
令和元年度　事  業  報  告

自　平成31年４月１日

至　令和２年３月31日

　獣医師を会員とする公益社団法人として、獣医学術・技術をもって公衆衛生の向上、畜産物の

安全確保、動物の保健衛生、動物愛護精神の向上、及び動物を介しての教育や社会福祉などの事

業に取り組んだ。

Ⅰ　人と動物が共生する社会の健全な発展を目的とする事業（公益目的事業  １）

１　狂犬病予防事業

　 　狂犬病予防法に基づき犬の飼主に義務付けられている年１回の狂犬病予防注射を獣医師が構

成員である本会が実施した。

　⑴ 　狂犬病予防は、市町が実施すべき業務であるが、予防注射は獣医師の専権事項であること

から本会と市町が連携して事業の円滑な推進に努めた。

区　分 施術者数
集合注射

戸別注射頭数 実施頭数計
実施会場数 頭　数

実施状況 282 名 339 ヶ所 22,471 頭 89,978 頭 112,449 頭

　⑵ 　予防注射は、細心の注意を払っても副作用や様々な事故が発生する。最も重篤な場合、死

亡することもある。これらの事案に対応するために、狂犬病予防注射賠償責任保険の加入や、

事故措置要領で対応した。令和元年度の事故は、12件 109,808円の支払いで救済した。咬傷

事故は1件で23,160円支払った。

　⑶ 　狂犬病ワクチンや注射器については、本会が年間の実施計画を取りまとめ一括して動物医

薬品販売業者に発注した。

　⑷ 　狂犬病対策委員会開催

　　　狂犬病予防注射事業の企画・進捗管理等のため委員会を下記のとおり開催した。

　　〇第１回委員会　令和元年７月11日　獣医畜産会館

　　　　議　　事　①　令和元年度狂犬病予防事業の実施体制と推進について

　　　　　　　　　②　狂犬病予防事業実績について　他

　　〇第２回委員会　令和元年12月５日（木）

　　　　議　　事　①　令和元年度狂犬病予防事業実施状況について

　　　　　　　　　②　令和２年度狂犬病予防事業計画

　　　　　　　　　③　狂犬病予防注射料金の改正について　他

　⑸ 　狂犬病予防業務新規従事者研修会

　　ア　開催年月日：令和元年11月21日（木）

　　イ　開催場所　：獣医畜産会館５階会議室
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　　ウ　受講者数　：４名

　⑹ 　広報・啓発活動

県民に対する予防注射への参加を呼びかけるために、SNS等を活用した啓発活動、さらに

掲示用のポスターの配布などを行った。

２　人獣共通感染症など公衆衛生の向上に係る事業

狂犬病など注意を要する人獣共通感染症は数多くある。本会ホームページで注意喚起を行っ

た。

また、一般社団法人静岡県医師会との共催並びに静岡県の後援を得て、次のとおり県民公開

講座を開催した。

開催日：令和元年６月16日（日）

場　所：静岡県総合研修所　もくせい会館

演　題：医療現場における人獣共通感染症と薬剤耐性対策

講　師：浜松医療センター　副院長 矢野 邦夫　先生

３　動物愛護・保護に係る事業

県が策定した「静岡県動物愛護管理推進計画」に基づき県および（一社）静岡県動物保護協会

が実施する事業を積極的に支援・協力するとともに、各種行事に参画し動物愛護の主体的役割

を担い、さらに飼育動物の衛生指導等動物愛護の普及・推進に努めた。

　⑴ 　動物愛護フェスティバル静岡2019への参画

動物愛護思想の普及を目的に例年、動物愛護週間中に実施している、「動物愛護フェスティ

バル静岡2019」が、本年度も（一社）静岡県動物保護協会の主催で湖西市において、セレモニー

やイベント等が開催されたので、西遠支部を中心に参画し協力した。また、本年度において

は、狂犬病臨床研究会が狂犬病啓発活動を行った。

ア　開催場所　　湖西市役所北駐車場（イベント）及び湖西市健康福祉センター（セレモニー）

イ　開催月日　　令和元年９月29日（日）

　⑵ 　負傷動物保護収容措置業務

（一社）静岡県動物保護協会、静岡市及び浜松市獣医師会が、静岡県とそれぞれの市から委

託を受けて実施している本業務に協力し、当年度は、指定獣医師100名が実施し、実績は犬8

頭、猫700頭、うさぎ1羽、鶏1羽、鳩22羽、あひる1羽の処置をした。

　⑶ 　マイクロチップ活用動物登録事業

迷い犬や迷い猫等の飼育動物の発見に役立てるとともに、動物の飼い主の権利と義務をよ

り明確にすることによって、動物愛護及び動物福祉に対する理解を深め、もって動物の保健

衛生や公衆衛生の一層の向上に寄与することを目的として、平成14年より全県的に本事業を

実施している。

当年度の実績は、犬4,257頭（累計41,338頭）、猫2,292頭（累計22,793頭）、その他56頭（累計

434頭）、合計6,605頭（累計64,565頭）にマイクロチップが装着されAIPOに登録された。

　⑷ 　静岡県が実施する動物愛護対策への協力

- 5-



「子犬・子ねこをゆずる会の実施要項」に基づく事業に協力し、「子犬・子ねこをゆずる会」

における会場に講師として会員を派遣している。また、成犬譲渡事業にも協力し、53頭の健

康診断を会員動物病院４ヶ所で実施した。

　⑸ 　被災動物対策に係る事業

　　　被災動物対策の推進を図るため、以下の事業、講習会及び会議等を行った。

　　ア　静岡県獣医師会災害時動物救護対策ガイドラインの策定（第３回理事会承認）

　　イ　静岡県被災動物救護計画の改正

　　　 　本会、県庁衛生課、動物保護協会、静岡市、浜松市により、当該救護計画の改正検討会

を計４回開催した。

　　ウ　講習会

　　　　開催月日：９月８日（日）

　　　　内容：VMATの基礎と実践活動

　　　　講師：大阪府獣医師会長　佐伯　潤　先生

　　エ　令和元年度第１回被災動物救護対策委員会　

　　　　開催月日：11月７日（木）

　　　　開催場所：獣医畜産会館

　　　　議事内容：被災動物救護対策の取組み状況について

　　　　　　　　　静岡県被災動物救護計画の改正について

　　　　　　　　　静岡県獣医師会災害時動物救護対策ガイドライン（案）について

　　　　　　　　　獣医療支援チーム（VMAT）の設置（案）について

４　学校飼育動物への支援事業

学校飼育動物の適正管理指導や、学校でのふれあい活動に会員獣医師を派遣し、活動した。

　⑴ 　動物愛護・ふれあい教室

　　〇静岡支部

　　　ア　令和元年９月３日（火）　静岡市立大里東小学校

　　〇西遠支部

　　　ア　令和元年11月20日（水）　湖西市立東小学校

　⑵ 　がっこう動物新聞の配布

 　公益法人日本獣医師会が発行している「がっこう動物新聞」を購入し、県内小学校を主体に

360部無償配布した。

５　身体障害者補助犬への支援事業

　⑴ 　狂犬病予防注射

補助犬への狂犬病予防注射を本会の負担で実施している。

令和元年度実施　　　　　25頭

　⑵ 　補助犬に対するフィラリア予防薬及びノミ・ダニ駆除剤給付事業

補助犬の適正な健康管理に資するため、静岡県内で使用されている補助犬を対象として、
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無償による予防・駆除事業を平成19年度から実施している。

平成元年度実績　　　給付頭数　　　　　　35頭

　　　　　　　　　　　　　　給付動物病院数　　　29病院

　⑶ 　補助犬健康診断

3月20日に開催予定していた第36回補助犬健康診断については、新型コロナウイルス感染

拡大のため中止とした。

６　畜産物安全確保対策事業

安全な畜産物の確保を目的とした各種伝染病予防注射を（公社）静岡県畜産協会が実施して

いる。本会は、この予防注射を実施する獣医師を指定し協力している。これら事業推進のため

下記の会議を開催、又は出席した。

⑴　家畜自衛防疫対策委員会　令和元年８月２日（金）　獣医畜産会館

　議　　事：・最近の家畜衛生事情と家畜自衛防疫の実施状況について

　　　　　　・豚コレラ防疫対策事業について

⑵　令和元度家畜衛生対策事業推進会議（畜産協会主催）

　　　　　　　　　　　　　令和元年７月31日　獣医畜産会館

　議　　事：・令和元年度家畜衛生対策関連事業等の実施状況と取組み

⑶　豚熱（豚コレラ）防疫対策事業

死亡イノシシにおける豚熱（豚コレラ）感染状況を知るため、PCR検査に供する材料（扁

桃）を死亡イノシシから採取するため、静岡県と本会が業務委託契約を結び、会員（県職

OB）により扁桃の採取を行った。

　　実績：延べ128日（15人）、156頭

Ⅱ　獣医学術、獣医療の専門知識・技能の普及向上を図る事業（公益目的事業  ２）

獣医学術、及び獣医療の専門知識・技能の普及向上を図るため、学会や研修会等の開催や参

加支援を図る事業を実施した。

１　学会、研修会、セミナー等の開催及び参加

　⑴　令和元年度日本獣医師会獣医学術年次大会

ア　開 催 期 日：令和２年２月７日（金）～９日（日）

イ　開 催 場 所：東京国際フォーラム

ウ　参加登録者（本県関係）：15名

エ　本会会員発表：産業動物獣医学会地区学会長賞　梶原一洋

　⑵ 　中部地区獣医師大会・獣医学術中部地区学会（長野）

ア　開催年月日：令和元年８月24日（土）～ 25（日）

イ　開 催 場 所：ホテル国際21

ウ　参加登録者数（本県関係）：33名
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エ　学会発表題数 学　会　名 発表題数 内本会発表題数

日本産業動物獣医学会 ２１題 　　　３題

日本小動物獣医学会 ２６題 　　　４題

日本獣医公衆衛生学会 ２１題 　　　３題

計 ６８題 １０題

オ　地区学会長賞：梶原一洋（産業動物）先生が受賞

カ　学会幹事会：第１回合同幹事会及び分野別幹事会　　　　６月30日　長野市

　　　　　　　第２回合同幹事会　　　　　　　　　　　　８月24日　　〃

　　　　　　　第２回分野別幹事会　　　　　　　　　　　８月25日　　〃

　⑶ 　部会別委員会、講習会、研修会の開催

　　１）臨床部会

　　　ア　委員会・全体会議

　　　　①　第１回委員会　　　　　　　令和元年７月28日（日）

　　　　②　第２回委員会及び全体会議　令和２年３月８日（日）　中止（書面審査）

　　　イ　講習会・研修会

　　　　①　第１回講習会

　　　　　　日　　　時：令和元年７月28日（日）

　　　　　　場　　　所：《講義》 静岡市　レイアップ御幸町ビル ６Ｆ会議室

　　　　　　　　　　　　《実習》 獣医畜産会館　５階会議室

　　　　　　演　　　題：運動器の超音波検査（講義と実習）① 

　　　　　　講　　　師：東京大学大学院農学生命科学研究科

　　　　　　　　　　　　　附属動物医療センター　本阿彌　宗紀　先生

　　　　②　第２回講習会

　　　　　　日　　　時：令和元年10月20日（日）

　　　　　　場　　　所：《講義》 静岡市　レイアップ御幸町ビル ６Ｆ会議室

　　　　　　　　　　　　《実習》 獣医畜産会館　５階会議室

　　　　　　演　　　題：運動器の超音波検査（講義と実習）②

　　　　　　講　　　師：東京大学大学院農学生命科学研究科

　　　　　　　　　　　　　附属動物医療センター　本阿彌　宗紀　先生

　　　　③　第３回講習会

　　　　　　日　　　時：令和２年１月26日（日）

　　　　　　場　　　所：静岡市　レイアップ御幸町ビル ６Ｆ会議室 

　　　　　　演　　　題：犬と猫のがん治療最前線

　　　　　　講　　　師：大阪府立大学獣医学専攻　高度医療学講座　教授　秋吉　秀保　先生

　　　ウ　症例検討会

　　　　①　東部症例検討会
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　　　　　　日　　　時：令和元年12月１日（日）

　　　　　　場　　　所：三島商工会議所

　　　　　　助言指導者：日本大学生物資源科学部 獣医臨床病理学研究室　丸山　治彦　先生

　　　　②　中部症例検討会

　　　　　　日　　　時：令和元年11月24日（日）

　　　　　　場　　　所：獣医畜産会館

　　　　　　助言指導者：岐阜大学共同獣医学科　教授　鬼頭　克也　先生

　　　　③　西部症例検討会

　　　　　　日　　　時：令和元年12月８日（日）

　　　　　　場　　　所：ホテルコンコルド浜松

　　　　　　助言指導者：岐阜大学共同獣医学科　獣医内科学教室　助教　髙島　諭　先生

　　　エ　第42回静岡県獣医臨床研究発表会　中止（抄録審査）

　　　　　　日　　　時：令和２年３月８日（日）

　　　　　　場　　　所：もくせい会館

　　　　　　助言指導者：岐阜大学共同獣医学科　教授　鬼頭　克也　先生

　　　　　　教 育 講 演：直接経口凝固薬（DOACs）の特徴とその使用上の注意点

　　　　　　発表演題数：13題

　　２）産業動物部会

　　　ア　委員会・全体会議

　　　　①　第１回委員会及び全体会議　　令和元年６月12日（水）

　　　　②　第２回委員会　　　　　　　　令和２年３月10日（火）　中止（書面審査）

　　　イ　講演会

　　　　第１回

　　　　　　日　　　時：令和元年６月12日（水）

　　　　　　場　　　所：静岡県農業共済組合連合会会議室

　　　　　　講　　　師：西日本農業研究センター　堂山　宗一郎　先生

　　　　　　演　　　題：イノシシの行動から考える被害対策

　　３）公衆衛生部会

　　　ア　委員会・全体会議

　　　　①　第１回委員会及び全体会議　　令和元年10月26日（土）

　　　　②　第２回委員会　　　　　　　　令和２年３月12日（木）　中止（書面審査）

　　　イ　講演会

　　　　　　日　　　時：令和元年10月26日（土）

　　　　　　場　　　所：中島屋グランドホテル

　　　　　　講　　　師：岐阜大学応用生物科学部　学部長　杉山　誠 先生

　　　　　　演　　　題：最近話題の人獣共通感染症　～狂犬病とダニ媒介性感染症を中心に～

２　獣医学術等活動に対する支援

　⑴ 　支　　部
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　　ア　東部３支部合同セミナー　中止

　　　　　日　　　時：令和２年３月29日（日）

　　　　　場　　　所：三島商工会議所

　　　　　内　　　容：犬と猫の貧血―適切な診断と治療を目指す―

　　　　　講　　　師：日本大学獣医臨床病理学研究室　丸山　治彦　先生

　　イ　静岡支部セミナー

　　　　　日　　　時：令和 2 年 2 月 9 日（日）

　　　　　場　　　所：パルシェ７F 会議室

　　　　　内　　　容：尿管の外科治療

　　　　　講　　　師：日本動物高度医療センター　山﨑　寛文　先生

　⑵ 　研究会などへの支援

（一社）浜松市獣医師会、静岡市夜間救急動物病院、静岡県鶏病研究会、及び静岡県家畜臨

床研究会の活動を支援している。

　⑶ 　会報の発行及び日本獣医師会雑誌の配布

全会員に対し会報（43号）及び日本獣医師会雑誌を配布するとともに、各種の情報伝達に努

めている。

３　獣医師生涯研修事業

公益社団法人日本獣医師会が実施している本事業に参画し、認定された講習会の参加者は電

子申請システムによりポイントを取得することになっている。

Ⅲ　本会が所有する会館の畜産団体等への貸付（収益事業  １）

本会所有の会館の一部を関係団体等に貸付し、対価を得ているが、入居団体はいずれも非営

利の活動を主としている。従って、収益事業として位置付けているが、純粋に収益を上げる目

的ではない。

Ⅳ　会員の表彰、福利厚生等の共益事業（その他の事業  １）

１　会員の表彰

　⑴　狂犬病予防功労者静岡県知事表彰 （令和元年６月16日）

　　　　増　田　敏　行　　　落　合　政　之　　　木　俣　　　新

　⑵　中部獣医師会連合会会長褒賞 （令和元年８月24日）

　　　　相　島　和　久　　　増　田　敏　行　　　渡　邊　直　之　　　石　原　則　和

　　　　髙　栁　弘　一　　　望　月　克　浩　　　知　久　幹　夫　　　長　岡　正　喜

　　　　服　部　道　明　　　丸　山　義　人　　　森　　　　　健　　　柿　島　安　博

　　　　神　田　　　隆　　　牧　野　　博之

　⑶　（一社）静岡県動物保護協会会長表彰（動物保護功労者　令和元年９月29日）

　　　　小　池　嘉　秀　　　松　井　昭　秀　　　髙　羽　孝　成　　　淺　木　直　人
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２　会員の慶弔

　⑴ 　会員の逝去

　　　令和元年度に逝去された方は、次のとおりである。

　　　　　　　氏　名（敬称略）　　　　　　　 逝去年月日

　　　　　加　藤　武　士　　　　　　令和元年８月14日 （83歳）

　　　　　稲　葉　　　穣　　　　　　令和元年９月４日 （91歳）

　　　　　杉　山　俊　一　　　　　　令和元年９月30日 （90歳）

　　　　　後　藤　半十郎　　　　　　令和元年12月20日 （91歳）

　　　　　大　井　良　雄　　　　　　令和２年２月11日 （88歳）

　⑵ 　互助規程による給付

　　ア　弔　慰　金

　　　　　本 人 死 亡　　　　　５件

　　　　　配偶者死亡　　　　　０件

　　　　　親 族 死 亡　　　　　21件

　　イ　病気見舞金　　　　　　６件

　　ウ　災害見舞金　　　　　　０件

　　エ　結 婚 祝 金　　　　　　４件

３　獣医療証明書様式等頒布事業

獣医師法、獣医療法、薬事法などで交付が義務付けられている証明書などの様式について、

（公社）日本獣医師会が作成したものを会員の求めに応じて有料で頒布している。

　　　　予防注射接種証明書（Ａ様式）　　　　　372 冊

　　　　予防注射接種証明書（Ｂ様式）　　　　　142 冊

　　　　動物用医薬品指示書　　　　　　　　　    26 冊

Ⅴ　管理部門

　　　公益社団法人として、組織の維持発展に努力している。

１　会員の動向

項目
区分

31・4・1

現 在 数

期　　中

入会者数

期　　中

退会者数

2・3・31

現 在 数

名 誉 ･ 特 別 会 員 70名 0名（7） 6名 64名

準 特 別 会 員 50 0 0　（7） 50

一　 般　 会　 員 588 29 26　（0） 606

計 723 29　（7） 32　（7） 720

（　）内は特別会員への移動人数
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２　総会

　⑴ 　 第71回定時総会

　　　　６月16日　静岡県総合研修所（もくせい会館）

　　　　議　　事　①　平成30年度事業報告並びに収支決算承認に関する件

　　　　　　　　　②　2019年度会費等賦課徴収方法設定に関する件

　　　　　　　　　③　2019年度役員の報酬に関する件

　　　　　　　　　④　特別会員の認定に関する件

　　　　　　　　　報告事項： 2019年度事業計画及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込

みについて

　　　　　　　　　附帯決議

３　理事会

　⑴ 　第１回理事会

　　　　５月23日　獣医畜産会館

　　　　議　　事　①　第71回定時総会に提出する議案について

　　　　　　　　　②　新入会員の認定について

　　　　　　　　　③　韓国・忠清南道獣医師会学術交流について

　　　　　　　　　④　その他

　⑵ 　第２回理事会

　　　　10月24日　獣医畜産会館

　　　　議　　事　①　令和元年度上半期の事業並びに収支決算書状況について

　　　　　　　　　②　韓国・忠清南道獣医師会学術交流について

　　　　　　　　　③　中部獣医師連合会理事会（報告）について

　　　　　　　　　④　新入会員の認定について

　⑶ 　第３回理事会

　　　　12月12日　ホテルセンチュリー

　　　　議　　事　①　令和２年度事業計画・予算案について

　　　　　　　　　②　被災動物救護対策について

　　　　　　　　　③　豚コレラ（CFS）対策について

　　　　　　　　　④　新入会員の認定について

　⑷ 　第４回理事会

　　　　３月12日　獣医畜産会館

　　　　議　　事　①　令和元年度補正予算案について

　　　　　　　　　②　令和元年度事業実施状況と収支見込について

　　　　　　　　　③　令和２年度事業計画及び収支予算（案）について

　　　　　　　　　④　任期満了に伴う役員の選任について

　　　　　　　　　⑤　新入会員の認定について
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４　三役・部会長会議

　⑴　第１回三役・部会長会議　令和元年５月16日　獣医畜産会館

　　　　議　　事　①　令和元年度第１回理事会に提出する議案等について

　⑵　第２回三役・部会長会議　令和元年10月16日　獣医畜産会館

　　　　議　　事　①　令和元年度第２回理事会に提出する議案等について

　⑶　第３回三役・部会長会議　令和２年３月５日　獣医畜産会館

　　　　議　　事　①　令和元年度第４回理事会に提出する議案等について

５　監事会

　⑴　第１回監事会　令和元年５月16日　獣医畜産会館

　　　議　　事　①　平成30年度事業並びに収支決算状況監査

　⑵　第２回監事会　令和元年10月16日　獣医畜産会館

　　　議　　事　①　令和元年度上半期の事業並びに収支決算状況監査

６　外部団体

⑴　（公社）日本獣医師会

ア　第76回通常総会 ６月25日 東京都

イ　令和元年度全国獣医師会事務事業推進会議 ７月12日 　〃

ウ　令和元年度全国獣医師会長会議 10月４日 　〃

エ　2019動物感謝デー 10月５日 　〃

⑵　中部獣医師会連合会

ア　2019年度定期総会 ４月21日 長野県

イ　監査会・第１、２、３回理事会 ４月21日、８月24日、11月17日 　〃

ウ　中部地区獣医師大会 ８月24日 　〃

エ　獣医学術中部地区学会 ８月25日 　〃

⑶　（公社）静岡県畜産協会

ア  第61回通常総会・臨時理事会 ５月31日 静岡市

イ　理事会 ５月15日、12月12日、３月24日 　〃

⑷　静岡県農林水産業振興会

ア　令和元年度総会 ５月30日 静岡市

⑸　（一社）静岡県動物保護協会

ア　第52回通常総会 ６月20日 静岡市

イ　第１、２回動物愛護フェスティバル静岡（2019）実行委員会 ５月29日、８月28日 湖西市

ウ　令和元年度表彰選考委員会 ７月９日 静岡市

エ　動物愛護絵画・作文コンクール審査会 ９月10日 　〃

オ　動物愛護フェスティバル静岡（2019） ９月29日 湖西市

⑹　動物慰霊祭

ア　第47回静岡市動物慰霊祭 ９月29日 静岡市

イ　磐周小動物慰霊祭 ２月14日 磐田市
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