
○ 応募件数
１，９５５件
○抽選会
平成 26 年１０月６日（月）
場所：県獣会館 3 階講堂
○ 助成利用券発行頭数（当選） 805 頭（県獣対応分 705 頭、動管協対応分 100 頭）
うちマイクロチップ装着希望：２７１頭（優先的に当選とした）
○ 実績頭数
６８３頭
うちマイクロチップ装着頭数：２２１頭 ※詳細は（５）参照。
○ 手術実施期間
助成利用券到着後（10 月 7 日発送）から原則として１２月２６日まで
② 飼い主のいない猫不妊去勢手術事業（県からの受託業務）
町内会等が、地域内に住み付いている飼い主のいないねこ（地域ねこ）を現状以上に増や
さないため不妊・去勢に地域ぐるみで取り組む場合に対し、県及び（公財）千葉県動物保護
管理協会と連携して、関係地域獣医師会の協力により手術を実施。
○ ２６年度認定地域及び団体数
８団体
○ 協力地域獣医師会
京葉・東葛・印旛地域獣医師会
○ 実施期間
平成 26 年 10 月～平成 27 年 2 月
○ 手術実施頭数
１１０頭（実施場所：県動物愛護センター、同東葛支所）
[参考] 「共生実行委員会事業」
※26 年度は実績なし。
動物保護管理協会が一般市民等からの募金を原資として、千葉県事業「飼い主の
いない猫不妊去勢手術事業」と一体的募集、抽選、会員動物病院での手術を実施。
共生実行委員会構成団体：千葉県、
（公社）千葉県獣医師会、
（公財）千葉県動物保
護管理協会
（事務局：公益財団法人千葉県動物保護管理協会）

（３）負傷・被災した動物の救護対策
傷ついた野生鳥獣の救護をとおして鳥獣保護思想の普及を図るとともに、災害あるいは交通
事故等により被災、負傷した動物の救護活動を獣医療面で支援し、社会福祉並びに動物福祉の
向上を図った。
①

傷病野生鳥獣救護事業（県からの委託業務）
県民等が保護し野生復帰させるまで看護することを通じて広く県民に鳥獣保護思想の啓
発と実践による普及・浸透を目的として実施する事業で、獣医師会は県環境生活部自然保護
課や県地域振興事務所等と連携し、動物病院へ緊急移送された傷病野生鳥獣の治療を実施。
○ 治療等実施件数 ４７８件（前年度比較：78 件減、対前年度比 86％）
）

内訳） 鳥類
獣類

441 件 （前年度 515 件、74 件減、対前年比：86％）
37 件 （前年度 41 件、4 件減、 対前年比：90％）

②

野生動物救護事業
自然災害等により負傷し保護された野生動物の治療等、獣医療面で参画し、社会福祉及び
動物福祉の向上に寄与。
○ 26 年度は該当なし。

③

負傷動物救護事業
飼い主が不明もしくは直ちに特定しきれない負傷した犬、猫等が公共の場で発見、保護さ
れ動物病院に移送され救急診療等を行った場合に費用の一部を助成。
助成件数：５９件
助成額：２９５，０００円（5,000 円 / 件）

④ 東日本大震災同行避難動物治療費等助成事業
東日本大震災被災者と県内に同行避難した犬、猫の健康管理、治療に要する費用の一部を
助成。
財 源：東日本大震災負傷動物救護事業寄付金
助成実績：６頭８件（犬）
助成額：３５，０７０円

（４） 福祉介護犬医療助成制度
盲導犬、聴導犬、福祉介助犬等の健康診断や病気に罹った場合の治療に要する経費の一部を
助成し、社会福祉及び動物福祉の充実・向上に寄与した。
助成実績：２１件
（盲導犬：19、聴導犬：１、福祉介助犬：１）
助成額：６８８，０４２円

（５） マイクロチップ装着普及推進事業
災害時等に遺棄されたり、迷い子になった犬、猫の保護と飼い主への迅速な引き渡し体制の
確立に向けて、マイクロチップの装着を普及させるため装着費用の一部を助成した。
○ 対象
犬猫不妊去勢手術助成事業応募者で装着を希望した犬猫
○ 実施期間
助成利用券到着後～１２月２６日までの間（原則）
○ 当選頭数
２７１頭（前年度 207 頭、対前年同期比 130％、64 頭増）
内訳 犬：107 頭（割合 40％）
、猫：164 頭（割合 60％）
○ 手術実施実績
２２１頭（犬 87 頭、猫 133 頭）

（６） 学校飼育動物指導事業
生命の尊さを知り感謝する動物愛護精神を醸成する活動の一環として動物を飼育する小学校
等において、動物の生態や動物の正しい飼い方の指導、負傷等の治療などに協力、支援した。
○ 各地域獣医師会における教育活動現場での動物に関する知識、技術の助言・指導
○ 学校飼育動物大会への参加
○ 県獣ホームページでの取り組み紹介
○ 千葉県教育庁・市町村教育委員会及び小中学校等との連携強化促進活動の展開
○ 学校における動物飼育状況等調査（主に小学校、県教育庁と連携で実施）

３ 安全な畜産物及び食品の生産・流通に関する事業
【事業の目的及び内容】
産業動物部門従事獣医師の獣医療技術の研鑽と畜産農家への的確な指導による損耗防止等畜産
の振興並びに安全・安心な畜産物の生産・流通を図り、国民の食生活の向上に寄与することを目的
として技術セミナーや生産者向け研修会の開催するほか関係団体等が開催する畜産振興事業へ協
賛した。

【事業実績】
（１）畜産関係研修事業
県家畜保健衛生所及び県農業共済組合連合会等が実施する産業動物研修会、畜産農家研修会
等へ助成した。
①

公職農林部会（家畜保健衛生所関係）

○ 中央動物防疫協議会
開催月日
会議名等
鶏病技術研修会
26.08.07(木) 演題：熊本県で発生した HPAI の防疫対応と現況
講師：野尻健二（熊本県畜産課）
養鶏講習会
演題：①最近の高病原性鳥インフルエンザ鳥インフルエ
ンザ発生状況について
26.11.13(木)
②養鶏のアニマルウエルフェアについて
講師：①西藤岳彦 先生（動衛研）
②大木茂 先生（麻布大学）
急性悪性伝染病防疫演習
演題：チームワークトレーニング「やぐら鶴」
27.01.19(月)
講師：堀北哲也 先生（農済連中央家畜診療所）
柴田正志 先生（静岡県西家畜保健衛生所）
演題：①家畜をとりまくインフルエンザウイルス
②動物の病理（ウイルスおよび原虫を主として）
27.02.25(水)
講師：①関根大介 先生（中央家畜保健衛生所 ）
②久保正法 先生（元動物衛生研究所）
演題：鶏コクシジウム症と壊死性腸炎を再考する
IB の特性とワクチネーションについて
27.02.06(金)
講師：川原史也 先生、林志鋒 先生（
（一財）日生研）

開催場所等
場所：千葉市ふるさと農園
参加：49 名

場所：プラザ菜の花
参加：83 名
共催：(公社)千葉県畜産協会

場所：中央家畜保健衛生所
参加：48 名
場所：中央家畜保健衛生所
佐倉庁舎
参加：21 名
場所：成田国際文化会館
参加：54 名

○ 東部・北部家畜防疫獣医師会
第 1 回東部・北部家畜防疫獣医師会師研修会
演題：①県内での流行性下痢(PED)の発生
②2001 年口蹄疫の疫学講習会（黄砂と風が運ぶ
26.07.10(木)
口蹄疫など）
講師：①井出基雄 先生（東部家保）
②唐仁原景昭 先生
養鶏講習会
演題：①鳥インフルエンザの発生状況と飼養衛生管理基
準について
②最近の鶏病の状況
26.07.11(金)
③段ボールを使った枠も対策
講師：①三浦良彰 先生（東部家保）
②坂井利夫 先生（坂井利夫家禽家畜診療所）
③福田沙也加 先生（栃木県北部家保）
養鶏講習会
演題：①最近の高病原性鳥インフルエンザ鳥インフルエ
ンザ発生状況について
26.11.13(木)
②養鶏のアニマルウエルフェアについて
講師：①西藤岳彦 先生（動衛研）
②大木茂 先生（麻布大学）
養豚講習会
26.11.18(火) 演題：北米等で問題となっている豚疾病について
講師：島田隆男 先生（農済連北部家畜診療所）
第 2 回東部・北部家畜防疫獣医師会研修会
講演：①ネズミ等の習性と防疫について
②ゴキブリの習性と駆除について
27.03.03(火)
講師：①谷川力 先生（イカリ消毒）
②岩田隆 先生（ﾊﾞｲｴﾙ薬品株式会社）

○南部家畜防疫獣医師会
獣医師研修会
演題：①牛のサルモネラ症について
②牛のクリプトストポリジウム症について
③牛の白血病について
26.07.02(水)
④急性悪性家畜伝染病・PED の発生状況に
ついて
講師：平畠淳・滝口由貴・島田圭吾・芦澤尚義 先生
特別講演
26.07.16(水) 演題：動物愛護管理法の改正について
講師：田中大輔（安房健康福祉センター）

場所：横芝光町文化会館
参加：22 名

場所：成田エクセルスプレス
参加：66 名
共催：北部養鶏衛生協会

場所：プラザ菜の花
参加：83 名
共催：(公社)千葉県畜産協会
場所：パレス大藤
参加：42 名
共催：香取郡市養豚協会
場所：山田公民館
参加：52 名
共催：香取郡市養豚協会

場所：南部家畜保健衛生所
参加：15 名

場所：休暇村館山
参加：21 名

※南部家畜防疫獣医師会つづき
開催月日
会議名等
開催場所等
研究発表会
演題：①千葉県動物愛護管理条例の制定について
講師：永瀧正人（鴨川地域保健センター）
②クアドの検査法及び感染実態調査
講師：田中大輔（安房健康福祉センター）
③廃業酪農家飼養牛追跡調査
講師：原 普（南部家畜保健衛生所）
④牛サルモネラ症及び対策
講師：矢嶋真二（南部家畜保健衛生所）
場所：芳喜楼
27.03.03(火)
⑤経膣採卵―体外受精について
参加：23 名
講師：山下秀幸（嶺岡乳牛研究所）
⑥メッシュを用いた会陰ヘルニア整復法
講師：清水篤（清水動物病院）
⑦乳質改善の取り組み
講師：兼重恵理（農済連南部家畜診療所）
⑧採卵に影響する要因の検討
講師：井上彰（嶺岡乳牛研究所）
⑨新生子牛の免疫移行不全の発生要因
講師：五島可祥（農済連南部家畜診療所）

② 共済部会（農業共済組合連合会関係）
開催月日
会議等名
第 1 回技術懇談会
演題：家畜感染症と対策「白血病の現状と対策」
26.11.05(水）
講師：北海道大学 獣医学部 感染症学研究室
今内覚 准教授
第 2 回技術懇談会
演題：感染症の危機管理と課題
26.12.11(木)
講師：千葉科学大学危機管理部動物危機管理学
吉川泰弘 教授

開催場所等
場所：中央家畜診療所
参加：33 名

場所：中央家畜診療所
参加：35 名

（２）畜産振興事業
県内畜産関係団体等が主催する家畜共進会、畜産物消費拡大イベント等に協賛もしくは共催
し、畜産の振興・発展を図った。
開催月日

共進会等名
第１５回安房郡市乳牛共進会
26．10．04（土）
（安房農業協同組合広場）
千葉県畜産フェアー
26．10．04（土）
（船橋競馬場）
第６１回千葉県乳牛共進会
26．10．20（月）
（千葉家畜市場）

主催団体
安房酪農振興協議会
安房農林業振興協議会
千葉県畜産フェアー
実行委員会
千葉県酪農農業協同組
合連合会

内 容
特別賞１点
協賛金
協賛金
協賛金

（３）獣医公衆衛生対策推進事業
保健所や食肉衛生検査所に勤務する獣医師で構成される公衆衛生獣医師協議会及び食品衛
生研究協議会が実施する、安全な畜産物及び食品を流通させるための検査等を的確かつ迅速に
行うために必要な調査、情報収集及び研修等に対し費用の一部を助成した。
開催月日

会議等名

26．05．28（水）

千葉市獣医師協議会総会・情報交換会

26．06．05（木）

千葉県食品衛生研究会総会

26．06．12（木）

千葉県食肉衛生検査所協議会総会

開催場所
主催：千葉市獣医師協議会
場所：東天紅
主催：千葉県食品衛生協議会
場所：京成ホテルミラマーレ
主催：県食肉衛生検査所協議会
場所：京成ホテルミラマーレ

４ 人と動物の絆（ヒューマン・アニマル・ボンド）の確立を目指す事業
【事業の目的及び内容】
人と動物が共生していくために必要な保健衛生の向上、動物愛護及び福祉の増進並びに野生動物
が生息し得る自然環境の保全を目的とした普及啓発活動（ポスター・パンフレットの作成・配布、
市民公開講座等）や知識・技術習得のための講習会、セミナー等を開催した。

【事業実績】
（１）セミナー等の開催
①県獣主催
①県獣主催
開催月日

26．10．19（日）

セミナー名等
県獣学術・感染症合同
セミナー

東京ベイ
幕張ホール

26．10．30（木） 超音波診断技術セミナー

県獣会館実習室

26．11．24
市民公開講座
（月・祝）

京葉銀行
文化プラザ

26．11．26（水） 獣医内視鏡実習セミナー

県獣会館実習室

内容
テキストで学ぶ「小動物臨床の免
疫学（ウイルス学）
講師：北里大学名誉教授
小山 弘之 先生
参加者：５７名
超音波診断の基礎
講師：長谷往明先生
協力：
（株）日立アロカメディカ
ル
参加者：１１名
サポート：5 名
①「この厄介な生き物たち？ ～
病気の運び屋としての、ノミ・ダ
ニ・蚊～」
講師：柴原 壽行 先生
②「千葉県のマダニ ～生態と特
徴～」
講師：平良雅克 先生
③「ダニにご注意！房総の風土病
～ツツガムシ病と日本紅斑熱～」
講師：山藤 栄一郎 先生
参加者：146 名
内視鏡の手技基礎講習
講師：村田佳輝先生
杉田祐司先生
協力：
（株）ＡＶＳ
参加者：１２名

開催月日

セミナー名等

内容
発表者：4 名

第１回
26．12．21（日） シリーズセミナー
千葉市商工会議所
（県獣研究発表会）

①周藤行則先生
『猫の輸血療法 ～はじめの一歩
と治療の実際～』
②勝間健次先生
『橈尺骨折へのアプローチ』
③一之瀬雄史先生
『エキゾチックペットの臨床
～うさぎ編～』
④清水 篤先生
『かたちで覚える皮膚科学
～表皮真皮境界部での水疱症～』

参加者：50 名

27． 1．18（日）

第2回
シリーズセミナー

講 師：桑原康人先生
「外科療法を中心とした腎泌尿器疾
TKP ガーデンシテ
患の診断と治療」
ィー千葉
講師：桑原康人先生
参加者：48 名

管理獣医師の実践的な
27． 1．22（木） 技術・知識を習得するた プラザ菜の花
めの講習会

27． 2． 8（日）

第3回
シリーズセミナー

(1)農場管理獣医師に必要な知識・技能
の概要について
講師：大橋邦啓先生
(2)農場 HACCP 認証制度の現状と今
後の展開について
講師：酒井健夫先生
(3)農場管理獣医師は語る～その現実
と課題～ 講師：坂井利夫先生
(4)農場管理獣医師の現状と将来展望
について 講師：北村直人先生
参加者：63 名

「上部気道疾患の画像診断と外科
TKP ガーデンシテ ～気管虚脱 New Wave ～」
ィー千葉
講 師：末松正弘先生
参加者：48 名

② 地域ブロック主催 （※太字・下線は担当地域獣医師会）
開催月日
ブロック
内
容
○骨折手術の基本
講師：日本大学 枝村一弥先生
西部ブロック
26.11.30（日）
場所：山崎製パン企業年金基金会館（市川市）
（市川浦安・東葛）
13:40～
参加者：28 名
○犬アトピー性皮膚炎に対する減感作療法
講師：動物アレルギー検査㈱
南部ブロック
増田 健一先生
26.12.07（日）
（安房郡市・夷隅・かずさ）
場所：ホテルブルーベリーヒル勝浦
13:30～
参加者：27 名
○角膜腫瘍と緑内障
講師：どうぶつ眼科 EyeVet
北部ブロック
小林 一郎先生
27.01.25（日）
（印旛・香取）
場所：ウィシュトンホテル・ユーカリ
13:30～
参加者：26 名
○動画で見る胃腸器疾患
（内視鏡＆超音波検査の有用性）
東部ブロック
講師：高橋 雅弘先生
27.03.08（日）
（長生・山武・海匝）
場所：ホテルシティー in 茂原
13:30～
参加者：34 名

（２）
（公社）日本獣医師会が実施する獣医師生涯研修事業
① 日獣生涯研修事業対象プログラム認定セミナー対象
主催区分
件数

１ 県獣主催分

５

申請件数
計１１件
対象セミナー等

備考

① 県獣学術・感染症委員会合同セミナー

6/19 開催

② 千葉県獣医師会学術研究発表会

12/21 開催

③ 第２回シリーズセミナー

1/18 開催

④ 管理獣医師の実践的な技術・知識を習得するた

1/22 開催

めの講習
⑤ 第３回シリーズセミナー

2/8 開催
11/30,12/7

２ 地域ブロックセミナー

４

西部・北部・東部・南部

３ 地域獣医師会主催分
４ その他

１
１

東葛地域獣医師会主催 学術セミナー

1019 開催

第 35 回関東しゃくなげ会技術研修

6/12 開催

② 動物看護師統一認定機構ポイント取得対象セミナー
申請件数
計２件
主催区分
件数
内容等
１
学術・感染症委員会合同セミナー
１ 県獣主催分
１
市民公開講座

1/25,3/9

備考
10/19 開催
11/24 開催

公益目的事業２：学術の振興を目的とする事業
○ 獣医学術の向上を目的とした学会を開催
○ 日本獣医師会又は関東・東京合同地区学術学会等への参加

１ 学会の開催
○ 千葉県獣医師会主催「第 38 回千葉県獣医学会」
日
時
平成 27 年 3 月 1 日（日） 13 時 30 分～
会
場
ＴＫＰガーデンシティー千葉
発表演題
３０題
小動物
20 題
産業動物
8 題 （公職農林 2、共済部会 6）
獣医公衆衛生
2 題 （公職衛生 2）
講 演 公職農林・公職衛生・共済部会から情報提供等
参加者
144 名

【表彰】
① 千葉県獣医学会 奨励賞
髙 英雄（開業）
、桑原高夫（開業）
② 千葉県獣医師会 会長賞
・２５年度三学会（群馬）奨励賞受賞
小野原望（開業）
村田佳輝（感染症委員会)
・２６年度三学会（山梨）地区学会長賞
藤平英一 （公職衛生）
③ 千葉県獣医学会 学会長賞
小動物
・突発性肺葉念転がみられたパグの治療例
むらた動物病院

村田佳輝

・犬の T 細胞性高悪性度骨格筋型リンパ腫の一例
すとう動物病院

小野原望

・消管内異物摘出術における腹腔鏡を用いた最小切開アプローチの検討
沢村獣医科医院

澤村昌樹

産業動物・獣医公衆衛生
・平成２６年に発生した豚流行性下痢の病性鑑定実施状況
中央家畜保健衛生所

松本千明

・県内１酪農家における牛白血病清浄化を妨げる病因の検討
ちば NOSAI 連西部家畜診療所 田中秀和
・養豚における Full Value PigsTM の有用性
ちば NOSAI 連 北部家畜診療所 武井洋一

２ 学会への参加
（１）関東・東京合同地区獣医学術学会（三学会）及び関東・東京合同地区獣医師大会
日 時：平成２６年９月７日（日） 午前 9 時～午後 5 時
場 所：山梨県中巨摩郡昭和町 「アピオ」
参加者：県獣会員 ６６名 （開業部会懇親会・大会三学会・チャリティーゴルフ参加者実数）
≪三学会≫
① 発表
○ 千葉県発表演題１１題
（内訳） 産業動物部門６、小動物部門４、獣医公衆衛生部門１
○ 地区学会長賞受賞（本県関係分）
藤平 英一先生（獣医公衆衛生部門）
演題：ノロウイルス感染症予防対策を想定した手洗い設備構造及び機能の検討
② 参加者 ６４名
≪大会・交流会≫
① 獣医事功績者表彰
受賞者
１７名（開業１、公職農林８、公職衛生４、共済３、団体会社１）
② 大会交流会
参加者
６４名
（２）日本獣医師会 獣医学術学会・年次大会（岡山）
日 時：平成２７年２月１３日（金）～１５日（日）
場 所：岡山コンベンションセンター 「ホテルグランヴィア」
参加者：県獣出張扱い １１名
会長、副会長、事務局２名
発表者 １名
関係委員会 ６名
（学術・広報・社会福祉・感染症・学校飼育動物・産業動物対策委員会各１名）
開催概要：学会発表、シンポジウム、市民公開講座、歓迎交流会等
※各委員会委員が関係メニューに手分けして参加。
本会関係講演者
○ 日本獣医公衆衛生学会 地区学会長賞受賞講演
講演者：藤平英一先生
所属：公職衛生部会（長生健康福祉センター〔長生保健所〕
）
演 題：腸管系病原体の感染予防対策を想定した手洗い設備構造及び機能の検討

≪収益事業－１≫
１ 獣医療証明等事業
購販売

項
目
１ 物品購販売収入

内
① 予防接種証明書

容

備 考
（Ａ）
（Ｂ）

ハガキ付

② 動物用医薬品指示書
③ 狂犬病予防接種済証
④ 日本獣医師会生涯学習事業

２ 施設使用（賃借）料
使用料

項
目
１ 家賃収入

２ 施設賃貸収入

内
容
① （公財）千葉県動物保護管理協会
② 千葉市獣医師会
③ サンリツセルコバ検査センター
県獣会館会議室等使用料

備 考

３ 開業部会共済（保険加入）事業
手数料

項
目
１ 保険事務取扱手数料収入

配当金

２ 配当金収入

内
容
賠償保険：損保ジャパン
メットライフ生命
獣医師総合福祉生命共済事業配当金
（県獣掛け金負担分）

備 考
事務受託
開業部会

≪その他の事業－１≫
開業部会相互扶助等活動事業【開業部会事業】
１ 親睦事業
【目的】
会員相互の親睦・融和を図り、もって組織の充実と獣医療の向上に努めた。

【実施状況】
実施日：平成２６年９月６日（土） ※関東・東京合同地区獣医学術学会・獣医師大会前日
場 所：甲府市湯村『柳屋旅館』
内 容：関東・東京合同地区獣医学術学会委員等をお招きし獣医師会開業部会員による懇親会
を開催。
参加数： ３５名

２ 獣医事事業
【目的】
獣医事に係る諸問題を検討し、獣医事倫理の向上に努めた。

【実施状況】
① 獣医療法（広告制限）違反事案についての情報収集及び提供
② 委員会における獣医療法遵守及び違反事案への対応方策等の検討

３ 厚生事業
【目的】
会員の福祉向上並びに動物福祉の向上に努めた。

【実施状況】
（厚生委員会開催状況）
開催月日
内
容
等
○県獣会館 13:30～
○検討事項
26. 07．31（木）
・会長検討付託事項への取り組み方針について
・開業部会の入会・退会・休会等の取り扱いについて ほか

４ 開業部会評議員会開催状況
開催月日
26．04．24（木）

会議等の名称
平成 26 年度
事業実施状況等監査

26．04．27（木） 第１回評議員会
26．06．01（日） 開業部会連絡会議

26．06．29（日） 第２回評議員会

26．11．23（日） 第３回評議員会

27．02．26（木） 第４回評議員会

27．03．15（日） 第 5 回評議員会

内
容
○県獣会館 13:30～
開業部会事業に係る経理処理状況等
（獣医師会会計監査時に実施）
○県獣会館 13:30～
総会提出議案、開業部会総会のあり方ほか
○TKP ガーデンシティー千葉 13:30～
平成 24 年度事業報告並びに収支計算書の件ほか
○県獣会館 13:30～
①平成 26 年度主要事業の件
②関獣連大会・三学会参加の件
③評議員会における検討事項 ほか
○県獣会館 13:30～
①開業部運営規程一部改正の件
②26 年度上半期事業及び経理進捗状況
③畜犬登録促進指導事業の推進の件 ほか
○をざわ 15:00～
開業部会運営に係る意見交換
○県獣会館 13:30～
①次期開業部会推薦役員候補（理事・監事）選挙結
果について
②平成 27 年度事業計画並びに予算（案）について
③名誉会員等の推薦基準の改正及び推薦様式につ
いて
ほか

≪その他：会議等開催状況≫
１ 社員総会・理事会
開催月日

会議等名

場所・時間

内容等
事業実績・決算報告、獣医事功労者推薦
の件 ほか

26．05．01（木）

第 1 回理事会

県獣会館
13:30～

26．06．05（木）

平成２６年度社員総会

TKP ガーデン
事業実績・決算報告、役員改選、獣医事
シティー千葉
功労者表彰の件 ほか
13:30～

26．07．03（木）

第 2 回理事会

県獣会館
13:30～

26．11．27（木）

第 3 回理事会

県獣会館
13:30～

27．3．19（木）

第４回理事会

県獣会館
13:30～

平成 26 年度主要事業、各委員会への会長
諮問事項及び委員の選出、関獣連大会・
学術学会への参加の件 ほか
①26 年度上半期事業及び経理進捗状況
②会館 1 階駐車場補修工事の件
③開業部運営規程一部改正の件 ほか
①平成 27 年度事業計画並びに収支予算
(案)について
②公益社団法人 千葉県獣医会 名誉会
長、名誉会員、顧問の推薦基準および処
遇規程の一部改正について
③公益社団法人 千葉県獣医師会庶務・旅
費規程の一部改正についてほか

２ 委員会
委員会名
委員長会議

開催月日
27.03.13 (水)

場所
県獣会館

備 考
共通９、開業３の計１２委員長

第１回

26.07.30 (水)

県獣会館

第２回

27.01.18 (木)

県獣会館

第１回

26.07.16 (水)

県獣会館

第２回

26.09.17 (水)

県獣会館

第3回

27.01.28 (水)

県獣会館

第4回

27.02.18 (水)

県獣会館

第１回

26.08.21 (水)

県獣会館

開業部会獣医事委員会と合同開催

第２回

27.02.25 (水)

県獣会館

開業部会獣医事委員会と合同開催

第１回

26.07.25 (水)

県獣会館

第２回

26.09.19 (木)

県獣会館

第3回

26.12.18 (木)

県獣会館

狂犬病予防対策委員会 第１回

26.07.24 (木)

県獣会館

第２回

27.03.04 (木)

県獣会館

第１回

26.10.08 (水)

県獣会館

第２回

26.12.10 (水)

県獣会館

第3回

27.02.04 (木)

県獣会館

第１回

26.07.23 (水)

県獣会館

第２回

26.09.03 (水)

県獣会館

第3回

26.12.17 (水)

県獣会館

第4回

27.03.11 (水)

県獣会館

第１回

26.08.28 (木)

県獣会館

第２回

26.12.12 (金)

県獣会館

第3回

27.03.12 (木)

県獣会館

第１回

26.08.06 (水)

県獣会館

第２回

26.11.20（木） 県獣会館

第3回

27.01.22（木） プラザ菜の花

厚生委員会

第１回

26.07.31 (木)

県獣会館

獣医事委員会

第１回

26.08.21 (水)

県獣会館

獣医事政策委員会と合同開催

第２回

27.02.25 (水)

県獣会館

獣医事政策委員会と合同開催

第１回

26.07.03 (木)

県獣会館

第 2 回理事会終了後打合せ

第２回

26.09.06 (土)

甲府市湯村「柳屋」

開業懇親会直前打合せ

総務委員会

学術委員会

獣医事政策委員会

広報委員会

社会福祉委員会

感染症委員会

学校飼育動物委員会

産業動物対策委員会

親睦委員会

管理獣医師講習会と併催

