現場で輝く笑 顔 」
女 性 獣 医 師 座 談 会
活躍が期待されている女性獣医師に集まってもらい、産業動物診療の魅力や仕事
へのやりがい、農家との関わり方、今後、力を入れたい分野などを話し合ってもらっ
た。獣医学生の半数が女子学生といわれ、産業動物臨床の現場でも女性獣医師の積
極的な受け入れが進んできた。一方で、産業動物臨床を志す獣医師の減少や、地域
による獣医師の偏在がいわれ、ＮＯＳＡＩ団体でも獣医師の確保が課題となってい
る。そこで、女性の活躍の場としての家畜診療にスポットを当てるとともに、女性
獣医師の役割など意見交換してもらった。
（編集部）

出席者
（敬称略）

〈司会〉岩手大学

農学部共同獣医学科

北海道ひがし農業共済組合
千葉県農業共済組合連合会
兵庫県農業共済組合連合会

茅先
佐藤

教授

佐藤

繁

史（共済歴16年）
真由美（共済歴 ８年）

田畑 早智（共済歴 ５年）
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「診療の
「月刊ＮＯＳＡＩ」
平成30 年新年号座談会

司 会︵ 佐 藤 教 授 ︶ 毎 日、 笑 顔 で 仕

事をされている皆さんに集まっていた

だ き ま し て、 新 年 に ふ さ わ し い 夢 を

語っていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。今、全国のＮ

％弱が

ＯＳＡＩの診療所の獣医師が約１７０

０人、そのうち約３３０人、

うになって 年ぐらいだと思います。

Ｉの現場で多くの女性獣医師が働くよ

女性獣医師という状況です。ＮＯＳＡ

20

もう、女性だから、男性だからといっ

た こ と が、 以 前 よ り は か な り 少 な く

なって、チームのメンバーとして活躍

されていると思います。

年に向かって、

昨年、 周年を迎えた農業共済制度

ですが、 年、そして

まずは自己紹介から。今、どんなと

ます。

ていますので、よろしくお願いいたし

ような提言をしていければいいと感じ

若い学生さんにも魅力的な職場になる

80

ころでどんな仕事をしていて、キャリ

平成 30 年１月号
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30

71 70

アがどのぐらいか、話していただきま

ました。現在の夷隅地域は４年目にな

たので、実質は２年ちょっとです。獣

診療所を抱えていま
は本部に併設され、

医師が６人、人工授精師が１人、事務

りますが、その間で産休、育休も取っ

往診範囲が市街地か

員が１人で、事務員は女性ですが、獣

医師、人工授精師の中で女性は私だけ

司会 多くの府県の典型的な家畜診

療所の大きさですよね。では、田畑さ

ん、お願いします。

初赴任地の丹波診療所に４年間勤務し

美です。東部家畜診療所夷隅出張所に

バランスよく飼養しているような診療

肥育和牛と、頭数は少ないのですが、

6

月刊 NOSAI

す。標茶家畜診療所

㌔くらい

で、加入農家が１８

です。管内の乳牛の飼養頭数は２１５

ら半径

８戸。乳牛が約２万

頭です。

０ほどで、肥育は
頭で、重

頭と肉用牛が４千
頭。馬は

万

輓馬が多いです。組
合全体では、約

田畑 ＮＯＳＡＩ兵庫・淡路基幹家

畜診療所三原診療所の田畑早智です。
ているということで、さすがに規模が

勤続５年になります。昨年の３月まで

茅先 北海道・ＮＯＳＡＩ道東の釧

続 年目になります。現在、診療所で

在籍していまして、勤続８年目になり

所でしたが、三原診療所のほうは肥育

ました。丹波診療所は乳牛、繁殖和牛、

人、外勤する技

ます。出身地は神奈川県藤沢市で、日

が少なくて、乳牛と繁殖和牛がメイン

ちばＮＯＳＡＩ連の佐藤真由

師は獣医師が４人（内１人は育児休業

本大学出身です。初任地は北部家畜診

になっています。今の診療所は獣医師

佐藤

中 ）、 動 物 看 護 師 が １ 人 で す。 Ｎ Ｏ Ｓ

療所で、千葉県のほとんどの家畜が集

が７人、事務員が１人で、私を含めて

働く女性スタッフは

ＡＩ道東は３年前に根室地区と釧路地

まっているような地域で４年間過ごし

勤務しています。麻布大学出身で、勤

て、４月に初めての転勤で淡路島に来

１７０人以上の獣医師が働い

81

とても大きいですね。では、佐藤さん。

司会

け、獣医師１７６人で診療しています。

頭の家畜を引き受

49

平成 30 年１月号

30

57

史獣医師

茅先

路中部事業センター標茶家畜診療所に

しょうか。茅先さんからお願いします。

北海道ひがし農業共済組合

の セ ン タ ー・

区 が 合 併 し た 組 合 で、

14

11

16

大学に移ってからは 年目になりま

んからお願いします。

す。大学では産業動物内科学、牛の内

情がはっきりしてきて、農家さんから

２人が女性獣医師です。
司会 ありがとうございます。私も

科を担当しています。特に現場で働く

人工授精の依頼が増えています。 月、

気温が下がってきたので、発

自己紹介をしていいですか。私はＮＯ

臨床獣医師を育成するというわけでは

田畑

ＳＡＩ宮城で臨床と、ほんの短期間で

ないのですが、牛の臨床のことをちゃ

月は受胎率がいいのではないかと

10

て、多くの農家さんとも付き合わせて

になりました。たくさんの臨床例を見

て い ま す。 私 の 研 究 室 は、 大 動 物 の

ことを頭に入れながら人材教育をやっ

んと理解して社会に出てほしいという

りよくないのですが。

ています。夏の分娩になるので、あま

思って、今、人工授精はかなり頑張っ

すか。

特に乳牛は大きいですね。繁

変わった病気とか、新しい知

見はありますか。

司会

殖成績だけでなく、
熱射病もあります。

田畑

やはり暑熱の影響は大きいで

いただきました。特に農家さんとの付

それぞれの地域
で、診療所の状況を
話ししていただきま

実際の業務の話を少

が増えているとか、

多い、こういう病気

牛のこういう診療が

んな業務、例えば乳

伺いしたい。現在ど

なるようないい餌になっているからだ

化物の兼ね合いだったり、よく大きく

ます。それは餌のタンパク質と、炭水

かかって、手術をすることが時々あり

すが、８カ月、９カ月齢以前の子牛が

ような病気だったと、先輩方は言いま

しています。今までは肥育末期で出る

兵庫では、尿石症が低月齢化

し聞きたいと思いま

とは思いますが。群の中では餌をすご

田畑

すが、今度は田畑さ

したが、もう少しお

司会

フィールドに行く学生が多いので、卒

真由美獣医師

ろいろな情報をもらっています。

き合いが最高におもしろかったですね。

11

業してからもコンタクトがあって、い

すが業務をやって、
年ぐらいお世話

11

今考えると非常に楽しい時代だったと
思います。

千葉県農業共済組合連合会

佐藤

平成 30 年１月号
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27

よう」と毎年のように言っています。

できない家とか、重い腰が上がらない家

帰って翌日に再診で

古くなった扇風機は威力も落ちます

に急を要するもの

もいいのかという判

し、そこのところをちゃんとメンテナ

はバタバタして「来年こそどうにかし

断は、今でも迷うと

ンスとか更新をしている家は事故が少

茅先 ありますが年によります。昨

司会 今までなかったものが新たに

になって、手術をしなければいけない。

ちょっとしたバランスの崩れで尿石症

かったと思います。６～９月に乾乳を

います。昨年は６月下旬からずっと暑

で、やはり、夏の暑さが問題になって

佐藤 管内では９割近くが乳牛なの

寒冷です。これから真冬日が連日続き

こと、環境のことを言ったら北海道は

は出ますが、どちらかというと気温の

うな年もあるので、そのときに熱中症

感冒の対策に力を入れています。

8

月刊 NOSAI

平成 30 年１月号

か、 い っ た ん 持 ち

きはあります。

が成績に表れていると思います。

ないですね。やっぱり基本的なところ

するか、その選択こ
番の鍵ですから、そ

年は８月に急に暑くなって、あっとい

司会 北海道では暑熱はありますか。
こは何年キャリアを

う間に涼しくなりました。なので、暑

くて困ったのは１週間か２週間ぐらい。

出てくるというと、対応は大変ですよ

迎えていた牛が、産んで次々駄目にな

年によりますが、連日 度を超えるよ

ね。

30

成牧場を担当しています。そこでは今、

わ

ますので、人もしんどいですが、牛も
司会 やっぱり暑熱ですか。

た

るという感じで、９月は本当に事故が

いうのもあります。１年目のときは、

増やしている農家もいますが、経済的に

毎年のことなので、扇風機を

佐藤

うパターンが多かったのですが、本当

ひたすら電話をかけて先輩に聞くとい

その場で決めなければいけないのかと

田畑 持ち帰っていいものなのか、

しんどいです。私は今、町営の多和育

ろだとは思います。佐藤さんは。

積んでも難しいとこ

そが臨床獣医師の一

対応をどう

早智獣医師

司会

田畑

多かったです。

く よ く 食 べ る、 い わ ゆ る い い 牛 が、

兵庫県農業共済組合連合会

司会

生まれが地元というわけでは

兵庫県出身なので、ＮＯＳＡ

ないのですか。
田畑

と思いますがいかがでしょうか。

と思ったきっかけを紹介してもらおう

きっかけとか、大動物の臨床をやろう

司会 ＮＯＳＡＩに行こうと思った

物とか大動物の実習を受けました。実

を見てみないと分からないので、小動

職先のことを考えるようになり、現場

が、５年生になって、真剣に将来の就

の獣医師になりたいと思っていました

りました。

但馬牛にも小さいころからなじみがあ

県でしたし、但馬の出身だったので、

県も、近畿の中では乳牛や和牛がいる

北海道はすごく魅力的でしたが、兵庫

だったので、畜産資源という意味では

実習で産業動物臨床への道を決心

田畑 私は、大学４年の冬に行った

習先のＮＯＳＡＩでは、女性獣医師の

Ｉ兵庫を志望しました。学校が北海道

産業動物の実習がきっかけになりまし

た。あとは性格的に

を目指すと決めまし

があって大動物臨床

れていて、そのこと

てきぱきと仕事をさ

にも人気があって、

でしたが、農家さん

学生さんが自分の進路を決めるのは

実習を大切にしてほしいと思います。

きたいと言う学生が多いですね。学生

ですよ。あの先生のところに行って働

イルがすごくよかったという人が多い

方がすごく格好よかった。仕事のスタ

やっぱり診療所に実習に行って、先生

てそこに就職を決めたのか」と聞くと、

私の研究室の学生に「どうし

といいますか、車で

比較的遅い傾向があります。そのとき

司会

先生がすごく格好よくて、小柄な先生

共同獣医学科

た。それまでは、いわゆる小動物臨床

農家さんのところま

に出会った環境や、出会った先生に対

ごく純粋です。そのような決め方をさ

する憧れが強く、獣医の学生さんはす

で動いていく往診ス
タイルが自分にぴっ
たりだと思いました。

平成 30 年１月号
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繁教授
農学部

佐藤
岩手大学

れる学生は結構いると思います。
佐藤 私は、大学に入るまでは牛を

見たことがなく、もちろん犬、猫の診

いたのですが、奇跡的に受かることが

茅先さんはいかがですか。

できました。
司会

お二人よりも私は世代が上な

療に行くつもりでした。大学３年のと
きに、学年担任の先生に「たぶん向い

茅先

の仕事は楽しい」と、一気に大動物志望

る以外にできることが大変多い仕事と

ました。獣医師の仕事は、家畜に携わ

10
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ていると思うから、ちょっと行ってみ

になりました。３年の夏に実習に行っ

いう認識があります。個人的には、食

ので、産業動物臨床医の女性の枠がす

てから、私は何カ所か実習に行きまし

品に関わる仕事ができる獣医師になり

れ ば 」 と 言 わ れ て、
「 夏、 旅 行 で 沖 縄

た。千葉は北部と南部に行って、高知

たいと思っていたので、大学入学時か

ごく狭い時期のちょうど終わりの世代

や宮崎にも行きました。どこに行って

ら、産業動物か食品衛生の公務員を志

に行くから、行ってみようか」と、Ｎ

も往診に随行させてもらいましたが、

望しようと思っていたのですが、その

です。なので、ＮＯＳＡＩはすごく憧

「 こ の 仕 事 は 大 変 だ け れ ど も、 す ご く

ころはＮＯＳＡＩでは女性獣医師を募

ＯＳＡＩ沖縄の宮古家畜診療所に行き

楽しいよ」と、全員が言っていたので

集しないというか、募集はしますが実

れていました。父が病院勤務の臨床検

す。それを聞いて「間違いない」と確

際に採るのは男性が圧倒的に多い時代

ました。その２週間がものすごく楽し

信して、ＮＯＳＡＩを志望しました。

でした。記念受験みたいな感じで北海

査技師で、その上司に獣医師の方がい

ちばＮＯＳＡＩ連は研究発表も盛ん

道のＮＯＳＡＩを受験して奇跡的に受

く て、
「 外 で 体 を 動 か し 汗 を か く、 こ

に行っているので入りたいと思いまし

かりました。

その年は北海道内のＮＯＳＡＩで

た。でも千葉は当時、たくさんの人が
受けていたので受からないかと思って

25

診療所のスタッフと茅先獣医師
＝後列左（上写真も）。
「 この先も
若い人たちが入ってきて『 続 け
ていきたい、やりたい』という、
意欲を持って選んでもらえる職
場にしたい」▶

したが、たぶん臨床はできないだろう

思っています。なので、実習も行きま

変 わ っ て く る、 過 渡 期 だ っ た の か と

る考え方とか、受け入れ方がちょうど

引き受け先の組合の女性獣医師に対す

り分けるというスタイルでしたので、

昔は連合会でまとめて採って組合に振

それぞれの組合で採用試験をしますが、

採用数が増えた印象があります。今は

に驚いていましたが、それ以降の女性

が女性でした。周囲も採用されたこと

人を採ったのですが、そのうちの５人

事に就いて、そのギャップみたいなも

学生時代に思っていたものと実際に仕

ていたか、あるいはほぼ同じだったか。

職場であったりというのと大きく違っ

に思っていた仕事の内容であったり、

た。現実はいかがでしたか。学生時代

て、大きな夢を持って職場に入りまし

学生時代の話をお伺いしました。さ

ので、非常におもしろい話でしたね。

が女性になってきたという流れがある

結果を残してきたことで、全体で２割

ではないですね。ただ、女性獣医師が

男性だったという時代がなかったわけ

知らなかったということですよね。

知ったことだし、学生時代はもちろん

やる診療との違いというのは、初めて

診療と、制度上の一定の決まりの中で

番びっくりしたというか、働きだして

て解決していくのが、実際のところ一

自分の中で診断、治療、転帰まですべ

ていくという制約がありました。また、

ながら、それを駆使しながら診療をし

もしれないですが、持てる玉が限られ

学生時代に実習でやっていた

のがたぶんあると思うので、その辺は

した。このような生活スタイル、こう

いたのと、そんなに差はありませんで

私は学生のときに思い描いて

司会 就職の状況を考えるとね。

どのように感じられたかというのは、

いう仕事なのだろうと思うまま、今も

佐藤

司会

からすごく責任を感じる部分です。

と思いながら。
茅先 そうです。研究室も産業動物

ちょっと興味があります。

県職を受けながら、北海道のＮＯＳＡ

職はそれとはまた別だろうと思って、

しながら、勉強をしていましたが、就

やるしかないし、学術的にこういうも

なものはありました。薬はあるもので

ものと掛けられないものの現実みたい

茅先 経済活動なので、掛けられる

て受け入れてくれる農家さんというか、

自由に何でもやらせてくれる上司と全

れていたと今では思いますが、結構、

やっていると思います。初任地に恵ま

内科を専攻していたので、牛の世話を

Ｉだけ記念受験をしました。そうした

新人を育ててくれる農家さんに助けら

ていいよ」とよく言われていましたし、

れたと思っています。
「思いっ切りやっ

のがあるといっても、使える薬はここ
も整っていれば、やれることが多いか

までしかないとか。大学のように設備

ら受かりました。
司会 確かに、女性も男性もウェル
カムだといいながら、実際の合格者は
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く盛んな地域というので、農家の価値

さい地域になって、また共進会がすご

勤をして１戸当たりの頭数がすごく小

し、見切りも早い地域でした。今、転

気持ちで入りました。それは間違いで

臨床獣医師は「治してなんぼ」という

がとう」という農家さんの声を聞いて、

「 あ の 牛、 よ く な っ た わ、 先 生、 あ り

ＮＯＳＡＩを選びましたが、実習中に

田畑 私は実習先の獣医師に憧れて

観が全く変わったときに苦労しました。

はないと思いますが、どんな牛でも、

考 え 方 が 変 わ る 方 が 多 い し、 そ れ を

畜を診ることによって、ものの見方や

司会 今までと違う環境で、違う患

と時間をかけて治すべき牛なのかどう

の牛は治るのか、治らないのか、お金

感謝でしかないのですが、上司に、こ

んは温かく見守ってくれたのだろうと

12
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きい酪農地帯で、頭数も多かったです

転勤したことで、就職をして初めて苦

時間がかかっても治すイメージでした

が、現場では必ずしもそうではないと。

労したかなと。だいぶ慣れてきました
が。

最初のころ、先輩や上司に「この牛、

いつまで診ているんだ。いつまで診る

司会 ベテランの獣医師が、転勤は
大変だけれども、悪いことだけではな

つもりなんだ。農家さんとちゃんと話

をしたのか」というのを、よく言われ

いよと、よく言いますね。
佐藤 やっぱり一皮むけるというか

上司もよくカバーしてくれたり、研究

狙っているという部分もあると思う。

か、総合的な判断をしなさいと教えら

ました。新人がやっているのを農家さ

発表も好きにさせてくれたり、でも、

転勤があるなんて学生時代は想像もし

少し大きくなれたかと思います。

すごくフォローもしていただいて、初

そういう意味ではすごく衝撃的でした。

いますか、予後判定の精度というか、

れ ま し た。
「治す」だけでは駄目とい
と思っていました。

佐藤 聞いていたので、次はどこか

ない？

初任地は、千葉県にしては規模が大

す。

任地の４年間は充実していたと思いま

ＮＯＳＡＩを志望したのは学生時代に行った実習がきっか
けと佐藤獣医師。
「何カ所か実習に行ったが、どこに行って
も
『この仕事は大変だけれども、すごく楽しいよ』と聞き『間
違いない』と確信しました」

すよ。教科書にはこういうふうにすれ

望している学生は、一生懸命勉強しま

司会 学生時代に大動物の臨床を希

イメージと違いました。

机に向かう時間も結構長いというのが、

て入って、保険手続きとかカルテとか、

あとは臨床獣医師になりたいと思っ

見えない部分ですね。

しなかったというのは、学生の時には

れから、事務仕事があったとは想像も

と言いたくなるときもありますね。そ

れども、それは本当に科学なのですか

の人が言ってくれるかもしれない。け

うはいかない。そんなものだよと上司

思って、現場に行くけれども、実はそ

あまり聞かない。長く走り続けるなら、

女性スタッフで腰をやったという人は

うとする方は、腰を悪くしています。

す。むしろ、体力を過信して力でやろ

回すという道具を１人１本持っていま

子牛の足に引っ掛けて、てこの原理で

も、
結構ポピュラーに使っていまして、

で転がします。子宮捻転棒という道具

男性であろうと、女性であろうと体は

ば診断ができます、治りますと書いて
ある。だから、全部治るものだろうと

無理しなくてもいいと思っています。

仕事の向き不向きは、性別ではなくて

性格ではないかと考えています。男性

をやれるようになってきて、ベテラン

司会 さて、職場でそれなりに仕事

で、こんなところが大変だと感じてい

る。獣医師として仕事をやっていく上

は持続的に体力を使うという仕事もあ

るし、それは個性だと思います。

るときは切るみたいな人ももちろんい

い人もいますし、女性でもズバッと切

子供を通して地域社会の一員に

であったり、中堅であったりという立

ることはあると思うので、その辺を少

で細かいことにとらわれて前に進めな

場になってきているのだろうと思いま

しお話ししていただければと思います。

ことです。それをどのように周囲、ス

るとしたら、妊娠、出産をするという

ただ、女性が男性と大きな違いがあ

す。世の中全体として、あるいは皆さ

まず、体力的なハンディは、

タッフが関わっていくのかというのが、

茅先

あまり感じません。重機をお持ちの農

んが所属している家畜診療所として女
性獣医師だからどうだとか、今はない

課題かとは思っています。私は子供が

３人いますが、産んで、育ててという

家さんが多いですから、子宮捻転のと
きの母体回転法なども、ほとんど重機

のだと思います。でも、難産や子宮捻
転など、どうしても力を使う、あるい
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のを自分でやってみて、そんなにデメ

から、問題は全くないというご意見で

とは、基本的に業務の中ではないとい

に臨床獣医師をやった者は、力もない

うことですね。私らみたいに古い時代

茅先 農家さんにやってもらうこと

のにあるふりをして、機械を使わずに

す。

を通して地域社会と関わることで、農

も あ り ま す。
「ここは取れないけれど

リットだったと思っていません。子供
家さんとの付き合い方も変わりました。

大きな声を出して一生懸命、難産を処

れも通じなくなってきていますね。

置するという美学がありましたが、そ

も、ここをやって」と言って。
くれる？

司会 指示というか指導してやって

子供を育てていると、その地区の人に
なりますから。仮に転勤があっても、
子供がいて、ここに暮らしているとい

家畜に対しても、生産獣医療なので、

たと思います。

の一員として見てもらえるようになっ

ときに、あと５㌢というところを農家

なので、自分で手に負えないと思った

的に指示をする立場でもあるから」
。

司 に も 言 わ れ た の で、
「獣医師は基本

ね。でも、子供ができて地域のコミュ

のに外様と見られる場合もありますよ

臨床獣医師は地域のためにやっている

入って行くことができたという話です。

た後に地域のコミュニティーの中に

すごく印象的だったのが、出産をし

多くの家畜が雌です。なので、同じ女

さんにやってもらうこともありますし、

ニティーと交流することで、この地域

茅先 指示をする立場でもあると上

性としてすごく共感する部分、尊敬す

それを恥ずかしいと思うよりも、でき

に根差した人なのだと見られることは、

うことで、外様だった自分たちが地域

る部分というものもありますし、命の

ることをちゃんとやると考えます。

これはとても大きいですよね。それを

不思議であったりとか、そういうもの

司会 すばらしい。

感じていらっしゃる、私自身としては

し

に真摯に向き合うきっかけになってい

茅先 自分ひとりでできることには

初めてお伺いしたことですね。これは

しん

ると自分では思います。

限りがあります。男性の方で腕が太い

勉強になります。

われわれはどうしても、女性

と直腸検査するのに苦しいとも聞きま

司会

であるがゆえに体力の部分で大変だろ

私も体力的なものは、機械な

どで解決できていると思います。あと

佐藤
すし、それは個性だと思うのです。
司会 女性だから大変だよというこ

うと思っているけれど、工夫をするこ
とで、機械を使ってでもできるわけだ
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は私自身、身長は１６０㌢ありますが、

かったのです。だから、それは男女差

人で行ったけれども、２人とも届かな

分

お母さんなどは、１軒行って、治療は

分で終わったけれども、その後

しゃべることも多いと思います。そう

手が短めのところがあって、お産はい

ではないと思って、そこで身長１８０

の入り込みやすさはあります。男の人

つも不安です。この間も難産を整復す

るので、男女差ではなく、

でもしゃべるのが上手な方もいるの

いう世間話の中から今後の暑熱対策と

そこもチームワークな

で、ここもやっぱり個性だとは思いま

㌢で、すごく細くて手が長い男性獣医

り、やせて手が長い農家

すが、でも、女性のほうが得意な人の

るのに、手がどうしても足にかからな

さんだったら農家さんに

割合は多いのではないかと、ちょっと

か重要な話も交えていけるので、そこ

お願いしたり、いくらで

思います。

思いますが、やっぱり女

これは人それぞれだと

て い な か っ た。 た だ、
「 腫 脹 し て、 硬

かりました。私は、
それまで全く分かっ

児をして、初めて乳房炎の気持ちが分

あと、私自身、出産をして、母乳育

性のほうがコミュニケー

結して、熱発して、餌を食わないのだ」

大変だよね。

ション能力がちょっと高

茅先

気が遠くなりますよ。

ぐ ら い だ っ た の が、
「それは食わない

佐藤

本当に苦しい。座布団という

い人が多いのではないか

茅先

よ」というのがすごく分かりました。

ていました。

も解決できると私も思っ

師を呼んだらすぐできたというのもあ

30

とは思います。農家さん
はお父さんもお母さんも
結構お話好きな方が多い
と思うので、特に農家の
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くて、私と同じ身長の男性の先生と２

勤続５年で昨年４月に初めての転勤を経験したという田
畑獣医師。
「 人と人のつながりがあり、牛がその間にいる
ということをものすごく感じています」

います。女性のほうが、それを上手に

く、差し当たりはそれでいいのだと思

能力を育てることは難しいですね。で

できる人が多いのかと、それは私も同

れないけれども、コミュニケーション

佐藤 何もできないというのがすご
も、特段、立派な話をするのではなく

感ですね。

か石みたいになる。
くよく分かるし、陣痛もそうですし。

て、お茶を飲んで農家の方のお話を聞

なったのかもしれません。これは、ま

ニケーションのステップが一つ上に

すね。自分が変わったがためにコミュ

司会 それもコミュニケーションで

すごく共感できるようになりました。

よ」と、そこで「痛そうですね」と、

佐藤 農家の奥さんは「痛そうなの

でも、力ずくで無理やり出した牛の産

とができればと思います。実際、お産

でもいいのですが、安心させられるこ

ときに、そこをうまく笑い話に、冗談

生、お産は大丈夫なのか」と言われた

う不安要素を与えているというか、
「先

農家の方を相手にするときに、そうい

安ということを感じています。年配の

り女の人イコール力がないイコール不

田畑 農家さんによっては、やっぱ

女性がいますし、後輩も毎年、女性が

も、いい時代というか、直近の先輩も

たら、私はうそになると思います。で

プレックスに感じたことがないといっ

女性、女性と言われて、それをコン

いとうまくいかないと思います。

しゃべれる人というか、人を好きでな

ならないと思うので、人を見て、人と

かと。牛ばかり見ていても、牛はよく

が好きで人も好きな人が向いているの

男の人というより、性格というか、牛

世代による女性獣医師観の違い

前 は「 乳 房 炎 で す 」「 抗 生 物 質 ね 」 と
思ったけれども、今は「痛いね」と。
司会 そこが農家さんに理解しても
らえる部分ですよね。自分の大切な牛

たいい話ですね。コミュニケーション

後がいいか悪いかといったら、悪いこ

入っているので、すごくいい時代に就

をそういうふうに診てもらえるから、

の能力はとても重要で、大学でも何と

とが多いと思うのです。本当に怪力が

職できたとは思います。

女性獣医師はいいと農家の人は思って

かその教育をしたいと思っていますが

必要な仕事はあまりないというのは感

くれるはず。

難しいですね。なかなかうまく教えら

田畑さんは女性というより
じます。そうなってくると、女の人、

司会

れない。われわれに力がないのかもし

16
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も、力とか体力などの部分で少し不安

司会 お２人の話を聞いてアドバイ

なければいけないというふうに思って

の方は、不安に感じていることもある

診療所を抱えているので、そういうと

茅先 私たちの組合の診療所は僻地

されることもありますが、そういう方

き に、
「女のくせに」みたいな対応を

普通に仕事をしようと思って行ったと

いる方々がやっぱりいます。こちらは

かもしれません。地域によってどうで

ころに応援で行きますが、そこの農家

はよくよく考えてみると、まだ勤労婦

スをしてあげてください。

すか。転勤されて、地域による違いは

さんが来て、 ㍍ぐらい先から二度見

を感じるということですね。特に年配

ありますか。たぶんそれは女性獣医師

も考えずに猪突猛進でやっていたのか

りしなかったというか、そういうこと

ちらかというと、そういう思いはあま

田畑 初赴任地であった丹波ではど

ど、その辺はどう感じますか。

合ってきたかという歴史だと思うけれ

と飼い主さんがどのぐらいの期間付き

ます。

方、そちらのほうが今は多いかと思い

みたいな感じで受け入れてくださる

していくので、
「ちゃんとやるんだね」

ますが、仕事に対しては、同じことを

ふうに慣れないという人もいまだにい

れ て、
「 女 で す 」 み た い な。 そ う い う

をされた後に、大声で「女？」と言わ

だから女性は守ってあげなければいけ

ですが、暗に示している法律なので、

文言で書き表しているわけではないの

的にも弱い、男性に劣るというふうに

あの法律は、女性は体力的にも思考

世代の方々です。

人福祉法の１９７２年のときの法律の

域によって、女性獣医師に慣れている、

ることは多いようには思いますね。地

大丈夫か」と、心配されていると感じ

とは思いますが、「力はないけれども、

なる。そういうので地域性も違うのか

北部のほうで、今いる三原は一番南に

定められてからの歴史がまだ浅く、年

と思います。女性の社会進出が法律で

と、あとは慣れというものがあるのか

しますので、たぶん偏在しているもの

えな、女」と言われて帰ってきたりも

の 人、 ズ バ ッ と 切 っ て い っ た 」
「すげ

膿瘍の切開などをしたりすると、「あ

シュアップして平等だというふうにし

やっと男女の差別というものをブラッ

会均等法が改正されて、そこの時点で

た。私が大学を出る直前に男女雇用機

律でさえ、まだ本当の平等ではなかっ

ります。平等の先駆けになっている法

あげなさいとか、そのように書いてあ

ないから、分娩をするときは休ませて

もしれないですが、兵庫県でも丹波は

慣れていないというのもあるのかもし

配の方は、女性は弱くて、守ってあげ

て い く の で す が、 そ れ も ま だ 不 完 全

れないです。
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だった。２００６年でまた改正されて、
現行法になっていますが、歴史として
は、まだ枠組みが浅いのです。

なことは気にするなとか、もっと気に
しろとか。
佐藤 私も、お産に行くときに怖い

いろ工夫はできると思います。

司会 特に力が必要な診療行為に関

しては、道具を上手に使うことを覚え

ていけば良いということですね。

が、滑車を引っ張るのも畜主さんだし、

使わないのだ」となるのではないです

みたいなのが初めはすごくありました

ごく感じます。やっぱりそれは実際そ

こっちはガイドをすることがメイン

かね。でも、今でもいろいろ不安です

なので、世代間による意識の差はす
こにいる人たちが対応するしかないの

だったりもするし、問題はないかと思

が、お産だと言われるときは。

だ ん だ ん に、
「そんなに力は

で、慣れていけば変わっていくし、世

います。あとは蹄病治療ですかね。蹄

佐藤

代が移り変わっていけば、そんなこと

病治療で蹄を上げるのもやってくれる

し、キャリアの差も関係ないと思いま

それは女性、男性は関係ない

は何もない、感じられない世界にきっ

人がいるし、農家さんが足まで上げて

司会

となっていくのだろうと思います。

大変な仕事になるかもしれな

す。

い、お願いという人もいるので、実際、

そうですね。難産は二つの命

を扱う大切な仕事ですからね。

佐藤

いからですよね。

茅先

くれる人もいれば、枠まで入れて、は

れども、その時代の人たちの意識とい

私の後輩でも、すごく細くて自分で蹄

法律の問題はもちろんあるけ

うかジェネレーションが変化していく

が上げられない子も確かにいます。そ

司会

ことによって、いろいろなことが当た

こも滑車を使えばいい話なので、いろ

田畑

産 休 を 取 る、 育 休 を 取 る と

問はありますか。

司会 今までの話で先輩に対する質

全く想像もつかないのです。なので、

です。私はまだ経験をしていないので、

なったときに、絶対に不安だと思うの

産 休・育 休 後 の 仕事の不 安

り前になっていく。今、まさにその移
行期ですよね。ＮＯＳＡＩに入って、
そんなに時間がたっていない多くの若
い方々は、先ほど田畑さんが言われた
ように、実際は心配しているところが
あると思います。その辺に対するコメ
ントをいただけませんか。どうやった
らブレークスルーができるとか、そん
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ろん周囲のサポートありきだろうと思

安とかはありませんでしたか？ もち

育休とかを実際に取られて、そこに不

休、育休を今、取っていますが、産休、

ＡＩ兵庫でも、２人の女性獣医師が産

きるのだろうか」と思います。ＮＯＳ

「帰ったときにちゃんと妊娠鑑定がで

れるだけでも不安になるといいますか、

今、連休があって、現場をちょっと離

た。

分も初めてで少なからずショックだっ

確率的なものですが、周りも怖い。自

に化学流産をしているのです。それは

うのがありますが、最初の妊娠のとき

あって、自分の中でも目標だったとい

までというのがみんなの中で目標が

でいくと１人目で、産んで復職させる

業ができるようになってからという点

だ認められていなかったのです。深夜

しました。でも、離れたら、結局、自

したが、それを途中で切り上げて復帰

年取れるという育児休業制度がありま

の制度が旧釧路組合の制度で、最長５

出てきます。最後に育休を取ったとき

も少なくなっていくという焦りは後々

をしていた期間が自分の後輩たちより

もしれないのですが、そのせいで外勤

それはある意味、恵まれていたのか

ほうだと思います。

いますが、復帰するときはどうだった

分の代わりはいます。チーム診療なの

それを自分がどこまで受け止められ

それを忘れるか忘れないかぐらいの

れども、ほぼ２年内勤をして、２人目

るか。子供とどうやって向き合ってい

とか、復帰したあと、どうだったかと

司会 正直な質問だと思います。

を産んだあとに内勤をする場所に帰る

くのか。産まれてきた子供が健常の子

で、自分の代わりがいない仕事はない

茅先 私は３人を産んでいると言い

よというはずでしたが、組合の事情が

供でなければ、私は仕事を辞めていた

ときにすぐ妊娠をしたので、すぐ内勤

ましたが、組合としては、旧釧路のと

あって、外勤を日勤だけすることにな

と思いますし、家庭の事情がすごくあ

いうのを教えていただきたいと思いま

きに 年ぶりに女性獣医師を採った２

りました。そのまま臨床、結局外勤の

ると思うので、事情に対して何か変化

です。

人目です。先の人はもう辞めています。

ほうに移っていくのですが、１年と少

を求められるとしたら、断然、女性の

になりました。４年目の途中だったけ

だから、周りも物珍しかった。深夜業

したった時点で、また３人目を妊娠し

す。

をできるようになってからの女性獣医

ほうが男性より多いと思います。なの

で、もう少し振り幅のあるような世の

てしまって、実際に外勤をしていた時
期が勤続年数のわりには、私は少ない

師の採用は私が１人目。その前任の方
は深夜業ができなかった、法律的にま
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14

り、事務処理をするということで、少

ますが、全員分のカルテの処理だった

いのです。その分、一応内勤にはなり

構 ト ラ ウ マ で、 筋 肉 注 射 は す ご く 怖

頭を蹴られたことがあって、それが結

た。１年目のときに１回、筋肉注射で

筋肉注射もできるかとすごく不安でし

ると、１年半、現場に出ていないので、

しでも外を回っている人の負担を軽く

かったですね。筋肉注射もできるかと、

そこからほかの獣医師が来るとかはな

茅先 そうですね、組合としては、

するという形です。タイミングがよけ

第四胃変位はもっとで、直腸検査も分

中になっていくといいだろうと思いま

当番に出られないような獣医師は、正

れば、産休に入るときに定年した人が

かるかと、初日はすごく不安の塊で、

すが。

直、いても困るというのが、そのとき

近くにいると、その人が来てくれたり。

なってきて、３割を占めるような組合

これからは女性スタッフが２～３割に

から休みを長く取っていますが、今、

ます。千葉県は子供を産んでいる人が

間は１人減のまま、ということになり

いなかったりすると、結局、いない期

でも、そういう人たちが近くに住んで

ので、第四胃変位も初めは誰かと一緒

やっていると意外と体は覚えているも

私は５年目で妊娠したのですが、５年

ら出直すつもりで頑張りますと言って。

新人のような感じで、診療所でも一か

としての支援ですね。

とか診療所もあると聞いていますので、

多く、 代、 代、 代、孫がいる人、

理解しないと共存できないというか、

がいると妊娠をしたときはすごく相談

女性の管理職もいます。女性の管理職

当番のときに右の第四胃変位が入って

にやろうと思いましたが、１回、夜間

それとは別に復帰したときの不安が

びたくもなくて、やるしかないと思っ

れたかもしれないけれども、あまり呼
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司会 本人の気持ちと、あとは組織

は本心としてはあったと思います。だ

働き方の多様性みたいなものを周囲が
獣医師の数が足りないですね。

時ぐらいでした

しまって、それが産後１発目で、すご

司会 田畑さんの不安に何かアドバ
イスをしてあげてください。
なのではないかと思いますが、産休に

すごくありました。結局、妊娠して、

てやると、結び方は意外と体が覚えて

し、誰も呼べないし。呼んだら来てく

入るからといって、部署が変わって、

内勤をした期間と産休、育休を合わせ

佐藤 うちも兵庫と同じような感じ

11

例えば妊娠して内勤部署に移れるとか、

出しづらいです。

をしやすいですね。いないと、これだ

50

く不安でしたが、夜

40

け産んでいる千葉県でもやっぱり言い

30

たりとか。でも、すごく不安、それは

たり、あとは黄体もエコーで確認をし

手だけで分かるところもエコーを使っ

はエコーでカバーしています。本当は

の精度は少し落ちるかなというところ

いると思いました。やっぱり直腸検査

横並びではないと思います。業務とう

て出産をされることと業務との関係は、

違う話のような気がします。女性とし

て仕事をしていることとは全く次元の

うことは、普段の業務、給料をもらっ

ね。私らは想像ですが、出産するとい

うよ、やるしかないよという話でした

すね。よく理解できました。

ました。すごく掘り下げた感じがしま

ないかと思います。良い話をうかがい

そういうことは考えなくていいのでは

かの人に迷惑を掛けてしまうなとか、

まいこと兼ね合わせができるかな、ほ

かゆいところに手が届く獣医師に

全員そうだと思います。でも意外と体
は覚えています。
司会 そのとおりだと思います。絶
対不安はありますよね。でも、やるし
かないし、結構、１週間ぐらいで。

に戻ったとき、牛を触りながら腰が引

司会 私も業務に１年半いて、現場

論はもういいでしょう。次に臨床獣医

からとか、男性獣医師だからという議

司会 今までの話で、女性獣医師だ

ぱり農家さんのかゆいところに手が届

獣医師になりたいかといったら、やっ

輩の獣医師の方を見ていて、どういう

佐藤 １週間ぐらいで、そうですね。

けているのが自分で分かりました。こ

師として、今それぞれの職域で働いて

く獣医師です。われわれが呼ばれると

この職に入ってから上司や先

れはおかしいと思って。そのぐらいの

いて、やりたいこと、こんな仕事をし

きは悪いとき。人工授精とか妊娠鑑定

田畑

感覚だと思いますよ。

てみたい、こんな勉強をしてみたい、

でプラスだとうれしいですが、だいた

佐藤 まず、牛舎に行って「わあ、

あるいは業務の中でこういう技術を開

牛だ」と思いました。

がある、風邪をひいた、下痢をしてい

い病気があるとか乳房炎がある、難産
ことをお伺いしたい。

発して、こんなことをやりたいと思う

司会 今の先輩のお話は、もちろん
実際は不安もあるけどすぐ慣れてしま
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ようになりたいというのは大切で、や

師になりたいのか」をあらためて考え

私も授業で学生に対して、国家資格

ま す。 そ う な る と、
「どのような獣医

そういうところを一緒に乗りきれる、
るようになったといいますか、本当に

を持って先生と呼ばれる立場で農家さ

る。マイナスのときが主だと思います。
それと、例えば「こういうのを悩んで

いい意味で初心に戻らせてもらったと

らなければいけないですよね。

いるのだけれども」と言われたときに、

んのところに行くのだから、しっかり

勉強するようにと言っています。要す

思います。
獣医学、新しい治療法を知ることは

それは新しい技術とか大学で習ってき
たところでもあると思いますが、力添

るに大学で習ったこと以外にも、毎日

しくないようになって仕事に行かなけ

大前提で、治せなかったものを治せる
が、それとはまた別で、子牛市場のこ

れば駄目だよと。もう一つは飼い主の

え、お手伝いができるような獣医師に
もちろん獣医師なので獣医学が大前

とを知る、餌のことを知る、乳価のこ

方々は、人間を見る目がすごいのだよ

勉強して、先生と呼ばれるのに恥ずか

提で、この病気はこれで治る。ケトー

とを知る、そういう知識を持っていれ

ということを私は学生に言っています。

というのは、今でも目標ではあります

シスはブドウ糖を注射すれば治るとか、

ば、かゆいところに手が届く獣医師に

すなわち、獣医師がその農家のため

なりたいと思います。

熱があって乳房炎だったら抗生物質を

なれるのかと、獣医療以外の面でもお

いくら偉そうなことを言っても、表面

打ったら治る。そういう薬の選択とか、

司会 よく理解できます。獣医学的

的であったり、内容が伴っていなけれ

に一生懸命やっているかどうかという

仕事を知る必要もあると。私も初任地

な知識、技術はもちろんだけれども、

ば、農家さんは信頼してくれない、と

手伝いができるのではないのかなと今

では、一番下か、一番下から２番目み

もっと幅広くいろいろなことを知って

いうことです。農家さんをかなりリス

処 置 の 仕 方 は 重 要 だ と 思 い ま す が、

たいな形で、父親と同じ年ぐらいの上

いて、総論ではなくて各論として、そ

ペクトしていかないと、話もなかなか

のは、農家さんはすぐ分かるのだよと。

司がいる年齢構成でしたが、今の診療

の農家さんに一番必要なものを情報と

聞いてくれない。

は思っています。

所に来て、一気に後輩が３人できてし

して提供する。そういうことができる

やっぱり酪農学や畜産学、農家さんの

まって、新人の教育係を任せられてい
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で、だいたい黒毛和種を付けて 、今

ほとんどの乳牛が北海道からの導入牛

とは採卵で、私が前にいた北総地域は、

佐藤 私が今、興味を持っているこ

和牛にうまく変えていくか考えていま

てきているから、そこの地域をいかに

ですし、朝、夕、搾るのも大変になっ

が好きなので、でも、後継者もいない

ホルスタインを飼養していて、搾るの

いということで、今は受精卵の移植も

けれども、別な分野でもお役に立ちた

もちろん農家の経営のために役に立つ

るキャリアを積んできて、個体診療は

ています。

は和牛の子牛の価格もだいぶ下がって

す。またホルスタインを続けている地

されている。
佐藤

次のステップに農家を仕向け

はい、やっています。

いわゆる中堅の先生といわれ

きましたが、いっときすごい値だった

域も、何となく種を付けて後継牛を残
しているのではなくて、いい牛だけを

司会

司会

ので、 にとどまらず、今はほとんど

残すようにしないと、この先やってい

たいということ。
うちの地域はホルスタインの採卵も

けるのか、続けるなら繁殖和牛がいい

けないと思うのです。

の卵を周りの酪農家につけるというこ

やっていまして、それは、今は共進会

のではないか。でもそれにシフトする

この先、１人で２回搾ってい

とをやっています。受胎保証でやって

の好きな人が共進会用の卵ばかりを

佐藤

いるので、両方ウィンウィンの関係か

には、

歳近くなってからではもう遅
採っていますが、そうではなく、一般
牛の卵をどんどん残すことをやってい

の農家でも、その家の一番能力の高い

乳が搾れない状況になってきているの

きたいと思っています。ただ、和牛の

いので、 代前半ぐらいから少しずつ

70

私がいる夷隅地域は、北総地帯、安

かったり、そこは餌の管理だと思うの

と思っていて、なかなかうまく採れな

採卵とホルスタインの採卵は全く違う

るので。

の言うことを、農家さんは聞いてくれ

ＮＯＳＡＩの診療所の先生方

房地域のちょうど中間です。だいぶ高

司会

始めていないと。

60
で、その辺を勉強していきたいと思っ

でも採卵を始めています。

で、和牛への移行が進んでいて、そこ

安房の地域は高齢化がすごく進んで、

なというのを。今、千葉県の一番南の

和牛繁殖農家の方と採卵をして、そ

況になっています。

が和牛の受精卵を入れているという状

F1

齢化が進んでいるのに、みんな、まだ
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F1

畜産への貢献で地域に恩返し

徴が私にあるわけではないのですが、

これから返していきたい。自分が学ば

せていただいて、育てていただいた地

域に返していきたいというところで、

勉強会を設けたりする機会が最近、多

いです。たまたますぐそばにいる上司、

います。
育成農家でしたが、ご病気で続けて

ていくのかを私たちも意識することが

いという時点で、じゃあ、いかに閉じ

が成功といわれているので、それがな

で、一番近い存在でいる私たちもセー

りました。牧場を見届けるという意味

うふうにして、閉じたということがあ

付いていなければ、いついつまでとい

会をしようと言っても、だんなさんに

す。なかなか、女性を対象にして勉強

視察なども入れながら取り組んでいま

理とか、病気、あとは乾乳期管理まで、

本当に普通のことですが、子牛の管
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茅先 普段からの酪農家のところに
一番入り込んでいる関係機関の一つが

先輩にそういうのにすごく熱心な方が

農業指導員を中心に「女性カレッジ」

いくのも厳しいという方と、たまたま
かったことがありました。すぐ上司に

をつくりました。町内の農家を対象に、

ＮＯＳＡＩだと思います。営農に関し
そちらの人との連携がとても重要に

報告して、その日に営農の担当の方に

年齢や道内外の出身に関係なく学びた

いて、今年の４月から発足しましたが、

なってくると思いますが、やっぱり離

行ってもらって、じゃあ、販売の計画

い女性を集めて勉強会をするというの

話 を し て、 誰 も そ れ に 気 付 い て い な

農はうちの地区にもあります。高齢化

を立ててもらって、着々と販売をさせ

を、この

ては、農協の営農部がありますので、

も進んでいますし、後継者がいるとこ

て、種が付いているものはそれでよし。

月で４回までやりました。

ろは、それだけでも営農の８割、９割

あります。決してマイナスにはならな

フティーネットになりうるというのを

れないとか、今までそういうハードル

い時点で、パンクしてしまうみたいに

あとこれから力を入れていきたい分

がありましたが、ＮＯＳＡＩが講師を

遠慮したりとか、子育て中で外に出ら

満に牧場を閉じられるように導くとい

野ですが、特別、とりわけてすごい特

常に意識しています。

うのもわれわれの仕事なのかと思って

やめることがないように、皆さんが円

11

く農家さんのニーズに対応した啓蒙と

手を育てたりとか、世代が変わってい

たり前だと思いますが、後任とか、若

を取り入れていくのは個人としては当

仕事としては、どんどん新しい技術

す。

これから進めていきたいと私は思いま

を設けながら、勉強会をやっています。

全部総出で協力していただいて託児所

で、普及員、普及所など、関係機関に

出し、町と農協、技術者連合という形

か。

うかと思いますが、田畑さんどうです

すから、大きな夢の話をしていただこ

いうことまで含めて、新年の座談会で

ようになったらこんな地域になるよと

きな話で、今考えていることができる

話しいただきたいのですが、もっと大

とがやりやすくなるかということをお

れば、今話していただいたやりたいこ

ところもあるとは思いますが、どうす

段の業務をやりながらですから難しい

を話していただきましたが、次に、普

り、地域の人間であるというか。

すが、獣医師であり、ＮＯＳＡＩであ

に、さらにやりがいが出るではないで

くいいなと思います。自分たちの仕事

ポートしていけるようになったらすご

そういうのを全部、地域のみんなでサ

の減少は止められないと思いますが、

ている状況なので。頭数の減少、戸数

化が進んで、特に乳牛はどんどん減っ

れたら理想ですね。兵庫も本当に高齢

んのために何ができるだろうか。でき

の先生方に共通しているのは、農家さ

司会 ありがとうございます。３人

思っています。

持つ機会をもっと設けていきたいと

で、牛の生理と実際の技術の間を取り

人も含めて、総動員でやっていけるよ

のみんなで、牛に携わる、携わらない

た勉強会は、いいなと思います。地域

ら、先ほど茅先先生のおっしゃってい

年ですがすごく感じています。ですか

がその間にいるということを、短い５

田畑 人と人のつながりがあり、牛

丹波の農家さんに聞いて勉強させてい

で伝えられることもありますし、逆に

ります。こちらから、今の三原の現状

きて、今でも遊びにいくという縁があ

た丹波には、農家さんとつながりがで

もしれないのですが、私が４年過ごし

勤で全く別のところに行ってしまうか

どうしても離れてしまうというか、転

最初の３、４年を過ごしたところは、

か、互いに理解を深める場を持つこと

ることをやってあげたいということを

ただくこともあるので、そういう目で

見たら、地域全体、兵庫全体となった

うな体制というか、その中にＮＯＳＡ
Ｉももちろんあって、というふうにな

明確に意識されているのは、さすがだ
と思いますね。さて、今やりたいこと
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ら日本全体なのかもしれないですが。
司会 個人としてできることはあま

もうけさせるというのを常に念頭に置

が、酪農業をより身近に感じてもらえ

司会 われわれの仕事は本当に重要

ういう産業なのか、地域の人がそれに

業にもっと興味を持ってもらって、ど

る、知ってもらえる取り組みを継続し

が中心になって、関連の組織と連携し

ですよね。何度も言いますが、農家さ

期待できる、夢を持って見られるよう

いて仕事を毎日積み重ねていかないと

たり、地域を、兵庫県を、日本をとい

んにとって、そういうふうに一番の相

なそういう場所に、標茶にいる限りは

ていくことが大切だと思います。酪農

うのはできる可能性があるので、田畑

談相手にならなければいけないと思い

それを町のためにやらせていただきた

いけないとは思っています。

先生が言うように、獣医師としての技
ます。

りないのだと思いますが、でも、個人

術をベースにして関係団体と連携して、

そのための採卵であったり、そのため

が全国どこでも同じ目標だと思います。

農家の利益を少しでも上げるというの

佐藤 やっぱり突き詰めるところ、

対に大切ですよね。私も同感です。

というのを考えて行動していくのは絶

最終的に農家のために何ができるのか

として実現できているので、それをど

のですが、基本的に女性による勉強会

女性による。男性が講師になっていい

て、ここ４回まで来て、女性のための

診療所の主に女性獣医師が講師になっ

してやらせていただいていて、うちの

では重要というか、事務局として充実

茅先 女性カレッジは、今、私の中

仕事をされていて、人の失敗でさえ、

です。私の上司もすごく人を尊敬して

を尊敬しながら仕事をするということ

教授もおっしゃっていたのですが、人

めにいつも心掛けていることが、佐藤

うなことをやると思いますが、そのた

をしたら、その先でまたきっと同じよ

もちろん転勤がありますので、転勤

い。

の飼養管理、あとは農家の教育もある

んどん発展させていくというのが当面

いて、その人が私の目標です。普段出

と思いますが、どうしても後追いの治

地域の産業として、標茶町の中では

入りしている農場の失敗例を目にしな

それに敬意を払うという姿勢を持って

現状があるのは確かだと思います。後

酪農がとても大きいところを占めてい

がら、そこから逆にそこに向かって改

の目標です。

追いばかりになるのではなく、先を行

ます。多和育成牧場の存在もそうです

療になっている、それに追われている

く、農家の利益を追求して、少しでも
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けないのかどうかというのは、また農

いますが、必ず検診をやらなければい

ろいろなアプローチの仕方があると思

技術、飼養管理とか、繁殖にしてもい

仕事だと思います。それは例えば哺乳

善していくことができるのも私たちの

いと思っています。

しながら、私たちも診療に向き合いた

いいと思いますが、それをすべて尊敬

だく。いろいろなアプローチがあって

きる人はちゃんとそれに徹底していた

いう技術もあると思うので、それがで

管理技術の中に繁殖、発情を見抜くと

も特段、差がないのではないだろうか。

診療をやっていく上では、男性も女性

にしても究極的にはＮＯＳＡＩで家畜

メリットの部分かもしれない。いずれ

農家さんと話をしたりというところは、

むしろ女性としての特性を生かして

した。

家によって違うと思う。私はやっぱり

そういう中で自分たちがこれから農家

さんのために何をやりたいか、そのた

めにはどうやっていくかという話を最

テーマで進めてきました。話の最初の

どうしたらいいだろうかという壮大な

先生方が笑顔で働けるようにするには

先生方に来ていただいて、より多くの

うは、診療の現場で笑顔で働いている

司会 ありがとうございます。きょ

い。協力してくれる方々、あるいは上

なになくても、大きな問題にはならな

く間に、例えば筋肉の力や体力がそん

ろな症例を重ね、キャリアを重ねてい

はないのかもしれないですね。いろい

は別に女性獣医師だからということで

んいろいろな不安がある。でも、それ

頭数、飼養戸数が減っているような状

としては厳しい状況で、どんどん飼養

要になってきますね。確かに畜産全体

の体制を整える方々の理解は絶対に必

り、上司であったり、あるいはその上

くっていくという点では同僚であった

ながら、やっぱり働きやすい職場をつ

女性、男性の差はないのだよと言い

若い人たちに選んでもらえる職場に

ほうでは、女性獣医師としての特徴と

手に指導することによって女性であ

後のほうでしていただきました。

か、あるいは大変なことということで

況の中で、それでもＮＯＳＡＩとして

農家さんを支援していくという業務の

ることのデメリットはほとんどないの
ではないだろうかというお話もありま

お話をしましたが、確かに新卒でＮＯ
ＳＡＩに入ってすぐの時期は、もちろ
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うに皆さん、進んでいっていただける
いとか、自分に合っているという仕事

思いますが、それがちょっとでも楽し

らく一番人生で長いのではないのかと

と良いと思います。きょう、３名の先

であればいいと思います。自分がこの

大切さは変わらないので、そういうふ

生方から力強いご意見をいただいて、

しょうから。一度でいいので、実習を

実習にぜひ行ってみなさいと

経験できたらいいと思います。
司会

いうことですね。

知っているのと知らないのと

では選択の幅が違いますから、学生さ

茅先

いことばかりではないですし、しんど

んは、ＮＯＳＡＩにかかわらず、獣医

仕事をさせてもらって、もちろん楽し

最後になりますが、全国の若い先生

いとかつらいというのがありますが、

私もそのように感じました。
方、男性でも女性でもいいけれども、

師がどういうところで働けるのかとい

うのをいま一度、見直してほしいと思

楽しい仕事、やりがいのある仕事を選
んだほうが得なのではないかと思うの

ＮＯＳＡＩの先生方あるいは学生さん、
これから将来、何をしようかと考えて

います。やってみたい、興味があるの

私自身としては、すごくやりたかっ

で、そういう仕事をすぐ選べなくても

佐藤 私もそうだったように、特に

た仕事を棚ぼたのようにやらせていた

いる学生さんに向けてメッセージをぜ

日大などは牧場実習も必須ではないで

だいているので。ありていに言えば、

であれば、ぜひ、実習なり、講習を受

すし、ＮＯＳＡＩ実習ももちろん必須

夫の給料で我が家は暮らしていけるけ

いいので見つけられればいいかと思い

ではないので、全くこの世界を知らな

れども、私は仕事を続けさせていただ

ひ、お願いしたいと思います。それで

いったら、１週間の中でもかなり長い

いまま卒業していく人はかなりの人数

いている。ほぼ私のエゴと趣味でやら

けてもらえればいいのかと思います。

と思います。１週間の中と言わず、一

がいると思います。なので、学生時代

せてもらっていると最初は思っていた

ます。

生の中でこのままずっと仕事を続けて

しかむしろ知ることができないと思っ

のですが、きちっと受け入れてもらっ

きょうを締めようかと思っています。

いくのであれば、どんな職場であって

て、一度でいいから、この世界を見た方

て、私も続けていける。女性も男性も

どなたからでも結構です。お話しくだ

も、産業動物獣医師であっても、そう

がいいと思います。私もそうしなかっ

含 め て、 現 職 の 獣 医 師 が 今 こ こ を き

田畑

さい。

でなくても、獣医師であっても、そう

たら、たぶん人生は全く違っていたで

仕事に携わっている時間と

でなくても、仕事の時間がたぶんおそ
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ただけるような、そういう職場にして

りたい」という意欲を持って選んでい

ちが入ってきて「続けていきたい、や

ちっと守っている。この先も若い人た

ブロック長を置いて活動を始めている

けるという取り組みを、全国７カ所に

女性と男性が心地よく仕事をやってい

という計画もあります。この業界で、

に向けて、何かアクションを起こそう

ション能力と言いますか、農家さんと

に必要になる。それからコミュニケー

いのかもしれない。周辺の知識も絶対

時には獣医学的な知識だけでは足りな

ちゃんとした技術と知識が必要です。

ろ に 手 が 届 く 」「 農 家 の 利 益 を 少 し で

いくのも私たちの使命だと思います。

司会 皆さんのメッセージは非常に

も 上 げ る 」「 育 て て も ら っ た 地 域 へ の

の意思の疎通は十分にやることが大切

働いている現職の方々に、ともに頑張

説得力があるので、学生の皆さん、あ

恩返し」――きょうお集まりいただい

ところです。ぜひ、ホームページをの

ろうというエールを送りたいと思って

るいは実際に働いている若手獣医師に

た先生方からは、獣医療はもちろんの

学生たちをがっかりさせないような

います。

必ず伝わると思います。何よりきょう

こと、農家に、地域社会により積極的

です。特に大動物の診療をする獣医師

余談ですが、私は「産業動物に興味

お集まりいただいた先生方が、何年か

に関わっていこうという姿勢を伺いま

ぞいてみて、興味のある方は参加して

の あ る 女 性 の 会 」（ 畜 ガ ー ル ズ ） と い

あ と に 地 域 や、 日 本 の Ｎ Ｏ Ｓ Ａ Ｉ を

した。獣医師を含め、ＮＯＳＡＩに係

業界にしていく所存でいるので、ぜひ

う団体の北海道地区のブロック長をや

引っ張っていくような人材になられる

わ る 人 た ち が、 今 以 上 に 農 家 に 寄 り

に は 大 切 だ と 思 い ま す。
「かゆいとこ

らせていただいています。宮崎大学の

ように引き続き努力をされて、今やり

添っていくことで、農業が元気になる

いただきたいと思います。

獣医師の方々が中心になって発足して、

たいことが実現できるようになればい

目指していただきたいし、同じように

今年から本格的に始動しています。
「臨

笑顔が農家の笑顔につながることを期

のではないでしょうか。診療の現場の
診療業務というのは、大きな責任も

待して、座談会を閉じさせていただき

いと思います。

ＮＯＳＡＩ兵庫では笹倉春美先生、ち

あり、非常に大変だと思います。農家

床獣医」誌への投稿が出てきましたし、
ばＮＯＳＡＩ連では溝本朋子先生など

たいと思います。本日はどうもありが

とうございました。

さんは治してくださいと依頼してくる
ので、それに応えたい。そのためには

もブロック長で参加していただいてい
ます。来年のＷＢＣ（世界牛病学会）
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