
調査方法

各都道府県に対し、農業共済団体や畜産農家等の関係者に電話やアンケートにより産業動
物診療獣医師、公務員獣医師の確保に関する現場の事例、対応及び要望について聞き取り
を行うよう依頼

産業動物獣医師確保等の実態把握のための調査結果（地域別の整理）

資料２

調査目的

次期基本方針の検討に向けて、現行の都道府県計画の検証を行うため産業動物獣医師の
確保状況等を調査

とりまとめ方法

各都道府県から得られた回答について、地域別に整理

注：各都道府県の回答を地域ごとに整理したものであり、必ずしも各地域の代表的な特徴
を表せているとは限らないことに留意
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北海道

・大規模農場で疾病が発生した場合、管
轄家保のみでは対応が困難

・業務多忙により畜産農家と十分なコミュ
ニケーションがとれない

東北

・県の面積が広く、また小規模農家が
多いため、巡回に時間を要する

・業務多忙により、若手職員への技
術継承が困難

・危機管理対応が優先され、農場
HACCP等の生産性向上対策が進め
られない

北陸

・業務多忙により、若手職員
の育成が困難

・獣医師の高齢化が進んで
いるため、今から積極的な
採用を実施

中国

・獣医師以外の職員の採用を
行った結果、獣医師への負
担が大きくなっている

・農家への配慮もあり、業務の
見直しが困難

関東・東山
・概ね定員数を確保できている
・産休職員等の代替職員の確保が困難

・限られた職員数で業務を担っているため、技
能取得のための研修（病性鑑定研修等）に
参加させる余裕がない

四国

・県内の畜産技術者の減少等に
より人工授精等、家保の業務の
増加

・業務多忙により、若手職員の育
成が困難

九州・沖縄

・病性鑑定への迅速
な対応が困難

・畜産農家と十分な
コミュニケーション
がとれない

・疾病予防対策等が
十分に実施できな
い

東海
・概ね定員数を確保できている

・飼養衛生管理状況の確認や危機管理対応が優先
され、生産性向上対策に取り組むことが困難

近畿
・概ね定員数を確保できている
・ １人当たりの業務の増加や今

後想定される獣医師不足に備
え業務の見直しが必要

各地域の課題・懸念
都道府県公務員獣医師
（農林水産分野）
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北海道

・診療所の統廃合による担当地域の拡
大に伴う生産者の信頼低下が懸念され
る
・診療以外の業務（損害防止等）の実施
を縮小せざるを得ない

東北

・開業獣医師の廃業による往診範囲
の拡大、農家の点在等により、診療
が非効率となり、経営に負担

・診療以外の業務（損害防止等）の実
施を縮小せざるを得ない
・技術向上のための研修を受ける余
裕が減っている

北陸

・一部では休日出勤や長時
間勤務

・急な診療依頼に十分な対
応ができない

中国

・一部では休日出勤や残
業が多い

・診療以外の業務（損害
防止等）の実施を縮小せ
ざるを得ない

・急な診療依頼に十分な
対応ができない

関東・東山
・往診範囲の拡大より診療効率が悪化

・技術向上のための研修を受けさせる余裕が
減っている

・診療以外の業務（損害防止等）の実施を縮小
せざるを得ない
・診療所の収支を考えると新規採用は困難四国

・農家の要望に応えるため休日
出勤することもある

・急な診療依頼に十分な対応が
できない

九州・沖縄

・農家の点在化や診
療範囲の拡大によ
り、診療効率が悪
化

・診療以外の業務
（損害防止等）の実
施を縮小せざるを
得ない

・農家の要望に十分
に応えられていない

・離島への獣医師配
置が難しくなってき
ている

東海
・休日出勤や残業が多い

・診療所の収支を考え新規採用を
断念するケースもある

近畿
・休日出勤や残業が多い

・診療以外の業務（損害
防止等）の実施を縮小せ
ざるを得ない

・技術向上のための研修
を受ける余裕が減ってい
る

各地域の課題・懸念
農業共済組合
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北海道

・長時間労働となっており、休日の確保
が困難

・代替職員の確保が困難なため女性獣
医師の受入体制の整備が進まない

東北
・ NOSAI等との連携により現時点では獣
医師の不足感を感じていない

・引退した獣医師の後継者がおらず、獣
医師１人当たりの診療範囲が拡大

・診療範囲の拡大により診療依頼への
対応に時間を要している

・診療以外の業務（疾病予防、生産性向
上対策等）を実施を縮小した

北陸

・農家戸数の減少等により現
時点では獣医師の不足感を
感じていない県もある

・診療範囲の拡大により診療
依頼への対応に時間を要し
ている
・診療以外の業務を縮小した
・獣医師の高齢化

中国
・ NOSAIの診療体制の充実等

により、現時点では獣医師
の不足感を感じていない県
もある

・民間産業動物獣医師が少な
くい地域では、休日をとるこ
とが難しい

関東・東山
・ NOSAIの診療体制の充実、農家戸数の減少等に
より現時点では獣医師の不足感を感じていない
・休日の確保が困難
・業務に追われ疾病予防の普及が十分にできない

四国

・民間産業動物獣医師が少なく、
急な診療依頼への対応に時間
を要している

九州・沖縄

・農家戸数の減少等
により現時点で不足
感を感じていない
・休日の確保が困難
・ 獣医師の高齢化に
伴う世代交代が困難
・診療範囲の拡大に

より診療依頼への対
応に時間を要してい
る 東海

・農家戸数の減少等により現時点では獣医師の不足感を感
じていない

・診療範囲の拡大により診療依頼への対応に時間を要して
いる

近畿

・診療依頼への対応に時
間を要している
・残業や休日出勤で対応

各地域の課題・懸念
民間産業動物獣医師
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北海道

・概ね希望通り往診に応じており、特段
獣医師の不足感を感じていない

東北
・現在の診療体制に満足
・診療等を依頼しても希望通り来ない

・診療が優先されるため、繁殖指導
が不十分。

北陸
・現在、不足感は感じていない

・獣医師の高齢化が進む一方、
若手獣医師がいないため将
来的には不安

・診療体制への不安があり、営
農継続が困難となるおそれ

中国

・診療等を依頼しても希望通
り来ない

・一般診療が多忙であり、新
たな衛生対策の相談ができ
ない

・診療技術にばらつきがある
ため、技術の向上を望む

関東・東山
・NOSAIや組合等による診療が充実しているた
め不満はない
・診療等を依頼しても希望通り来ない
・診療が多忙で、繁殖指導が不十分

・獣医師の高齢化が進む一方、若手獣医師が
いないため将来的には不安

四国

・病畜が減っていることもあり、診
療に関して問題は感じていない

・一般診療が多忙で予防診療へ
の取組が不十分

九州・沖縄

・診療等を依頼しても
希望通り来ない

・一般診療が多忙で
繁殖検診の遅れや
繁殖指導・予防指
導が不十分

・診療技術の向上を
望む

東海
・現在の診療体制に満足

・獣医師が限られるため、獣医師不在又は獣
医師自身が病気になった場合、代替の獣医
師がいない
・土日の診療体制の充実を望む

近畿

・診療に関して問題は感じて
いない

・診療等を依頼しても希望通
り来ない

・診療技術のばらつき、特に
繁殖に係る技術向上を望む

各地域の課題・懸念
乳用牛農家

5



北海道

・概ね希望通り診療等に応じており、特
段獣医師の不足感を感じていない

東北
・診療等を依頼しても希望通り来ない
・獣医師によって診療技術に差がある

・飼養管理や衛生管理に関する相談時
間が確保できない
・休日の診療体制が整備されていない

・獣医師の休日が確保できていないと
感じる

北陸

・農家戸数の減少もあり、診
療に不安は感じていない
・休日の診療体制に不安

・身近に診療以外の相談がで
きる獣医師がいない

中国

・概ね希望通り診療等に応
じており、特段獣医師の不
足感を感じていない

・獣医師１人当たりの診療範
囲が広いため、急患の際
に希望通り来ない

・開業獣医師が高齢化して
いるため、廃業後が不安

関東・東山

・概ね希望通り診療等に応じており、特段獣
医師の不足感を感じていない
・繁殖業務等への対応が遅れる場合がある

四国

・診療等を依頼しても希望通り来な
い
・妊娠鑑定が遅れることがある

・これまで行われていたサービス（除
角等）を受けられない
・衛生管理等への指導が不十分

九州・沖縄

・概ね希望通り診療
等に応じており、特
段獣医師の不足感
を感じていない

・繁殖管理（妊娠鑑
定、繁殖障害への
対応）が遅れる

・獣医師の技術のば
らつき 東海

・衛生指導等が不十分と感じている

・獣医師１人当たりの診療範囲が広く、また繁
殖業務に携わる獣医師が少ないため、繁殖業
務等への対応が遅れる

近畿

・概ね希望通り診療等に応
じており、特段獣医師の
不足感を感じていない

・獣医師１人当たりの診療
範囲が広いため、急患の
際に希望通り来ない

各地域の課題・懸念
肉用牛農家
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北海道

・管理獣医師のほか、飼料・製薬メーカー、
家保の獣医師への相談が可能であり、
特段不足感を感じていない

東北

・管理獣医師がいるため特段不足感
を感じていない地域もある

・身近に養豚の診療や疾病予防に詳
しい獣医師がいない

・獣医師が高齢化しているため、若手
の養豚専門獣医師の育成を望む

北陸

・管理獣医師や家保の獣医師がい
るため、特段不足感を感じていな
い地域もある

・予防や衛生対策など診療以外の
サービスを提供できる獣医師が少
ない

中国

・管理獣医師や家保等の獣
医師への相談が可能であ
り、特段不足感を感じてい
ない

・身近に養豚専門または詳
しい獣医師がいない

関東・東山

・管理獣医師や家保の獣医師への相談が
可能であり、特段不足感を感じていない地
域が多い
・予防診療のより一層の充実
・養豚専門の獣医師の育成が望まれる

四国

・戸数の減少や開業獣医師や家保
等に相談が可能であることから、
特段不足感を感じていない地域も
ある

・獣医師の高齢化や診療以外の指
導が可能な管理獣医師がいない

九州・沖縄

・管理獣医師や家保
等の獣医師への相
談が可能であり、特
段不足感を感じて
いない
・農場HACCPや飼養

衛生管理等につい
て相談できる獣医
師がいない

・獣医師がワクチン
接種等で定期的に
訪問する機会が減
り気軽に相談がで
きなくなった

東海

・管理獣医師がいるため、特段不足感
を感じていない地域もある

・疾病まん延防止のため、獣医師が１日
１農場しか入ることができず、診療が
後日となる

近畿

・戸数が少なく、特段不足感
を感じていない

・技量の高い獣医師が少な
い

・衛生管理等について相談
できる獣医師がいない

各地域の課題・懸念
養豚農家
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北海道

・概ね希望通り診療等に応じており、特
段獣医師の不足感を感じていない

東北

・管理獣医師や家保等の獣医師への
相談が可能、現在の養鶏では獣医
師による診療の機会がないこと等か
ら、特段獣医師の不足感を感じてい
ない
・疾病予防や農場HACCP等の推進に
当たり詳しい獣医師が欲しい

北陸

・衛生指導やワクチン接種、
疾病発生時の対応に問題
はなく、特段獣医師の不足
感を感じていないといった
地域もある

・獣医師の高齢化が進み将
来的に不安

中国

・管理獣医師や家保が対
応しており、特段獣医師
の不足感を感じていない

・養鶏に詳しい獣医師が
少ないと感じる

・飼養管理や疾病予防等
の相談ができる獣医師
が少ない

関東・東山

・開業獣医師の巡回、導入から出荷までのプロ
グラムの整備が整備されており、また、獣医師
による診療の機会がないこと等から、特段獣
医師の不足感を感じていない

・地域によっては養鶏に詳しい獣医師が不在で
他県の獣医師に依頼している

四国

・管理獣医師がいるため、特段獣医師
の不足感を感じていない

・コストを考慮すると、管理獣医師よりも
飼養管理、衛生管理に精通した家保
職員の育成を望む

九州・沖縄

・管理獣医師や家保
等の獣医師への相
談が可能、診療の
機会が少ないこと
等から、特段獣医
師の不足感を感じ
ていない

・山間部など条件不
利地域では距離的
な問題がある

東海

・管理獣医師がいるため、特段獣医師の不
足感を感じていない
・飼養管理の指導を充実して欲しい

近畿

・管理獣医師や家保が対
応しており、特段獣医師
の不足感を感じていない

各地域の課題
養鶏農家
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