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名 古 屋 市 獣 医 師 会 館 内

TEL(052)264-9382
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https://www.∩ vcSl122 com/

第■4回1臨床獣医学AtoZ ANC養成講座・動物看護師セミオ■|

■■■■■■■■■■■   とき :平成31年 1月 14日 (月 0祝) | |■ ||||■ |■■■■■|

|と|こ|ろ|■口|■ズコ■ トホテル 4階□―ズル ー ム 名古屋市中区大須4丁目9=60 TEL0521269113■ ■

■■■■||■■■■■■     受付開始 :午前9:00～     | ‐|■■|■ ||■ |■■■

c★講演内容
ヨ史先生(TRVA夜間救急動物医療センター)

枚急」
i志先 生 (HyperJdnt Seminar代 表)

膚形成におけるChoogng Wiseけ :賢い選択」
間軸で考えて対処する

o                      慢性炎症性のCommon Dも ease」

覇楓軒lγ鱚謳‖凸換冒F
C               ①慢性進行性疾患としてのアトピー性皮膚炎

L進行性疾患としての関節症
5史先生(TRVA夜間救急動物医療センター)

救急」
「武先生 (岐阜大学)

の仕組みを考える」
C    午後4:31～ 修了試験

‐

参カロ費と登録方法

【獣医師】対象講演:臨床獣医学AtoZ

【動物看護師。スタッフ】対象講演:動物看護師セミナー・ANC養成講座 ※登録料にはハンドアウト代が含まれています

(F)組合員病院とNVCSニュース定期購読会員病院のスタッフ
(G)名 古屋動物看護学院卒業生

(H)その他の方

事前登録 ハンけウト・弁当付 ⑥¥4,000

当日登録 ハンドアウト付 ¥5,000

【ANC養成講座】 修了試験料 l ⑦¥11500 前回・前々回講座の再試験料 01科目につき¥1,500

《登録方法》FAXまたはEメールにてお申し込みのうえ、郵便局の振込用紙にて下記口座に登録料をお振り込みください。
振込利用明細をもって領収証とさせていただきますが、名古屋市獣医師協同組合の領収証が別途必要な方は振込

用紙の通信欄にその旨をお書き添えください。(郵便振替口座No.00820‐ 2…59526名古屋市獣医師協同組合〕
※ANC養成講座、動物看護師セミナーに登録された方には事前に登録証を送ります

|■‐■■■■‐|■お問‐|‐ 合ヽわ|せ ||‐ 連絡先 |||■ ■■■■|

名古屋市獣医師協同組合 〒460-0011名 古屋市中区大須4‐ 12‐21名古屋市獣医師会館内

丁EL.052…264-9382/FAX.052‐ 264-9381/E… mail:vetcoop@nvcsl1 22.com
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※登録料にはハンドアウト代が含まれています

(A)組合員
(B)組合NVCSニュース定期購読会員

(C)AB病 院の勤務医 (D)その他の方 (院長級 ) (E)D病 院の勤務医

事前登録
ハンドアウト付

● ¥5,000 ② ¥3,000 0¥8,000 0¥5,000

当日登録
ハンドアウト付

¥7,000 ¥4,000 ¥10,000 ¥6,000

〔ハンドアウトのみ〕¥2,000
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公益社団法人愛知県獣医師会

野生動物対策検討委員会講演会
12011年1呼盛10年|}||||■ |||
10月 2日 ニュース編集委員会

10月 24日 役員会

10月 24日 堀場製作所 共催セミナー

11月 1日  ヒルズ共催セミナー

11月 5日 ニュース編集委員会

11月 30日  ニュース編集委員会

12月 28日～
1月 3日 獣医師会館 休館

日 時/2018年 12月 23日 (日 )13:30～ 17:00(開場:13:00)

会 場/愛知県産業労働センター「ウインクあいち」
12階 1201号室

講 師/辻岡 ひとみ 先生
(小鳥と小動物の病院 院長、奈良県奈良市開業)

演 題/初歩の鳥類の臨床

参カロ費/無料

申込み/2018年 12月 14日 (金 )までに所属獣医師会ヘ

※事前予約「要」 定員80名

問合せ/
(公社)愛知県獣医師会 事務局 (052-961-3435)

第435回 中部小動物臨床研究会定例会 2018年9月8日 (土 )

〈症例報告〉

1.鈴木 理沙

2.阪野 成美

3.倉地 広樹

4.桑原 康人

5。 平林 弘行

′:||:,41:′ ′■ ■

先生 (Vets Dental&Oral Surgery Office)
「肉眼的病変が認められなかった下顎骨骨肉腫の大の1例」

先生 (みどり動物病院)「犬の肺腫瘍の2例」

先生 (く らち動物病院)「犬の胆石による総胆管閉塞の1例」

先生 (ク ヮハラ動物病院)

「異所性尿管手術後の尿失禁がAUS port system設 置術によって完治した犬の1例」

先生 (さ くら動物病院)「編集委員会の仕事って何してるの?」

平成31年度 名古屋動物看護学院学生募集 &学校説明会のお知らせ
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■定員 :15名 ■受験対象 :高等学校卒業あるいはこれと同等以上の学力を有すると認められる女性の方

■修学期間 :4月入学 翌年3月卒業の1年間 ■講義時間 :月 曜日～金曜日 午後1時30分～4時30分
■病院実習 :学内での講義と並行して、週 18時間以上の病院実習を行います。

一般 (二次募集)…願書受付:11月 1日 ～ 11月 27日
入学試験 :平成30年 12月 1日 (土 )〈書類審査、小論文、面接〉

一般 (三次募集)…願書受付:12月 3日～ 1月 8日
入学試験 :平成31年 1月 12日 (土 )〈書類審査、小論文、面接〉

一般 (追カロ募集)…願書受付:1月 14日～ 2月 12日
入学試験 :平成31年2月 16日 (土 )〈書類審査、小論文、面接〉

受験願書は学院事務局までこ請求ください 名古屋動物看護学院
〒460¨0011名古屋市中区大須4‐ 12‐21 TEL(052)264… 9382 http://www.nagOyaaht.com

平成30年 10月 6日 l■)午後 2時～4時 名古屋市獣医師会館 2階 講堂
名古屋市中区大須4‐12-21 TEL(052)264-9382 アクセス:地下鉄名城線・鶴舞線「上前津」②出口より、ひとつめの角を左折50m

*参加ご希望の方は、前日までに学院事務局へお申し込みください。

名古屋動物看護学院事務局
TEL(052)264¨ 9382 FAX(052)264‐ 9381 E― mall:info@nagOyaaht.oom

名古屋動物看 学院 学校説
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靡 子咸た然革⑩
(理轟藻覇尽― )を号阜場纂ァ彎、穏嫌:賞畠1顕 i何毬

鑽

博士 日本ベンクラフ会員 鷲均

ξ][

敗戦からバブルに至る直前までが、日本国の “創業 "

で、その後は“守成"の 時代に入りますが、昨今の現実

スマホのIT万 能時代が到来、さらには、社会構造を大

きく変化させることが予想される、AI(人工頭脳 )の 参

入です。

数多の強力な競争相手を争覇し、大業を成すを“創    老練な精神科医に言わせると、最近の若者は、喜怒

業 "といい、勝ち抜いて築いた組織を守り、さらには安   哀楽の表情が消失し、コミュニケーション能力が著しく

定した基礎固めを図るを、“守成"と言います。      低下し、本筋の芸術。文学などへの、エモーショナルな

唐の2代 目皇帝・太宗は、若いころは父を助け、各地   精神構造が毀損し始めているそうです。

の群雄と闘い、これらを制覇して、唐王朝を築きます。    人手不足が深刻ですが、若者の数は減少していま

父の後を継いで2代日皇帝に成ってからは、王朝の“守   すが、激減ではなく、時給の良いパートだけつまみ食いし、

成を"如何に図るかに腐心し、賢臣の諫言 (かんげん)  休みを多くとり、自身の将来設計が実にいい加減で、今

を謙虚に受け止め、時には自ら臣下に諫言を求めるなど、   の安穏な世相がいつまでも続くと、高を括っているので

絶大なる権力に騎ることなく、謙虚な姿勢を持とうと常   はないでしょうか。

に心がけました。                    機転の利く経営者は、そんな軟弱で無責任な若者層

太宗の在位は23年 に及び、唐王朝は栄え、皇帝と賢   など、当てにできないと、人手のいらない職場体制にと、

臣達との間の、折に触れた“守成 "に 関する間答を、太   さっさと転換が始まりました。

宗没後、50年が経過した頃に、史家により編纂された   あるファミレスでは、注文はタッチパネル、お運びは機械、

のが“貞観政要"です。                勘定はスマホに切り替え、大きな店内は、マネージャー1

古くは北条政子や徳川家康など、長期政権のほとん   人で賄う、大型トラックの自動運転、無人タクシーをスマ

どの覇者や、近代では正統派の経営者の多くは、本書   ホで呼び寄せ、行く先を入力、代金はスマホでの時代は、

を座右の書としています。               もう目の前です。

愚かにも第2次世界大戦に参戦し、完敗し、国土は   AIに より淘汰される職業は、一部は専門職ですが、

瓦礫の山と化し、地下資源に乏しい国情にもかかわらず、   おおかたは単純労働分野で、前出のぐうたら若者層は、

南北朝鮮戦争の特需を踏み台に、物作り能力を生かし、   頭から冷水をかぶせられることになるでしょう。

「有能な多くの同胞が戦死し、自分は幸運にも生き残っ    "堅 実なる経営者は怒っています“。

た」「今後の人生は、国家再建に身を賭して邁進しよう」   「ふがいない若者層よ、世の中をなめるんじゃない。・“、

といつた、不屈の精神に支えられ、今日の豊かな日本国   さっさと目を覚まし、改心し正道を歩めよ。…」と。

が築かれました。                                         (2018年 9月記 )

組1含HP更1新1情報1

組合HPに組合員専用ページが開設されました。
専用ページでは、過去のNVCS―NEWSを開覧する事ができます。

名古屋市獣医師協同組合 《パスワード=nvcsl1 22》

★組合のメールアドレスが変わりました。vetcoop@nvcsl1 22.com★

り:Zι;

女 ll■ の 直 感 は、

晨

一

ぐ
″

しの

ヒばしば男 ll■ の高慢な知識の自負を凌 ぐ。
「堕沐したわれらの姉妹」より

モハンダス・KOガンジー (1869～ 1948)インド 民族運動の指導者
出典:「世界名言。名文句事典」 昭和出版社
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眼の進化学 脊椎動物編 口2

○脳内時計として残った松果体

爬虫類では終脳が小さいので、松果体は終脳に遮ら

れることなく光を受けることができます。しかし、哺乳類

になると大きくなった終脳に覆われて、松果体には光が

入らなくなってしまいました。しかし光が直接入らなくて

も、松果体には外側眼からの情報が間接的に伝えられ

ています。

眼球 (外側眼)か ら出た視神経の一部は視床下部

に入ります。視床下部に入った情報は脊髄に伝えられ、

さらに、脊髄から自律神経を経由して松果体に伝えられ

ます。この結果、松果体の機能には、おおよそ24時 間を

周期とした変化「日周変化」がみられます。

松果体の日周変化としては、昼間はセロトニン、夜間

はメラトニンというホルモンを分泌することが挙げられます。

メラトニンには睡眠を促進する作用があります。動物が

昼は活発に活動し、夜になると眠くなるのは、松果体が

外側眼の情報を受けて、これらのホルモンを周期的に

分泌していることも理由の一つとなっています。

○外側眼の構造

外側眼は、眼球とその働きを助ける副眼器から構成

されています。外側眼の基本的な構造は、すべての脊

椎動物を通じてほとんど同じです。

小島健治 ■■|■
らさらに複雑な発育をしていきます。

発生が進むと、眼胞の表皮側の中央部が噴火回の
がんばい

ように陥凹して「眼杯」になります (発生4週 )。 眼杯の

壁は二重になっていて、内壁を構成する「眼杯内層」

は著しく厚くなって網膜に分化します (発生7週 )。 外壁

を構成する「眼杯外層」はあまり厚くならずに「色素上

皮層」になります。眼胞が皮下に達すると、その表面を

覆う表皮は次第に厚くなり「水晶体胞」になります。や

がてその中央部が皮下に落ち込んで、表皮から切り離

されて、眼杯の中に入って水晶体になります (発生3カ月)。

眼杯の前面は、水晶体を包み込むように狭まり、球形に

近いカプセル状になります。その周囲にある組織から、

角膜や強膜などができます。

○眼球を包む頑丈な膜

眼球は3枚の膜に包まれたピンポン玉のような構造を

しています。眼球の一番外方を取り巻いているのは「強

膜」という頑丈な膜であり、眼球の形を維持する働きを

しています。前方から見ると「しろめ」に相当するのが

強膜です。

眼球を横から見てみると、眼球の先端部が、少し突

出して透明になっていることがわかります。これが「角膜」

です。角膜は外方で強膜に続いています。角膜は光が

眼に入ってくる入り口になっているので、非常に透明度

が高いです。高い透明度を維持するために、角膜には

血管も分布していません。

角膜はさまざまな理由で混濁することがあります。こ

れを角膜混濁といい、視力が著しく低下してしまいます。

角膜の障害の程度が著しい場合、その治療として角膜

移植が行われることがあります。

○眼球の内部

眼球の内部を覗いてみましょう。角膜の周囲にハサミ

を入れると、透明な液体が流出してきます。この液体は「眼

房水」と呼ばれます。眼房水は、眼球の内部に栄養分

を供給するとともに、眼球の内圧を保ち、眼球の形を維

持する働きをしています。眼房水が過剰になり、視神経

に障害を及ぼす病気が緑内障です。角膜を切り取ると

「虹彩 (く ろめ)」 が露出します。虹彩の中央にある円

形の孔が「瞳孔 (ひとみ)」 です。瞳孔は、カメラの絞り

に相当します。虹彩の中には「瞳孔括約筋」と「瞳孔散

大筋」という2つの筋あります。この筋の働きによって瞳

孔の大きさを変え、眼球に入る光の量を調整しています

(図 12参照 )。 虹彩の色が人種によって違うのは、そこ

に含まれるメラニンと呼ばれる黒色の色素の量が異な

るためです。日本人などのモンゴロイド系の虹彩は、色

素が多いので黒色または茶褐色のくろめです。欧米人

惨髪外麟斃

な晶俸糠

数擁霧麗
鶴 霧上疲霧,

観杯内霧
4霧嬢,

蒸場%
図9 ヒトの外側眼の発生
左上から右へ、発生3週、発生4週、発生5週、左下から右へ、発生7週 、発
生3ヵ月、発生5カ月。

○外側眼の発生プロセス

外側眼の発生プロセス(図 9)は、初期の段階は頭頂

眼と同じです。まず、間脳胞の一部が外方に向かって

突出し、その先端は大きく膨らんで眼胞となります。頭

頂眼はこの段階でほぼ完成しますが、外側眼はここか

一
一４

％
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鶴
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は色素が少ないので、栗色から青色になります。虹彩

の色素が完全に欠如すると、虹彩を走る血管の中に含

まれる血液の色が透けて赤く見えます。白ウサギの眼

が赤いのは、このためです。

図10 ヒトの眼球
左眼の水平断面を上方から見る。前眼房と後眼房には眼房水が入っていて、
硝子体眼房には硝子体が入っている。眼房水は虹彩の後面や毛様体から
後眼房に分泌され、水晶体とII彩の間を通って前眼房に入り、ここから強
膜静脈洞に吸収される。

12時

16時

霧8鋳

20時

.     0時

図11 時間によるネコの瞳孔の変化

○猫の瞳で時間を計る

猫と一日過ごしてみると、天候に関係なく瞳孔の形が

時間の経過と共に変わっていくのに気が付きます。この

ため、天気の悪く太陽が見えない日でも猫の眼を見ると

おおよその時間がわかります (図 11)。 昔の人もこれに

気付いていたようで、こんな古歌が残っています。

「六つ丸く 五七卵に 四つ入つは柿の核なり 九

つは針」(午前と午後の6時は丸く、午前8時と午後4時

は卵形、午前10時と午後2時は柿の種のような形、正午

には針のように細くなる)

ヒトの瞳孔括約筋は同心円状に走っていますが、猫

の場合には緩い弧を描くように縦方向に走っています(図

12)。 このため、明るいところにいると、ヒトの瞳孔は円

状に縮みますが、猫の瞳子しは縦長のスリット状になります。

この瞳孔の形は、木々の間から獲物を狙うのに適して

います。

○凸レンズ形の水品体

虹彩を取り除くと、その下には、毛様体小帯 (チン小帯)

により周囲の毛様体に固定された水晶体が見えてきます。

水晶体はカメラのレンズに相当するものですが、ヒトや

犬や猫やウサギの水晶体は“凸レンズ"になっています。

また水晶体には、紫外線が網膜に到達しないように吸

収する役割もあります。水晶体は年齢を重ねるにつれ

て弾性を失い、淡黄色に濁ってきます。濁りが増して自

くなると白内障となり、視力が著しく低下します。

○わずかな光で見る工夫

水晶体の後方には、透明なゼリー状の「硝子体」が

入っています。これも眼房水と同じように眼球の内圧を

保ち、その形を維持する役割をしています。硝子体が

濁ると眼の前を蚊が飛んでいるように見える飛蚊症に

なります。硝子体の周囲は三重の眼球壁に取り巻かれ

ています。内方には網膜と色素上皮層が、その外方に

は血管と色素を含んだ「眼球血管膜」が、そして最も外

方には強膜があります。眼球血管膜は、形態と色調が

ぶどうに似ているため「ぶどう膜」とも呼ばれています。

ぶどう膜の後部は「脈絡膜」と呼ばれ、前方は水晶体を

支える毛様体小帯の付着部となっている毛様体になり、

さらにその前方が虹彩です。虹彩と毛様体を合わせて

「前ぶどう膜」、脈絡膜を「後ぶどう膜」と呼んでいます。

深海魚や夜行性動物の眼には、脈絡膜の最も内方

部に「壁紙 (タ ペタム、反射膜ともいう)」 という膜があり

ます。壁紙は鏡のように光を反射して、網膜を通り抜け

た光をもう一度網膜に戻す働きをしています。このため

壁紙を持つ動物は、わずかな光が2倍に増幅されるので、

暗いところでも物が見えるのです。しかし、壁紙があると

光が網膜を三度横切るために像がぼやけてしまうとい

う欠点があります。

簸大した瞳孔  縮小した鐘孔

鶴 :鶴圏麟疲蒻‐

魏 :嬢孔蟻維鱗‐

図12 瞳孔の形

図の出典並びに参考とした書籍
。ブルーバックス 図解・感覚器の進化

岩堀修明著 講談社

ルタが

ρ

ぐ ρ
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`書
籍紹介

『絵 を描 くことに恋 を して 』

河野ルル/著 桜山社/発行

本体価格 1,400円 (税別 )

著者の名前をみてオヤ?どこかで聞いたことが

…・と思われる先生も多いことでしょう。そう、かつて

フクダエム・イーエ業的の営業スタッフとして動物

病院を回っていたあのルルさんです。組合ニュー

スAHT向けに3年 間に渡って「ルルの夜明けの

スキャット」のタイトルで身辺雑記を寄せてもらって

いたあの人です。

2015年 に会社を辞めて長期放浪旅行をスタート、世界各地を旅する中で体験し感化され、絵を描きたい衝動に目覚

め決意するまでの心模様が綴られたエッセイで、若い女性の一人旅は大文夫か?と勝手に身の安全を心配するような

気分にもなりましたが、彼女のバイタリテイと旺盛な好奇心には感心させられるばかりで、昔読んだ小田実の「何でも見

てやろう」を思い出しました。(比較がちょっと古過ぎか)

帰国後絵描きとして本格的な活動を始め、作風は下書きなしで透明水彩絵の具の上にアクリル絵の具を重ねた鮮

やかで明るい色づかいが特徴です。今は新進気鋭の絵描きとして注目されるようになり、「UNKNOWN ASIA
ART EXCHANGE OSAKA 2017」 で日本人初のグランプリを獲得したそうです。今後の活躍が期待されます。ちょ

っと応援・後押しする気持ちで一度本を手にされてみたらいかがでしょうか。

この本の存在は組合事務局のOさんから知り、丸善 (栄 )で買い求めました。出版元の桜山社は瑞穂区にある小さ

な出版社のようです。 Ohttp:/ /lllu-image.tumblr.com Ohttp:/ /www.sakurayamasha.com
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帝王1切‐開

最近めっきり手術する機会が少なくなってきましたが、

帝王切開はいつも悩みの種になります。シェークスピア

ではないが、切るべきか切らざるべきかそれが問題だ。

犬や猫の妊娠期間はおよそ63日 ±5日 といわれていま

す。近頃余りお目にかかりませんが、屋外で自由に生活

しているタイプの大猫は交配日が特定できず、知りえた

情報の中から獣医師の知識や経験によって妊娠末期

に帝王切開の必要性を決定しています。また、完全屋

内飼育で人が介入した管理交配の場合でも予定日の

決定や帝王切開の必要性は診察した獣医師の双肩に

かかってくる場合が多いです。

現在、人の産婦人科病院のお産の場合でも自然分

娩と帝王切開での分娩があります。場合によっては、母

体側あるいは胎児側の原因ではなく病院側の都合で

帝王切開を行う場合があるそうです。この理由は、出産

予定時期や時間が関係しており、病院の年末年始や

休診日での出産や医師や医療スタッフの都合による場

合があるそうです。

お産は至極神聖なものであって人の手にゆだねるべ

きではなく、病院側の都合で人工的な介入をするなん

てと理不尽に思われる人もいるかもしれませんが、もし

自然分娩が不可能で帝王切開をしなくてはならない場

合には、医療スタッフが十分そろい、十分な環境の下で、

万全な体制で手術が行われることが最重要となってき

ます。しかし現実問題になると全てが全て、単純には割

り切れることばかりではないのが現実の世界です。深

夜に急に産気づいたり、胎児が逆子になってしまったり

と予期せぬことが起こるのがお産の常です。

動物の世界も同じです。なるべく自然にそって、ぎりぎ

りまで自然分娩の道を選び、最後の最後で、深夜の人

手不足や不十分な環境で慌てて手術を実施するよりも、

不自然かも知れないが、十分な人手と十分な時間を確

保し計画的に万全な体制で行ったほうが安全であるこ

とは言うまでもありません。しかし本当にこれがベストの

選択だったと言えない場合もないとは言えません。

私たちも妊娠末期の動物を診察する場合、自然分娩

をさせるかどうかの選択を迫られる場合があります。母

体の大きさや胎児数、胎児の状況や既往歴など飼主か

らの稟告、病歴、一般臨床検査、レントゲン検査、超音

波検査、血液および血液生化学検査などのデータをも

とに慎重に方針を決定します。動物によっては検査が

十分に行えない場合、飼主からの聞き取リデータが不

足している場合、飼主不明の動物の場合もあり、不十

分な情報データだけで手術の必要性を決定しなくては
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ならない場合もあります。

手術の結果母子共に問題がない場合が当たり前で

はありますが、内心ほっと安堵の胸をなでおろしています。

帝王切開が必要と判断し、手術を実施して取り出した

胎児が思いのほか未熟で生存が難しい場合、胎児が

子宮内ですでに死亡していた場合。産道内で失位の

ため滞留し窒息する場合。麻酔が不適切で母子ともど

も死亡する場合。母体が生存し、胎児が全て死亡する

場合。胎児が生存し、母親が死亡する場合。どのケー

スに遭遇しても、関与した獣医師は深い自責の念にとら

われるでしょう。もし自分がこのお産に関与していなけ

れば、日の前に力なく横たわる無垢な新生児はどんな

未来が待っていたのだろうか、どれほど多くの人が喜ん

でくれただろうか、あとからあとから汲みあがって来る後

悔、あの時こうすればよかった。こうすべきであったとか。

飼主家族の悲しみにあふれた目を見る勇気もなく、黙っ

て骸をブランケットにくるみ大事そうに抱えて診察室を

出て行く姿を見送ることしかできない無力な自分の姿を

忘れることができないでしょう。このような出来事を頭の

片隅にわずかに想像しながらも、獣医師は今自分がで

きる最大の技術や知識を元に帝王切開の必要性を考え、

決定して行っています。

取り出した胎児が、初めて自力呼吸し、小さな産声を

耳にした瞬間、今まで抱きかかえていた全ての不安や

苦しみが一気に霧散するでしょう。母体の全ての処置

が終了し、麻酔から覚醒させ新生児と対面させた時に、

獣医師は小さな安堵感に静かに浸れるのです。

NVCセミナー

看1護1師|セ|ミ|ナ|■ |■|||||||||||||||||||||||||||||IF早 1呼 IT'r■ ― |― |lr■■|■■|■■■|■■■■■■■■■■||■■|■■|■■|■■|■■|||

演 題/【一日で完全マスター:キレイな血液塗抹標本の作成方法とその読み方】
講 師/貝沼 大樹 先生 /青 山 令奈 先生  日 程/2018年 12月 9日 (日 )時  間/16:00～ 18:00

参カロ費/提携病院A:3,240円  その他の病院 :5,400円

会 場/名古屋ベテリナリーコンサルテーション(名古屋市港区辰巳町4-5)

1泌1尿1器1疾1患|セ|ミ|ナ|■|
||‐ |■ |■ ■■|||■■■|“彎

“

り ■ヽ FI′イヽ |′暉■11‐|｀ ||イ
ー■|■■‐■■■■■||||■ |■ |■■■■|||||■ ||■■

演 題/【犬猫の腎泌尿器疾患の診断と治療】
講 師/桑原 康人 先生  日 程/2019年 1月 27日 (日 )時  間/13:30～ 17:30

参加費/提携病院 :無料 その他の病院 :3,000円   会 場/名古屋市獣医師会館

NVCシリーズセミナー

循1環1器1疾1患|セミ|ナ|■t'■|■■■|■■■■41日,熙洒百■■月RI11`IF■ |′■771tツ |り■11人訂
`1回

|■■■■■■■■■■‐|

演 題/【初学者向け!心エコーのスキルアップを基礎から徹底支援!】

講 師/千村 収一 先生  日 程/2019年 1月 23日 (水 )2月 20日 (水)時  間/21:00～ 23:00(各 回とも)

参加費 (全2回総額)/提携病院A:25,200円  その他の病院 :42,000円  会 場/千村どうぶつ病院

眼1科1疾1憲|セ|ミ|ナ|■てヽ■■■|■■■■■|■岬|けつヽ 1神■■|デ||イ●TTIヽ71ソ|=141訂イ剛′■|■|■■■■|■||

演 題/【眼科検査レクチャー ～正しい検査法を学び正しい診断を～】
講 師/太田 充治 先生  日 程/2019年 2月 6日 (水 )3月 6日 (水)時  間/21:00～ 23:00(各 回とも)

参加費 (全2回総額)/提携病院A:32,400円  その他の病院 :54,000円  会 場/動物眼科センター

《上言己NVCカンフアレンス0セミナーに関する間合せは》
詳細・お申込みは/ホームベージ(http:〃nagoya― vc.jp/seminar/)をご覧ください。

問 合 せ/名古屋ベテリナリーコンサルテーション
TEL:052… 387… 701 5  FAX:052¨ 387¨ 7017 E‐ rnail:vetrnedhp@nagoya‐ vc.ip
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あむたOて画ι)プ 劇ゞ百ι)であ(モニター⊃―ナー)

416号のアンケー ト結果です。

*416号 で興味のあつた記事(順不同)

▼平成徒然草99         ▼眼の進化学―脊椎動物編 1

▼組含推奨商品紹介「青ババイヤ」 ▼第14回臨床獣医学AtoZ

*降つて湧いたような豚コレラ感染で、拡大阻止するための防疫作業に多くの獣医

師が動員・従事される様子をTVなどで見るにつけ、同じ獣医師仲間としてご苦労

様、頑張れ!とエールを送つていました。ところで先生ご自身自分が獣医師だと意

識する瞬間、あるいは獣医師でよかつたと思つたことなどありましたか。

●まずは直接「ありがとう」と言ってもらえる仕事で良かった。また職業体験の中学

生が、こちらが恥ずかしくなるくらい「キラキラした日」で私の話を聞いてくれるこ

と。さらに錦三のお姉さん達(笑 )を始め、弁護士さん、司法書士さん、あるいは銀

行の方々等々が、私が獣医師であること、さらに (ノJヽ さいながらも)動物病院のオ

ーナーであることで明らかにガラッ、ガラッと対応が変わります。(もちろん良い方

に)

●幼い頃から動物に囲まれて育ち、ケガや病気で苦しむ動物たちを何とかしたいと

いう純粋な気持ちだけで獣医学部を受験しました。公務員の獣医師の方々のご

苦労やご活躍に比べたら、遊びのようなものです。

●町内会の人やママ友などから相談される時。

●回答としてはズレますが、ちょうど良い時代に獣医であったことに感謝します。昭

和の終わりから、つまりやっと小動物獣医が内容も収入もマトモになってきた時代

を生きられたことは幸せだと思っています。あと両親が「患子は獣医です」と、少々

の自慢を持っていたのがありがたいことでした。

●野鳥を拾った人への対応では、いつも正しい指導ができるよう獣医師として意識

しています。特に鳥インフルエンザが流行した時は、人への感染の可能性につい

ても、時間をかけて説明していました。

●仕事以外で獣医師だと意識する瞬間は、何かで個人のスマホの連絡交換した人か

ら、突然ペット相談の電話やメールがきたりしたときで、獣医師で良かったと思うこ

とは、獣医師仲間で楽しいゴルフができることですね。

*読書の秋、本は読めていますか。月に何冊ぐらいだとか、こんな本がお奨めだ、ス

マホアプリを利用しているとか、そもそも読書が苦手など何なりとお書きください。

●読書はあまりしない私ですが、この度錦鯉を飼おうと思い、その関連した本を購入

して読んでいます。

●本は大好きで、ペーパーでよく読みますが、この歳になると、活字を追う忍耐力が

弱くなって、すぐに眠ってしまいます。月に何冊どころか、1冊に数ヶ月かかってしまいます。

●近くの物が見づらくなってきたころ (世間では老眼といわれているようですが…)から読書時間がめっきり少なくなったよう

に思います。ニュース等はスマホで見られますので、本を読むのは公共交通機関で移動する時くらいです。

●本は月に10冊位読みます。読書好きの方に勧められる本とか、好きな作家のシリーズはほぼ読破します。

●見栄を張っても月に数冊といったところです。もっと読めるハズなのが家族の見るテレビについつい…。でもありがたいのが

Amazonで、私が利用するのが「中古品」の本です。古本屋に行くと自分で見つけなければならないけれど、タイトルだけで

もAmazonなら古本が見つかるのです。送料はかかりますが。

●昔は小説が好きでよく読んでいましたが最近は年をとったせいか、読み始めると10分で眠くなってしまいます。最近の愛読

書は、好きな将棋の本ですが、これも20分も読むと寝てしまいます。年をとると根気がなくなりますね。

作・松原勝久
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12月 1日 (土)名 古屋動物看護学院 一般 (二次)入学試験 ・…………………名古屋 名古屋市獣医師会館

1月 14日 (月・祝)臨床獣医学AtoZ、 ANC養成講座、動物看護師セミナー ………名古屋 ローズコートホテル


