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会　長　大 島　恒 彦

鯖江ロータリークラブ会長方針 

「クラブの改革」と「人道奉仕」

開 会 点 鐘
四 つ の テ ス ト
ロ ー タ リ ー ソ ン グ
僕のRC、私のRC ,みんなのRC
会 長 の 時 間
幹 事 報 告 等
閉 会 点 鍾

鯖江商工会議所３階中会議室

できることから始めてみましょう

出席率70.9％

点鐘：12:30

小計 ￥     12,000　
累計 ￥   493,000

にこにこＢＯＸ報告

「産業動物獣医師について」

日本事務局からのお知らせ
2017年11月のレートは、1ドル＝114円です
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例会報告

第2826回
   11/24(金) 12月第1例会

点鐘：12:30点鐘：12:30

酒井　雅憲　会員
　RCに入会して7年ぐら
いになります。最近地区
に出席する機会が増えま
して、お偉い皆さんに質
問すると、答えは「RCは

大きすぎて言葉で表すようなものじゃないのだ」
という言い方に代えて、「あなたができる事をとり
あえずやりなさい」という答えが返って来ます。私
は「納税・雇用・地域社会貢献」をやっていきます。

僕のRC,私のRC,みんなのRC

卓話

テーマ

ロータリーソング
「それでこそ
　ロータリー」
瀧谷　えみ子
ソングリーダー

 会 長 の 時 間

幹　事　報　告

大橋 良史　前々幹事
　次回の例会終了後、ク
ラブ協議会を予定してお
ります。委員長がご都合
悪い場合は副委員長に

代理出席をご依頼いただきますようお願いいた
します。
　リサイクルペーパー回収11月18日（土）9：00
より、商工会議所前で行いますので、西玄関前ま
でご持参ください。

酒井　芳則　副会長
　「ご存知ですかロータ
リー」と「ロータリーへの
お誘い」のパンフレット。
私は今年度RLIとして地
区へ出向させていただい

て、RLI参加者テキストの中に質問事項があり、こ
の2つのパンフレットの中に、ロータリーについて
基本理念も含めた考え方が書いてあり、これを1つ
ずつ紐解けば自ずとロータリーの事が分かる形に
なっております。事務局においてありますので、興
味のある方は是非ご覧ください。パート1・2は、今
までの経験から回答ができる形になっており楽し
かったです。しかし、パート3はロータリーの本質に
ついて質問があり、私は18年もロータリーをして
いて自分は何をしていたのか考えさせられる事ば
かりでした。かと言って、グループの他の方達もほ
とんど解っておられないようで、講師の方が、こうい
う事で成り立っていますよ等、パート3では半分勉
強会となっております。それをもってロータリーの
事が分かっただろうから、次のステップに進みなさ
いよという形かなと思いました。しかし、まだまだ薄
学でございます。
　「ロータリーへのお誘い」は、貴方は何故ロータ
リーに入りましたか？とか、リーダーシップの本質
をつかむとか、職業奉仕、財団、会員を引き込む等
が書いてあります。「ご存知ですかロータリー」は、
本質的な話です。これを読むとほとんどロータリー
の基本がわかると思います。皆さんもお時間があり
ましたら、是非この2冊をお読みください。

卓話

テーマ

野呂  和夫   会員
鯖江警察署・生活安全課 係長

会 長  挨 拶

「特殊詐欺について」

例会終了後 ク ラ ブ 協 議 会

会長代行をさせていただきます。野呂会員の卓話を楽しみに

野呂会員の卓話を楽しみに
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〃　皆様風邪にお気を付けください

卓話を楽しみに

酒井　芳則　会員
深見　泰和　会員
小部　隆充　会員
窪田　健一　会員
牧野　友美　会員
岡本　圭子　会員
佐野　直美　会員
田村　康夫　会員

野尻  直樹   様
臨  時  総  会

福井県内ＲＣ例会日 無印：１２：３０－開始 Ｋ　：１８：３０－開始 Ｌ　：１９：００－開始

勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) 武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)

武生ＲＣ(武生商工会館) 鯖江北ＲＣ(神明苑) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)

月曜日 福井東ＲＣ(ＡＯＳＳＡ) 若狭ＲＣ(ｻﾝﾎﾃﾙやまね･7-12月ﾎﾃﾙせくみ屋) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)

火曜日 福井南ＲＣ(福井繊協ビル) 水曜日 福井北ＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) 木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)

Ｋ 福井ﾌｪﾆｯｸｽＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) Ｋ 丸岡ＲＣ(丸岡城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ-) Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル) 三国ＲＣ(三国観光ホテル)
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　例の加計学園問題で登場するようになった「産業
動物獣医師」という言葉ですが、（どうやら加計学園の
獣医学部は来春開校されそうです）産業動物獣医師
とは何なのか。加計学園獣医学部開校で、はたして産
業獣医師不足は解消されるのでしょうか、そもそも本
当に不足しているのでしょうか、本当にそうならばな
ぜ足りないのでしょうか。具体的にどう違うのかを説

明いたします。
　ちなみに、私個人は獣医学部増設に特に賛成でも反対でもありません。一長
一短かと思いますので、今日は個人的な意見は別にして、事実を客観的に述べ
産業動物または産業動物獣医師についての話をジックリお話しするつもりです。
　まずは、産業動物獣医師を語るうえで割と重要な、加計学園問題の時に話題
にされた、獣医学部の偏在問題です。全国で獣医学科がない地域は四国地方
だけと言っていましたが、よく考えてみると北陸地方（福井・石川・富山）にもあ
りません。テレビの天気予報などで耳にする、東海・北陸地方というくくりなら、
岐阜大学に獣医学科があります。それなら、四国も中国・四国地方というくくり
になり、そうなると山口大学と鳥取大学という２校もあるので、東海・北陸よりも
多いことになります。
・麻布大学：神奈川県相模原市
・日本獣医生命科学大学：東京都武蔵野市
・日大生物資源学部：神奈川県藤沢市（僕らが学生の
頃は、東京の三軒茶屋に）
・酪農学園：北海道江別市（札幌市のすぐとなり）
　ちょっとした歴史に学ぶという意味で、獣医学部の新設が約50年ぶりになる
のだという事は、テレビ・マスコミで知るところですが、その約50年前に開設さ
れたものである、北里大学獣医学部についてお話しします。ちなみに、その北里
大学獣医学部は私の生まれ故郷である青森県にキャンパスを持っており、そこ
の卒業生としては、武生のかわもと動物病院の川本先生や、鯖江のあさざわ動
物病院の浅沢先生などがおられます。今から52年前に、青森県十和田市に作ら
れた北里大学獣医学部（当時は獣医畜産学部という名称）は、それこそ今の加計学
園のように産業動物獣医師不足の解消をうたわれて開校されました。北里大学
は、医学者・細菌学者である北里柴三郎先生を祖として開校され、医学部をメ
インとし神奈川県の相模原市に本部があります。これの青森県十和田キャンパ
スとして開設されたのが北里大学獣医学部（当時は獣医畜産学部）でした。その
北里大学獣医学部の開設時、その数年後の獣医学科の4年制から6年制への
移行が決まっていて、それにより2年間卒業生（新卒獣医師）が無くなることが決
まっていたことで、獣医師数が過剰にならずに済むとも言われていました。また、
この時も青森県に所在することによって、産業動物獣医師を増やすこと、田舎に
就職または定着する獣医師が増えると言われていましたが・・・。ちなみに青森
県、特に十和田市は、Ｂ級グルメで豚バラ焼きが評判になった通りで養豚業が
非常に盛んで、十和田牛というブランド牛もあり、また競走馬の繁殖を行うなど
全国有数の産業動物の産地です。けれど、産業動物獣医師が多く輩出されてい
るかというと・・・。そして、獣医師免許には大動物や小動物の区別がありません。
免許の試験問題は、内科から外科、公衆衛生まで牛馬豚犬猫のありとあらゆる
問題が出ます。だから、解剖から生理なども微妙に違ういくつもの種類のものを
覚える必要がありました。将来、犬猫病院の跡継ぎ確定でも、獣医師免許を取
るために、牛も馬も勉強しなければならない状況にありました。
　2つの大学の卒業後の進路状況をグラフに示しました。この2つは、都会にあ
る大学と田舎にある大学という比較対象です。四国に獣医学部があると四国に
獣医師が増えるのか否かの判断材料の1つにはなるでしょうか、しかしこのよう
に、ほぼ進路が似た状況にあります。
本当に不足しているのか？　産業動物獣医師。産業動物獣医師って何？
　産業動物とは：経済動物ともいいます。その飼育が、畜主の経済行為として行
われる動物の総称です。ただし呼び方としては、家畜・家禽（鶏のみを示す場合）
の方がより一般的で、これに相い対する名称及び存在が愛玩動物（ペット）であ
ります。
　なお、国の法令に「産業動物の飼育及び保管に関する基準」があり、ここでの
定義は「産業等の利用に供するため、飼養し、または保管しているほ乳類及び
鳥類に属する動物をいう。」となっています。
その産業動物の診療を生業としている獣医師が、産業動物獣医師であります。

テーマ卓話

全てがダイナミックな大動物臨床
直腸検査：人間ならば、直腸のポリープなどの触診
のために人差し指の挿入をします。犬・猫でも人差
し指ですが、牛だと腕の挿入で、肩まで入れます。
超音波検査：宮崎大学の大学病院での風景です。
フォークリフトに台を載せてその上に牛を載せて裏
から搬入できるように、ＣＴ室もつくってあります。この症例は、腹腔内腫瘍でし
た。
夢は牛の獣医さんという映画
　実在した話を映画にしたいわゆるドキュメンタリー映画です。小学校の時に、
ある牛に関わった少女が、それをきっかけに牛の獣医さんになりたいという夢
を持ち、一生懸命に勉強して中学・高校・大学と進学して、やがて岩手大学農学
部獣医学科を卒業し、獣医師国家試験にも合格して、夢であった牛の獣医さん
として活躍するという話です。日本テレビのズームイン朝の企画として、その女
の子の成長を記録し放送し続けたものを映画としてまとめたものです。実際に、
牛・馬または豚に大きな魅力を感じてその獣医を目指す人もいます。
　意外と都会の生まれ育ちの人に、牛や馬に興味を持つ人はいて、後で述べま
すが福井県の農業共済の獣医さんの一人で、東京で生まれ育ち、東京の獣医
大学を卒業し、現在は牛の獣医としてこの福井で仕事をしている人もいます。
　三国にある福井県畜産試験場、福井市の福井県家畜保健衛生所の他、大野
市の奥越高原牧場や三方（現在の若狭町）の嶺南牧場なども、福井県の農林水
産部に属する施設があります。そこで働く獣医師も、福井県に採用された農林
水産部所属の獣医師です。ここでは、若狭牛・ふくいポークの品質向上に関わる
研究、家畜伝染病の発生予防と蔓延防止です。
　加計問題の時によく言われていた、鳥インフルエンザに関することです。地域
に獣医学部がないと対応できないと言われていました。それでは、福井県では
対応できないのか・・と言われると、この写真にある「福井県家畜保健衛生所」
が担当部署になっていて、私の知る限りここには現在も10名の獣医師がいて、
毎日忙しく働いています。少し前に、石川県の加賀で野鳥の鳥インフルエンザ
感染が確認されました。石川県においても大学獣医学部はありませんし、石川
県の家畜保健衛生所が対応していました。隣の県という事で、福井県の家畜保
健衛生所もいつもの何倍も忙しかったそうです。
　次に、産業動物に関わる民間施設について、まずは、ＮＯＳＡＩです。農業
共済組合連合会の中の部署である、家畜共済組合で、福井県においては、この
建物は鯖江インターの近くにあります。組合において家畜農家がお金を出し合
って、飼育している家畜に何かあったときに、その組合所属の獣医さんに診療
してもらうという仕組みです。また、犬猫病院のごとく、病院を開設して大動物を
見るという獣医さんもいます。
　牛の外科手術の様子ですが、ふつうに飼育舎で手術しています。大動物のオ
ペ室なんて、それこそ大学病院でなければありません。それと、小動物やまして
は人間で開腹手術だと普通に考えて気管挿管の全身麻酔なんでしょうけれど、
大動物のこの手の外科は局所麻酔でやっちゃいます。菱形麻酔です。
食鳥検査センターにおける食鳥検査員
福井県の食鳥検査センターは、現在4人の獣医師が勤務しています。
平成28年度実績：検査日数134日。検査羽数860,453羽、
うち処分羽数　全部廃棄　15,729羽（全体の1.8％）
　　　　　　   一部廃棄　  1,293羽
　ちなみに、県外からの依頼も多く、福井県内のものは全体の33.4％、おとなり
石川県からの依頼が12.0％、岐阜県からが28.9％、富山県9.2％、愛知県4.7％
三重県11.1％、滋賀県0.7％と他県から依頼の仕事がかなり多いようです。
これもまた、産業動物
　ＪＲＡにもＪＲＡ所属（ＪＲＡに雇われている獣医師）がいます。ＪＲＡの職
員として経験を積んで、廐舎関係者につながりもできて信頼も築くと、独立開業
する人もいます。私の研究室の先輩もそうでした。
現状における問題点など・・・
・畜産業の衰退
　仕事があまり多くありません。
・若者の大動物離れ、小動物志向
　小動物臨床と比べると地味に感じる。若者の小動物志向、都会ではそうでも
ないのですが、地方では大動物離れが深刻な問題になっています。

「産業動物獣医師について」野呂  和夫   会員


