
 

平成２７年度事業報告 

      （平成２７年４月１日~平成２８年３月３１日） 

感染症対策事業 

（１）狂犬病予防推進事業 

 狂犬病予防法により、致死率１００％の狂犬病が人に感染しないよう、人への感染源である犬

の狂犬病の発生を防ぐため、犬への毎年 1回の狂犬病予防注射は飼い主に義務付けられている。 

 また、同法に基づき厚生労働省局長通知で、市町村長が毎年 4月から 6月までの間に狂犬病予

防集合注射が獣医師会の協力のもとに実施されている。 

 本会は、この事業に賛同した会員へ、集合注射会場等で円滑に適切に対応できるよう平成 28

年 1月 26日に研修説明会をおこない、修了した者を集合注射対応獣医師として委嘱して、確認

書を交わした４０市町村あてに推薦通知した。 

 なお、確認書で本会は、集合注射実施計画の協議、技術、人格ともに優れた獣医師をあてるこ

と、また、事故発生時の対応をすることを明記している。 

 また、予防注射接種事故等については、本会が迅速丁寧に飼い主に理解を頂くよう十分に説明

し、犬の健康被害があれば治療対応もする。このように飼い主が安心して接種できる環境整備を

図っている。 

 なお、事故などについて獣医学術的見地からの考察が必要な場合は、大阪府立大学との協定に

より対応できるようにしている。 

 さらに、狂犬病清浄国の維持は犬の狂犬病予防注射の接種率の向上にあるため、本会において

条例で犬を飼っている旨の表示義務の門標（犬シール）を魅力あるデザインにし、飼い主に無料

で配布して接種率の向上に寄与している。 

 また、狂犬病予防啓発ポスターを集合注射会場、動物病院、関係行政機関、動物看護士学校に

発出し掲出をお願いするとともに、ホームページ並びに読売新聞、NHKラジオのご協力で、府民

に対して発信をおこなった。 

 狂犬病発生時の対策は、本会の大規模感染症発生時対策要領に基づき、厚生労働省の「狂犬病

対応ガイドライン２００１」による、犬の一斉狂犬病検診、狂犬病予防注射の実施、犬の飼い主

への情報提供、地域住民への情報提供を行うべく、体制の確認と、大阪府との「動物愛護に関す

る業務支援に関する協定」の締結にむけて事務調整をおこなった。 

◎平成２７年度 

研修受講会員：9名、委嘱獣医師数：320名、対象市町村数：42市町村、集合注射会場のべ数：

1126会場、集合注射開催延べ日数：300日(略 4月 1日～5月上旬の間に実施)、門標（犬シール）

配付数：160,000枚 

周知啓発 

ラジオ：NHKラジオ大阪：4月～6月、正午前の放送時に狂犬病予防注射の周知啓発放送、FM千

里：4月 1日～正午 吹田市情報のコーナーで狂犬病予防注射の啓発放送 

読売新聞：6月 3日朝刊 動物由来感染症 狂犬病記事登載 



 

市町村周知広報時に啓発文登載 

ポスター：会員動物病院に配布（３２０施設） 

 

（２）人と動物の共通感染症の対策と情報収集と啓発 

 インフルエンザ、SARS、O157、ブルセラ病、オウム病などの疾病は、人と動物の共通感染症で

あり、新興の疾病の多くが動物由来の感染症である。これらの情報を行政機関や公益社団法人日

本獣医師会等だけでなく、広範な分野に就いている本会会員をつうじて収集し、発生時には速や

かに専門的な情報や分かり易くした情報をホームページ、チラシや本会会員を通じて啓発を行っ

た。 

 また、大規模な発生や発生の疑いがある場合は、大阪府獣医師会大規模感染症発生時対策要領

に基づき感染症対策本部を設け、行政及び大阪府立大学と連携し、情報収集、陰性動物の予防、

隔離、薬品・飼料等の調達配布、感染拡大防止活動、調査研究などで対応できるように備えた。 

 なお、大阪府との連携を円滑にするため「災害時における動物救護等の活動に関する協定」の

締結にむけて事務調整をおこなった。 

 [情報発信対象] 会員、近畿地区獣医師会、各種団体、一般 

[医薬品・飼料等の備蓄]流通在庫備蓄方式(ランニング ストック方式) 

[対応会員動物病院数] ３２０動物病院  

 

（３）家畜衛生・食品衛生・畜産分野での周知啓発事業 

 家畜衛生、食品衛生、食肉衛生、畜産分野で最新情報を発信するためチラシや説明会を実施し

た。 

平成２７年１１月８日 大阪動物愛護フェスティバル大阪城公園会場 

 動物由来感染症、鳥インフルエンザ情報などのチラシを配布し、説明相談を実施。 

 大阪府の高病原性トリインフルエンザ防疫実地訓練 

 

動物愛護事業 

（１）大阪動物愛護フェスティバル事業 

 「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づく動物愛護週間の支援事業として、公益社団法人

大阪市獣医師会と主催し、大阪府、大阪市と共催し、環境庁、公益社団法人日本動物福祉協会、

全日本獣医師協同組合の後援で、「命ある動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深め

る」ため、「みんな ともだち 地球の仲間」をテーマとして次の内容で開催した。 

ア 長寿動物表彰 

 長寿動物の飼い主を顕彰することで、動物の愛護と適正な飼養について周知啓発する。 

表彰式：平成 2７年 9月 12日(土)：大阪市中央公会堂 

[対象飼い主]一般：授賞式出席者４９０名[費用]無料 

[基準]大型犬：１４歳以上、中型小型犬：１６歳以上、猫：１８歳以上[表彰数]５６６頭 



 

イ 講演会（表彰式に併せて実施） 

「犬と猫の老いじたく」人とペットの共生環境研究所所長 中塚圭子先生 

ウ 動物愛護精神の涵養のため、幼稚園などの幼児による絵画の展示（表彰式会場） 

 池田市内幼稚園児の動物絵画展示 

平成 27年 11月 8日：大阪城公園で実施 来場者２０００名 

エ 盲導犬の紹介と演技をとおして、身体障害者補助犬を正しく理解されるよう周知啓 発 

オ 警察犬、麻薬探知犬、災害救助犬の紹介と演技、並びにフリスビー犬とアジリティドッグの

紹介と演技をとおして、犬の訓練としつけが人の生活に必要なことを周知啓発するとともに動物

と共存することの楽しさを伝えた。 

カ しつけ教室を開催し、しつけの実技指導をとおして、より適切な管理の啓発 

キ 無料動物医療相談を開設し、動物の適正な管理の啓発 

犬のしつけ方教室 

 大阪府主催の適正飼養普及啓発事業に協働し、健康管理の講義を実施した。 

平成２７年１１月２９日（日）：四條畷市立グリーホール田原 

平成２８年１月３０日(土)３１日(日)：大阪府茨木保健所 

平成２８年２月２７日(土)２８日(日)：天美我堂公民館 

平成２８年 3月１２日(土)：貝塚市立山手地区公民館 

 内容：「犬を飼うときのルールとマナーについて」「さいごまで飼うために 子犬から老犬ま

での健康管理のポイント」「犬のしつけ方」 

 

（２）動物救護等対策事業 

 災害時における人に対する救護対策の整備に、その救護された人の家庭で飼育されている動物

の救護対策を図ることは、人に対する救護を物心両面で補完するものである。本会では「大阪府

獣医師会緊急災害時動物救護対策要領」を策定し、「緊急災害時動物救護活動ガイドライン」を

定め、災害発生時には行政機関や関係諸団体と連携協力し、家庭で飼育されている動物達への救

護活動を実施する。 

 大阪府等の実施する防災訓練に参加し、人の避難所における動物診療や被災地域周辺の動物病

院を被災動物救護所として活用するなどの要領、ガイドラインの検証をおこなう。なお、大阪府

との連携を円滑なものとするため「災害時における動物救護等の活動に関する協定」の締結にむ

けて事務調整を行っている。 

ア 地域防災訓練等に参加し啓発周知活動 

平成２７年７月３０日（木）：高石駅前：高石市防災シンポジウム 

平成２７年１０月２４日(土)：大泉緑地：防災フィールド・キャラバン 

平成２７年１１月１日(日)：石尾小学校：和泉市防災訓練 

平成２７年１１月５日（木）：高石市鴨公園：高石市防災訓練 

平成２７年１２月１９日(日)：泉大津市民会館：防災フェスタ 

  内容：災害時のペット同行避難用品展示、啓発パネル展示、チラシ配付等 



 

イ 高病原性鳥インフルエンザ防疫対策連絡会実地訓練参加 

 平成２７年１０月２９日（木）：大阪府咲洲庁舎：防疫対策体制、防護服着脱、消毒ポイント

について 

ウ 動物の個体識別のためのマイクロチップの普及事業 

   個体識別のためのマイクロチップの有用性を動物愛護フェスティバル会場で展示し周知

啓発した。また、災害時にマイクロチップの迅速な読み取りができるように被災動物収容施

設になる大阪府動物管理指導所にゲート型のマイクロチップリーダーを寄贈した。 

 

（３）野生鳥獣救護事業 

 傷病野生鳥獣を保護することは、動物愛護の普及啓発や野生鳥獣の保護繁殖のために大切であ

り奨励されるべきものです。また、野生鳥獣の傷病は、いわば自然の摂理であるとも言え、食物

連鎖や生物多様性の保全の観点からも、傷ついた野生鳥獣をむやみに保護しないのも原則です。 

 しかし、明らかに人間活動の影響で傷ついた場合は、状況によって救護が必要と考え傷病野生

鳥獣の保護を行っていました。平成４年度に野生鳥獣救護ドクターとして大阪府の取り組みがは

じまり、平成 14年度の鳥獣保護及び狩猟に関する法律の改正にともない、大阪府において野生

鳥獣の傷病個体に対し迅速かつ適切な治療を加え、野生鳥獣の保護を図るとともに、鳥獣保護思

想の普及啓発のために野生鳥獣救護ドクターが設置されました。本会は会員動物病院のなかから

野生鳥獣救護ドクター事業に就く獣医師を知事に推薦し野生鳥獣動物保護と啓発をおこなって

いる。 

 また、自然保護を普及啓発する特定非営利活動法人野生動物救護獣医師協会の講習会やポスタ

ー「ヒナを拾わないで」を後援し、周知啓発している。 

 大阪府野生鳥獣救護ドクター事業に積極的に参加し、周知啓発と治療等を実施。 

 野生鳥獣救護ドクター登録数：６１名（内 特定救護７名）、救護等実績数：４２２件 

 

（４）その他 

大阪府動物愛護推進協議会に会長が委員として参画。 

大阪府動物愛護推進員に会員を推薦。 

大阪府動物由来感染症審議会に会長が委員として参画。 

大阪府アライグマ被害対策委員会に会長が委員として参画。 

 

学校飼育動物事業 

（１）大阪府教育委員会、学校教育関係者等への学校飼育動物に対する技術的指導、支援 

人と動物の共通感染症などの最新情報を提供し、衛生的な健康な動物飼育によって子どもたちの

情操教育が、より効果的に実施できるように、府教育委員会と本法人学校飼育動物委員会委員が

学校飼育動物を利用する教育関係者向けの講習会を行った。 

学校飼育動物担当指導主事等研修会 

平成２７年１１月５日（木）１４：３０～１７：００ 



 

大阪府教育センター別館４階 

講演「望ましい学校飼育のあり方について」 

学校飼育動物推進委員会委員 寺田芳徳先生 

 

（２）各市町村学校における子どもたち等への学校飼育動物の講習会等への協力 

・本法人は、動物を飼育している学校等から市町村教育委員会を通じ、動物飼育に係る講習会へ

の協力依頼を受け、内容に応じ、専門の獣医師の派遣を行い、動物種に応じた適正な飼育方法、

疾病の診断・予防、怪我の予防、人と動物の共通感染症への対応方法などの講習を行う。 

その際、地域の実情に精通した本法人の各市町村担当代表を窓口とし、市町村教育委員会と連携

を図る。 

・飼育動物に治療が生じる場合は、学校教育の一環として、廉価若しくは無料で治療を行う。 

・がっこう動物新聞（壁新聞）１号、２号を大阪府教育委員会と各市町村教育委員会を通じて全

小学校・支援学校に配布し、動物の正しい飼い方や取扱いと、人と動物の共通感染症の啓発周知

をおこなった。 

配付先：大阪府教育委員会事務局、市町村教育室小中学校課、教育振興室支援教育課の２課、大

阪府下（大阪市を除く）の各市町村教育委員会事務局：４２事務局、大阪府下（大阪市を除く）

の小学校：７０７校、支援学校：３５校、本会会員の動物病院：３２４施設 

配付数：「がっこう動物新聞」第 1号（通算第 10号）1,110枚、第 2号（通算第 11号）1,110枚 

・学校飼育動物に関する相談 

・学校飼育動物の診察及び治療（廉価） 

・特別非常勤講師として対応 

 平成 27年度学校飼育動物協力獣医師：１８１名 

 市町村教育委員会：４２機関 

 対象小学校・支援学校：７１４校 

学校での動物飼育の発表展示 

 平成２７年１１月８日（日）１０：００～１４：００まで 

 大阪動物愛護フェスティバル大阪城太陽の広場：学校飼育動物委員会ブース 

 発表校：高槻市立奥坂小学校 

学校飼育動物奨励表彰 

 平成２７年１１月８日（日）１２：１５～ 

 大阪動物愛護フェスティバル大阪城太陽の広場 特設舞台 

 対象校：高槻市立奥坂小学校 

大阪大谷大学教育学部教育学科幼児教育専攻自然教育コース１年生対象 

 幼稚園教諭や保育士を目指す学生たちに保育現場で飼育することが多い動物の飼育の意義、飼

育の注意点等についての特別講義の学外講師として、学校飼育動物委員の清水かおり先生を推薦

した。 

 

学術普及事業 

（１）研修会、講習会、セミナーの開催 

平成２７年４月２７日(月)：大阪ペピイ動物看護専門学校：整形外科シリーズ第２回「股関節疾

患の診断、治療」 



 

平成２７年５月２０日(水)：新梅田研修センター：整形外科特別国際セミナー「前十字靭帯断裂、

膝蓋骨脱臼などの診断、各種治療法」「橈尺骨骨折、股関節疾患などの診断、各種治療法」 

平成２７年５月２５日(月)：大阪ペピイ動物看護専門学校：整形外科シリーズ第３回「小型犬種

の橈尺骨骨折」 

平成２７年６月２８日(日)：大阪ペピイ動物看護専門学校：整形外科シリーズ第４回「小型犬種

の橈尺骨骨折：後編」「肩、肘、膝関節疾患の診断、治療」 

平成２７年７月２７日(月)：大阪ペピイ動物看護専門学校：整形外科シリーズ第５回「前十字靭

帯断裂の診断・各種治療法」 

平成２７年８月３０日(日)：大阪 ECO動物海洋専門学校：整形外科シリーズ第６回「前十字靭帯

断裂の診断・治療：TPLO実習セミナー」 

平成２７年９月６日(日)：大阪 ECO 動物海洋専門学校：「皮膚病学セミナー」シリーズ第１回目

「皮膚科の検査と診断的アプローチ」 

平成２７年１０月１４日(水)：大阪ペピイ動物看護専門学校：「皮膚病学セミナー」シリーズ第

２回目「皮膚感染症の診断と治療」 

平成２７年１１月１８日（水）：大阪ペピイ動物看護専門学校：「皮膚病学セミナー」シリーズ第

３回目「アトピーの診断と治療（１）」 

平成２７年１１月２７日（金）：ネオベッツセンタービル：「救急医療 RECOVER Guidelineを見直

す」 

平成２７年１２月１６日（水）：大阪ペピイ動物看護専門学校：「皮膚病学セミナー」シリーズ第

４回目「アトピーの診断と治療（２）」 

平成２８年１月１８日（月）：大阪ペピイ動物看護専門学校：皮膚病学セミナー」シリーズ第５

回目「特殊な炎症性皮膚疾患の診断と治療」 

平成２８年２月２日（火）：大阪 ECO動物海洋専門学校：第６回「非炎症性脱毛症の診断と治療」 

平成２８年３月６日（日）：大阪 ECO動物海洋専門学校：第１回「臨床免疫学総論」： 

 

（２）他の団体が開催する学会、研修・講習会の共催、協力 

 日本獣医学会、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等の学会

や他の獣医師会や団体が主催する研修会、講習会の共催、周知協力をおこない、獣医師の研鑽の

機会を広めた。他団体等の学会、研修会、講習会等の周知支援をホームページに登載し周知を図

ると共に、会員へ参加を奨励した。 

 今年度は、平成 27年度獣医学術近畿地区学会の事務局となり、日本産業動物獣医学会（近畿）、

日本小動物獣医学会（近畿）、日本獣医公衆衛生学会（近畿）の開催運営に協力した。 

その他協力等の概要 

平成２７年６月１９日～２１日：天満研修センター：「避けては通れない皮膚病～よくある悩み

を最新知見を基に一気に解決～」：日本動物病院協会 

◎前記以外２７件（省略） 

 

（３）学会への参加・発表の奨励・表彰 

 ホームページ・会報等で学会開催案内や論文投稿案内をすることで、本法人の実施する公益事

業に即した内容での学会への参加・発表を奨励し、この中から功労のあった者を表彰することで

獣医師の獣医療技術の向上を図る。 

会長表彰（敬称略） 



 

平成２７年５月２６日：ホテルプリムローズ大阪：獣医学術普及に著しく貢献した者：学校法人

宮﨑学園大阪ペピイ動物看護専門学校理事長宮﨑安弘 

平成２７年５月２６日：ホテルプリムローズ大阪：狂犬病予防対策事業に長年にわたり地域に協

力支援をした者：豊能地区；和泉司朗、三島地区；石原三秋、北河内地区；濱武英昭、東大阪地

区；蓮岡元一、中河内地区；粟津牧子、南河内地区；小川隆、堺地区；越智一彦、泉北地区；清

水眞、泉南地区；柿原勲 

平成２８年３月８日：大阪 ECO動物海洋専門学校：動物理学療法専攻を優秀な成績で終了した者：

磯野友紀 

平成２８年３月２４日：大阪ペピイ動物看護専門学校：動物看護福祉科を優秀な成績で終了した

者：市川友恵 

平成２８年３月２４日：大阪府立大学：生命環境科学部獣医学科を優秀な成績で終了した者：田

中恵里菜 

中村賞：該当者なし。 

 

５ その他  

（１） 敬弔  

平成 27年 3月 31日から平成 28年 3月 3日までに拝受いたしました会員の訃報は、次のと

おりです。ここに深く哀悼の意を表し、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

 

区分 部会等 氏名省略 

ご本人 開業 ３ 件 

衛生・畜産 １ 件 

教育・研究他 １ 件 

会員のご家族等 開業 ５ 件 

衛生・畜産 １ 件 

総数  １１ 件 

 

 


