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第 33 回例会

弘前アップル RC 事務所
〒036-8086 青森県弘前市田園 1-21-1 アイエーネットワーク内

「獣医師の仕事の紹介〜開業獣医師を中心に」
外部卓話：小友 整 様（おとも動物病院院長）
本日の外部卓話は、弘前市内で、おとも動物病院を開業されている小友整先生のお話でした。私た
ちが日ごろ、あまりうかがい知ることのない獣医師のお仕事について、とても興味深くお話してくだ
さいました。先生のお話の中では、犬も猫も単なる動物ではなく、まるで私たちと同じ人間のように
お話されていることがとても印象的でした。

本当は人前で話すことは苦手でして人前で話
したことはなかったのですが、獣医師がどんな
仕事をしているのか分からない方が多いと思い
ますので、少しでもご理解していただければあ
りがたいと思ってお引き受けいたしました。獣
医師は 6 年間の獣医学部を出て、その後の進路

は民間の製薬会社、勤務獣医師（公務員）、そ
して開業するという 3 つに分かれます。この辺
には製薬会社はないので、たいがいは勤務獣医
師か開業医ということになります。この地区に
は、勤務獣医師は 15 名、開業獣医師は 8 件 9
名います。勤務獣医師は牛肉、豚肉、鶏肉、馬
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肉などの食肉検査がメインで、消費者の皆さん
に安全にたべていただくことが大事な仕事です。
宮崎県で 2010 年に口蹄疫が流行しました。口
蹄疫というは牛の口や蹄に水泡が形成されて食
欲がなくなり、乳量は少なくなり痩せてしまい
ます。子牛の 50％は死んでしまう、たいへん感
染力の強い病気です。28 万頭が感染してしまい
まして、もう殺処分しかないわけです。殺処分
して深く土の中に埋めてしまう。東日本や北日
本の獣医師が宮崎県に集まりまして殺処分にあ
ずかりました。牛は酪農家にとって商品である
と同時に家族でもあります。家族は泣きながら
見送りました。牛を連れてきてもらって獣医師
が安楽死をさせるわけですが、動物が好きで獣
医師になったわけですので、とても辛かったと
聞いております。その様子を見ようとマスコミ
が近づいてくるので、夜中に殺処分をしたそう
です。このように家畜の伝染病が発生すると国
内の獣医師が協力しあって対処する、それが勤
務獣医師の仕事です。
開業医は大動物と小動物のテリトリーがあり
ます。大動物は扱いがたいへんで、馬に蹴られ
るとたいへんです。学生時代、馬に蹴られて心
室細動をおこして死んだ人がいました。私は小
動物の方です。
狂犬病についてまずお話いたします。人を含
む哺乳類へ感染します。感染した犬から脊髄に
到達するのに 1 ヵ月かかります。噛まれたらす
ぐワクチンを何回か打てば助かります。昭和 32
年以降日本では発生していませんが、非流行国
は世界ではわずか 15 か国のみです。韓国や中
国では狂犬病の犬に噛まれて狂犬病で死ぬこと
はよくあることです。もし青森県で狂犬病が発
生したら、ワクチンを打っていない犬はすべて
殺処分になる可能性があります。海外旅行に行
った人で犬に噛まれた人はすぐワクチンを打っ
てください。帰国後また何回かワクチンを打っ
てください。それで助かります。
私たち開業医は、毎年 4 月と 5 月に週 1～2
回、狂犬病集合注射を行っていて、1 日で 150
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～300 頭ぐらいを打ちます。たいへん疲れます。
そんな仕事もしています。
動物病院ではどんなふうに仕事をしているか
ですが、主にワンちゃんとネコちゃんですが、
カルテを作り、診察券をさしあげ、人と同じよ
うに接しています。最近は予防がたいへん発達
しています。ワンちゃんではフィラリアの予防
が発達しました。フィラリアというのは、心臓
にソーメンのようなフィラリア原虫がどんどん
増え、6 歳ぐらいで死んでしまう病気ですが、
ワクチンを打ちますと 10 歳以上生きるように
なりました。90 種類くらいの病気を予防するワ
クチンが開発され、今ではほとんど病気にかか
りません。次にネコちゃんの話ですが、ネコち
ゃんは予防手術が大切です。予防手術というの
は避妊去勢手術のことです。ネコさんは発情す
ると外に飛び出して帰ってきません。そして交
通事故にあったりします。オスもメスも予防手
術をしようと呼びかけています。そうすれば発
情して外へ出かけなくなりますし、さらにワク
チンも打てば 10～15 年以上も長生きできます。
10 年もいっしょにいるともう家族の一員ですの
で、一日でも長生きして欲しいと思います。ど
のように手術しているか。全身麻酔で事故のな
いように心電計でしっかりモニターしながら、
酸素投与の準備をしながら事故のないように人
間と同じように手術をしています。メスのワン
ちゃんは年に二回発情します。オスは基本的に
メスのフェロモンを嗅いで発情します。発情し
ますと性格が変わってしまいます。（笑）ネコ
ちゃんはオスもメスも発情します。年に何回発
情するかわからないくらいです。メスは交尾排
卵ですので、ほぼ間違いなく妊娠してしまいま
す。
症例 1「8 歳のビーグル。最近、大量の水を飲
み、嘔吐もする、バギナから膿がでてきている。
白血球数 3 万」これは子宮蓄膿症という病気で、
子宮に膿がたまってしまっていました。腎臓に
も膿がたまり腎機能が低下し、嘔吐が始まり、
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非常に危険な状態で、緊急手術を行いました。
今は元気に過ごしています。
症例 2「ミニチュアダックス。血尿」レントゲ
ンを撮ってみたら膀胱結石でした。摘出手術で
よくなりました。最近は結石ができない餌があ
ります。
症例 3「シーズーが大型犬に噛まれて眼が飛び
出てしまった」眼を摘出しようと思いましたが、
眼をもどして瞼を縫って閉じてしまいました。
一か月したら眼がちゃんと見えるようになって
いました。
症例 4「6 歳のオスのネコさん、昨日から全然
眠らない。横にならない」 聴診をしたら片一
方の肺の音が聞こえない。レントゲンで真っ白。
穿刺してみたら膿が出てきました。膿胸という
病気です。適切な抗生剤で治癒しました。
症例 5「8 歳のオスのネコさん。最近、たくさ
んお水を飲んで、だんだん元気がなくなってき
た」 採血してみたら、血糖値が 600 もあった。
糖尿病でした。とにかく血糖値を下げようと、
インスリンを注射しました。飼い主さん自宅で
打ってもらうことに。低血糖に注意しながらラ
ンタスという注射を使いました。血糖値の変動
が激しいので難儀しましたが、飼い主さんに毎
日血糖値を測ってもらって、その都度打っても
らうインスリンの量を決めることにしました。
今も元気に生きています。
二週間前に動物行動治療学というゼミにでて
きました。主にワンちゃんの話ですが、現代は
ストレスが多く、うつ病や分離不安症があるの
です。飼い主さんがいなくなったり、変わった
りしますとパニックになってしまうんですよね。
へんに攻撃的になったり、その辺をかきむしっ
たり、嘔吐したり下痢をしたり。その子にいち
ばん効く薬を探すしかありません。最近では、
薬物治療をする前に、ワンちゃんをしっかりし
つけ、人に噛みつかないように、人に飛びつく
ことがないように育てることが大事だと考えら
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れています。30kg のラブラドルが人に飛びつ
いて、ワンちゃん本人は喜んでいるでしょうけ
ど（笑）、腰抜かしてけがした人がたくさんい
ます。ちゃんとしつけた上でうつ病とか分離不
安症を考えていこうということが盛んにアメリ
カで研究されています。昔はワンちゃんのしつ
けは体罰でした。もうバシバシ叩いて言う事を
きかせる。大阪の高校のバスケ部監督のキャプ
テンへの体罰が問題になっていますが、あの監
督は恐怖でチームを支配しようとしていた。体
罰でしつけられたワンちゃんはたいがい攻撃的
になると言われています。人に噛みつくように
なる。今のしつけはどうするか。それはどんど
ん褒めるんです。教えられたことができたらご
褒美をあげる。楽しくしつけていく。ワンちゃ
んだって楽しい方が続くに決まっているんです。
楽しい方が近道だし、続くし、ワンちゃんも人
も楽しいだろうし、そういうふうにアメリカで
は考えています。今日は少しデモをしてみたい
と思います。生後 3 ヵ月が過ぎたら、どんどん
しつけを始めて、ちゃんとした子に育ててくだ
さい。大きくなってしまってからでは、時間が
たいへんかかります。それではやってみましょ
う。
ここでお嬢様から借りてきたという可愛い犬の
ぬいぐるみが登場し、小友先生自ら犬の散歩時
のしつけの方法を見せてくださいました。

主人より前にでないようにします。
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不全が進んでいて麻酔がかけられない、ものす
ごく脱水が進んで手の施しようがない、そんな
場面もたくさんあります。正直に話すしかあり
ません。飼い主さんは悲しみます。私にどなり
散らす方もたくさんおります。嘘は言えません
ので、現実をしっかり伝え、相手の話をよく聞
いてあげ、ペットロスにならないようにと心を
砕いています。

上手くできたらご褒美を与えます。

今度スーパーでお肉を買うときは、その食品
の安全のために我々仲間の勤務獣医師が一生懸
命検査しているんだな、と少しいいので思いだ
してください。春先にワンちゃんに集団で予防
接種をしている白衣の開業獣医師を見たら、狂
犬病予防のためにやってくれているんだな、と
ほんの少しでいいので思っていただけたら、と
ても嬉しいです。きょうはどうもありがとうご
ざいました。（大拍手）

会長挨拶

そして愛しているよとハグしてあげます。
そして、ご褒美をだんだん少なくしていきます。
しつけがうまくいってご褒美をあげなくてもで
きるようになります。たまにあげるととてもワ
ンちゃんは喜びます。パチンコも 4 回から 5 回
にいっぺん勝つから味しめて行くんです。（爆
笑）そのようにワンちゃんもギャンブラーにさ
してください。これは私ではなくゼミの先生が
言ったことですので。（笑）このようにどんど
ん楽しくしつけていこうというのが、最近の考
え方です。長く続けられると思います。
今までいい話ばかりしてきましたが、病気が
治らない子もたくさんいます。子宮蓄膿症で腎

小友先生のお話、非常に価値のある時間だっ
たと思います。質問もたくさんあったと思いま
すが、次回是非またお越しいただいた時にお聞
きしたいと思います。この続きを楽しみにして
います。人の医学の場合、内科とか外科とかに
分かれているのに、獣医師の場合はすべてを一
人で補っていらっしゃる、また院内のお仕事だ
けでなく多方面に活躍され、なおかつ勉強そし
て研究されているお姿に深い感動を覚えました。
私たちは違う職種ですが、職業人として先生に
見習ってまたあらたな情熱をもって頑張ってい
こうと思いました。久々の外部卓話でたいへん
いい刺激になったと思います。
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が、今日は、為になるお話を聞けて良かった。

ニコニコ報告
山本周平会長：小友さん、ようこそアップル
RC へ。今日の卓話楽しみにしております。長
尾会長！年次大会お疲れ様でした。ゆっくりし
てって下さいね！
関場慶博会員：◎小友先生のお話を楽しみにし
ています。お忙しい中、お越し頂きありがとう
ございました。◎インフルエンザが流行してい
ます。皆様、手洗い・うがいの励行を。イヌや
ネコもインフルエンザにかかるんですかネ？
渡邊潔会員：小友先生ようこそ。卓話を楽しみ
にしています。最近、天候が安定していて気分
が良いです。このまま春になってくれないかな
ぁ。
田中裕介会員：小友先生ようこそ弘前アップル
RC へ。さて、新しい車が決まり、今、田村さ
んに捜してもらっています。楽しみ～♪
吉澤葉子会員：小友先生の卓話楽しみにして来
ました。目からウロコの獣医さんのお仕事、実
践をまじえた楽しいお話とても為になりました。
ありがとうございました。
岡本薫会員：小友様、アップルロ－タリ－クラ
ブへようこそ！卓話を楽しみにしておりました。
ボス 1/20 お誕生日おめでとうございます。順
子さん、大学卒業おめでとうございます！これ
から 2 月を迎えますが、皆さんカゼを引かない
よう事故やケガのないように気をつけましょう。

卓話終了後も質問に応じてくれて感謝です。
荒田俊治会員：雪が止んで晴天になるだけで、
幸福さを感じられるようになりました。
竹浪大輔会員：携帯電話をずっと使っていたア
ンドロイドから、アップル iPhone5 にしました。
アップル、いい響きですね。
吉田淑子会員：小友さんようこそおいで頂きま
した。お話楽しみにしています。みな様も、と
てもお久しぶりな気持ちです。と思ったら今年
になって会ってないんだ。今年もよろしくお願
いします。
渋谷明広会員：ユンコさんに渡す田酒持ってき
ましたが、いらっしゃらないのでジャスミンに
あずけようかな？ちゃんと残っているのかな？
あ、今いらっしゃいました!(^^)! よかった～。
山田順子会員：お久しぶりです。今年に入って
から 6 カ所の病院に行きました。今日は 2 カ所
（汗）。今年は健康第一で行きたいと思います。
まだ冬は長いですが、頑張りましょう～。

ビジター挨拶
長尾衣李子様（弘前 RAC）

木村由美会員：小友先生の卓話楽しみにしてい
ました。犬にも「うつ病」があるのには驚きで
す。犬のしつけの場面最高でした。ありがとう
ございました。
宇野純子会員：小友先生の卓話楽しみにして来
ました。ワンちゃん（甲斐犬）を飼って 1 年ち
ょっとで、いろんな本を読んで勉強しています

先日の地区 RAC 年次総会にたくさんの方にご
参加いただきありがとうございました。おかげ
さまで成功裏に終えることができました。
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出席報告
第 32 回 E 例会
会員数 29 名
出席者数 14 名
出席率 48％
第 33 回例会：
会員数 29 名
出席者数 16 名
出席率 57％
修正出席率 79%
【メークアップ】
1 月 24 日 拡大会員増強維持委員会
（山本、菊池、木村、関場、三浦、吉澤）
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例会予定
2 月 4 日(月) 内部卓話(木村由美会員）
2 月 11 日(月) 休会
2 月 18 日(月) E 例会
2 月 25 日(月) 外部卓話 拡大会員増強
維持委員会
★地区内外行事★
2 月 15 日 (金) 8 クラブ会長幹事会
2 月 17 日(日) 地区チーム研修セミナ
ー（八戸市）
2 月 22-25 日 インドポリオワクチン投
与活動（デリー、インド）
3 月 17 日(日) 会長エレクト研修セミ
ナー（八戸市）
5 月 12(日) 地区協議会（八戸市）
5 月 17-19 日 ロータリー世界平和フォ
ーラム（広島市）

理事会報告
1 月 7 日に理事会を行いました。12 月の会計
報告が問題なく行われました。クリスマス家族
例会の会計報告もありました。4 名の新会員の
委員会所属先は下記のとおりです。桜庭会員：
会員増強維持委員会、福澤会員：管理運営委員
会、渋谷会員：新世代奉仕委員会、田村会員：
R 財団米山委員会。田中会員には会計監事にな
っていただきます。それとたいへん残念なお知
らせですが、齋藤信夫会員ですが 12 月末日で
諸事情のため退会ということになりました。今
後の例会の在り方についても話し合いがあり、
外部卓話をもっと取り入れていこうということ
になりました。内部卓話は月 1 回ということで、
卓話時間も 20 分にしていただくことになりま
した。E 例会の在り方についても話し合われ、
現在 Facebook を利用していますが、他のソフ
トを利用しようということで、ホームページ上
で行えるように検討しているところです。

石川元章パストガバナーの訃報に接して
石川様（弘前 RC）は 1986-1987 年度第 254
地区ガバナーを務められました。私の大先輩に
あたります。私が弘前クラブへ入会して以来
25 年間、親しくおつき合いをさせていただき
ました。私が 2000-2001 年度、地区ガバナーを
務めた時には、とても大きな心の支えとなって
くださいました。「お金をだせる人はお金を、
汗をかける人は汗を、そして知恵のある人は知
恵をだし合い、皆でロータリー奉仕活動にとり
くもう！」といつもおっしゃっていました。お
身体の調子を崩されてからも、ロータリーの例
会にはぜひ出たいと、奥様が同伴されて例会へ
出席されていたお姿を思い出します。まさしく
真のロータリアンでした。心よりご冥福をお祈
りいたします。

（関場慶博）

