
滋賀県農業共済組合

家畜診療所のご案内



　令和元年度　家畜共済引受戸数・頭数

診療所東部区域
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家畜の種類 戸数 頭数

乳用牛 41 2,405

肉用牛 104 19,400

一般馬 1 11



　　NOSAI滋賀マスコットキャラクター

　　「ノンちゃん」

　　　【乳用牛】

　◎繁殖検診

　◎乳房炎起因菌検査（乳汁検査）

　◎MPT（代謝プロファイルテスト）、飼養管理指導

　　具体的には、以下に示すような事業内容を実施しています。

　　共済加入農家を主な対象とし、家畜の診療や損害防止（損防）事業を主とした業務を行っています。

　　損防事業とは、疾病発生の未然防止や農家の生産性向上の目的で行っているもので、国の補助

　　を受けている事業（特定損防）と組合独自での事業（一般損防）があります。

家畜診療所の業務について

●家畜診療所の業務●

・共済家畜の診療

・損害防止

・引受検査及び評価

・家畜共済の普及及び加入推進

・畜産諸施策に対する協力

・その他目的達成のため必要とする業務

繁殖検診（乳用牛） MPT採血作業（乳用牛）

乳汁検査（乳用牛）



　　　【肉用牛】

　◎繁殖検診

　◎呼吸器病起因菌検査（鼻腔スワブ検査）

　◎肥育牛ビタミンA濃度測定

　　　【共通】

　◎農家巡回（各農場での検討会や勉強会など）

　◎予防薬剤ならびに消毒剤配布

乳汁検査（乳用牛）

繁殖検診（肉用牛）

（iu/dl）

（月齢）

肥育牛ビタミンA濃度分析（例）

（農家巡回指導風景）

その他、家畜診療所では以下のような学会・研修会・セミナーなどに出席し、

日常の診療業務や損害防止業務に役立てています。

●日本獣医師会年次大会

●獣医学術近畿地区三学会

●生産獣医療技術研修

●受精卵移植技術研修

●全国家畜診療技術講習会

●農場ＨＡＣＣＰ指導員／審査員養成研修

●家畜感染症学会シンポジウム

●豚病研究会シンポジウム

●大動物臨床研究会東京シンポジウム

●その他、畜産関連各種セミナー など

これらを基に農家と話し合い、実

際の 飼養管理改善等につなげて

いきます！



家畜診療所東部　青木獣医師　（H２１年採用、帯広畜産大卒）

　　　　　出勤　　「今日の業務予定確認と医薬品などの準備」

　　　　　　　　　☆乳汁細菌検査の培養結果を確認し、

　　　　　　　　　　 １日の予定を診療所所員と打合せ

　　　　　　　「大規模酪農家での繁殖検診」

　　　　　　　　　　・・・人工授精師、家畜保健所の方々と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一緒に検診します！・・・

　　　　　　　　　　　　☆妊娠鑑定、フレッシュチェック、繁殖障害の

　　　　　　　　　　　　　　牛に対する治療の後、同じ牧場で急性乳

　　　　　　　　　　　　　　房炎を発症している搾乳牛の診療

　　　　　「和牛繁殖一貫農家さんに往診」

　　　　　　　　・・・和牛子牛を肺炎にて治療・・・

　　　　　　　「大規模肥育用牛一貫経営農家さんへ往診」

　　　　　　　　　　　☆導入間もない肺炎症状の肥育用牛、下顎腫脹し

　　　　　　　　　　　　 ている肥育用牛、下痢による脱水と発熱してい

 　　　　　　　　　　　　る生後２週齢の和牛子牛、ペットのヒツジの診療

家
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に
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！

１日の始まり！

早く治るんだぞ～



　　　　　「和牛繁殖一貫農家さんに往診」

　　　　　　　　・・・マイコプラズマ疑いの中耳炎から発熱続発！・・・

　　　　　　　　　　　　☆中耳炎の流行が収まるまで予防的に経口投与

　　　　　　　　　　　　　 の抗生物質を投与するように農家さんに指示

 　　　　　　　　　　　　　します！

「往診」

　・・・以前まで慢性肺炎にて加療していた

　　　　　「大規模牧場でワクチン接種」 　　　　　　　　　　　　育成子牛が食不振！治療に向かいます！・・・

 　　　　　　　☆クロストリジウム属菌による急性腸炎突然死予防

　　　　　　　　  のため生後19及び20か月齢の牛に全頭接種

　「往診より帰所」

　　　　　「診療事務」

　　　　・・・診療に関する事務処理を行い、

　　　　　　明日の診療のための引き継ぎをまとめます・・・ 　　　　　☆診療所に戻ってきたら車の洗浄・

　　　　　　 消毒、診療着の洗濯、薬品・注射

 　　　　　　器の補充を行います！

　　　　　「日報の記入」

　　　　　　　　・・・おつかれさまでした

　　　　　　　　　　　　　　明日も頑張ります！・・・

「確実な診断と適切な診療」
獣医師に求められる

もっとも大事なことです

診療の後は、農家さんと

世間話をしながら一服します！

洗車、大事な

作業です

★１日のタイムスケジュール（平均的な内容を示します）★

8:30～ 8:40 始業、往診準備

8:40～12:00 午前往診

12:00～13:00 昼食・休憩

13:00～15:00 午後往診

15:00～16:00 洗車、洗濯

検査（必要に応じて）

16:00～17:15 診療事務 他

＊往診件数は担当地域にもよりますが、

帰所時間がおおよそ同じになるよう協力しています☺



診療所で働く獣医師紹介

家畜診療所東部 中山真
大学でワクチンの研究をしていたのがきっかけで、

新卒では動物用ワクチンメーカーに就職しました。し

かし、臨床経験もなく本から学んだ知識だけで病気

について語る自分に疑問を感じ、思い切って臨床の

世界に飛び込もうと決断しました。全国のNOSAIの求

人がある中で、歴史ある近江牛の産地であり、バス

釣りの聖地（？）琵琶湖がある滋賀県に心惹かれ、

NOSAI滋賀への就職を決めました。

就職してからは毎日刺激的な日々を過ごしていま

す。納得のいく治療をできるときもあれば、そうでな

いときもありますが、それら全てが貴重な経験になり

自分の成長に繋がっていることを肌で感じています。

メーカー勤務の頃と比べると体力仕事が多くなり、

休みが不規則になったと思います。ですが、自分が

診察した牛が元気になり責任感が達成感に変わった

とき、自分の担当する農場の直営レストランが賑

わっているのを見たとき、農家の人と他愛のない話

をして笑っているとき（たまにコーヒー・お菓子付き）、

診療車を運転しながら季節の変化を感じるとき、子

牛や子猫を撫でているとき、この仕事の素晴らしさを

感じます。

産業動物臨床に興味がある方も、以前の私のよう

に研究志向の方も、是非一度実習に来てみてはい

かがでしょうか。

NOSAI滋賀 2年目

家畜診療所東部 齋藤 遥

私は北海道の大学を卒業し、北海道NOSAIに勤務

していましたが、結婚を機に地元である滋賀に戻る

ことを決めました。引き続き牛の診療がしたいと思っ

ていたので、NOSAI滋賀に就職しました。

北海道はホルスタイン種および繁殖和牛の往診が

ほとんどでしたが、こちらに戻ってきてそれ以外に

“近江牛”となる肥育牛の往診も主たる業務になりま

した。同じ牛とはいえ、乳用牛と肉用牛では飼養管

理が異なり、よくかかる疾病も異なるため、牛を診る

視点が違うことに驚きました。また、同じ乳用牛で

あっても北海道と滋賀では飼育環境や餌が異なって

いるのも新鮮でした。

近江牛においては、実際に往診している農家さん

の牛や自分が携わった牛の肉が商品になっており、

またそれを食す機会もたまにあるのが貴重な職種で

あると感じる瞬間です。

NOSAI獣医師の仕事は農家さんを回るため、牛の治

療はもちろんですが、畜主の方と話す機会も多いで

す。その牛についての会話から日々のことまで色ん

な会話をしますが、それもひとつの魅力だと思いま

す。

私は体が人より小さく牛には不向きだと思います

が、卒業してから牛の臨床に就いています。不便を

感じることはありますが、台や道具を使って仕事でき

ているので工夫次第だと思います。
NOSAI滋賀 4年目



家畜診療所西部 上田 みさと

私は、大学入学当初から産業動物獣医師を希

望していたのですが、就職先がどういうところがあ

るかなども知らず、牧場に直接就職するものと思っ

ていました。2回生の時に、卒業生で他府県の

NOSAIに勤めておられる先生が、ある授業の一環

で業務案内を説明しに来られた際に 、初めて

NOSAI獣医師の存在を知り興味を持ちました。そし

て、3回生の時に初めて行った実習先がこのNOSAI

滋賀で、その実習で「私がやりたいことはこれ

だ！」と直感し、NOSAI獣医師になることを決意しま

した。

生まれも育ちも大阪で、就職先は近畿のNOSAIで

と決めていたのですが、私の初めての実習先であ

り、診療所の先生方も親身で人間味のある温かい

先生ばかりで、とても有意義で楽しい実習をさせて

頂いたこのNOSAI滋賀には、特別な思いがあり、ご

縁あって就職をさせて頂くことができました。

昔ソフトボールをしていて運動も好きだったので、

力や体力には自信があったものの、就職したばか

りの頃は子牛を捕まえるのでさえ振り回され、出荷

前の自分よりも何倍も大きな牛なんて捕まえられ

るようになるのかと毎日のように落ち込んでいまし

たが、今は扱い方に慣れてきたこともあり、大きな

牛も一人で捕まえることができるようになり、少し

ずつ自信がついてきました。他の女性の産業動物

獣医師の先生もよく言うように、女性で力が弱いか

ら、背が大きくないからできないということはないと

思います。逆に女性だからこそできる気遣いや丁

寧さ、話しやすさなどがあると農家さんも言って下

さいます。

産業動物獣医師は本当にやりがいのある仕事だ

と思います。自分がみている牛のお乳やそのお肉

がいずれ誰かの口に入る、命が循環しているのを

そばで感じ支えることができる、素晴らしい職業だ

と思います。大変な仕事ではありますが、日々やり

がいを持って頑張っています。

NOSAI滋賀 2年目

家畜診療所紹介

事務室

検査室

薬品室

ここで日々

業務を行って

います！



最近、注意が必要な「牛白血病」・・・家畜共済の共済金支払対象の基準も見直しがかかり、これから益々、この疾病に悩む農家

さんにおいて、積極的な対策・指導が必要です。NOSAI滋賀家畜診療所も、関連機関と緊密な連携を取りながら、日常業務と並

行して取り組んでいます。



未来の獣医師 家畜診療所で学ぶ！

家畜診療所では夏期臨床実習生を受け入れています。

（夏期以外や１年生でも、要相談の上受け入れしています。）

この実習は、獣医学部（科）学生に対して大動物臨床実技の習得と

家畜共済事業ならびにＮＯＳＡＩ団体等家畜診療所の役割りと実態を広く理解

してもらい、将来の産業動物臨床獣医師の確保を目的に実施しています。

実習生は、診療所獣医師の往診に同行し、大動物臨床の現場における

臨床獣医師の仕事を学んでいます。

家畜診療所では、一人でも多くの実習ＯＢが大動物臨床の現場に帰って

きてくれることを期待しています！

最近５年間の実習生受入状況

（夏期以外含む、のべ人数）

～実習を終えて～

今まで臨床的な勉強や実習をし

たことがありませんでしたが、先

生方がとても分かりやすく教えて

くださり、3回生でも多くのこと

を理解することができました。

将来自分がこの分野でどのよう

な貢献ができるのか、考えさせら

れるとても良い経験となりまし

た。



滋賀県農業共済組合 滋賀県農業共済組合

   家畜診療所　西部    家畜診療所　東部

高島市今津町住吉一丁目5-6 東近江市市子殿町134-1

TEL　　0740-22-2215 TEL   　0748-55-8282

FAX　　0740-22-5851 FAX　　0748-55-5556

E‐mail　　imazusin＠shnosai.ｊp E‐mail　　gamousin＠shnosai.ｊｐ

西部診療グループ 東部診療グループ

獣医師 3名 女性1名 獣医師 10名 女性3名

事務職員 1名 女性1名 事務職員 1名 女性1名

滋賀県農業共済組合

本所　家畜部　家畜グループ

大津市梅林一丁目14-17

TEL　　077-524-4688

FAX　　077-521-0167

URL   　 http：//www.nosai-shiga.or.ｊｐ

E‐mail　　kachiku＠shnosai.ｊp

診療所西部

診療所東部

NOSAI滋賀本所

診療所西部区域

診療所東部区域

◆アクセス◆

診療所東部

ＪＲ琵琶湖線

近江八幡駅下車

近江バス（25分間）

市子殿バス停下車

◆アクセス◆

診療所西部

ＪＲ湖西線

近江今津駅下車

徒歩3分

◆アクセス◆

ＮＯＳＡＩ滋賀本所

ＪＲ琵琶湖線

大津駅下車

家
畜
診
療
所

設
置
状
況

募集状況はＨＰをご覧ください。

お問い合わせは、本所家畜グループま

でお願いします。


