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動物看護師 午前 9:30γ 12100(準 中休憩あり)講師/中島尚志先生
「すごく身近にある慢性炎症性疾患!」

①慢性進行性疾患としてのアトピー性皮膚炎
②慢性進行性疾患としての関節症

午後 1100～ 2130(途中休憩あり)講師/中村篤史先生 (演題未定)

午後 3100ん 4:30(途 中休憩あり)講師/志水泰武先生 「病気の仕組みを考える」

午後 4:30～ 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

(H)その他の方

事前登録 ハンドアウト・弁当付 0¥4,000
当日登録 ハンⅣウト付 ¥5,000

〔ハンドアウトのみ〕¥2,000

【ANC養成講座】 修了試験料 ⑦ ¥1,500 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□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

― ‐‐‐ ■‐‐‐‐■■■ ■■‐■‐‐■■お問い合わせt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

TEL.052… 264‥9382/FAX.052… 264‐ 9381/E‐ ma‖ :info@nagoyaaht.com

発 行 平成 30年 10月 25日

名 古 屋 市 獣 医 師 協 同 組 合

名 古 屋 市 獣 医 師 会 館 内

T巨 L(052)264-9382
FA× (052)264-9381
httpsi//www n∨ csl122.com/

第■4回1臨床獣医学AtoZ ANC養成講座・動物看護師セミナ■
と  き :平成31年 1月 14日 (月・祝 )

と こ ろ :□―ズコートホテル 4階□―ズルーム 名古屋市中区大須4丁目9‐60 TEL.052‐ 269‐ 1811

受付開始 :午前 9:00～
★講演内容

午前 9:30～ 12100(途 中休憩あり)講師/中村篤史先生 (演題未定)

午後 1:30γ 5:00(途中休憩あり)講師/中島尚志先生
①「皮膚形成におけるChooJng wtew:賢い選択」
②「時間軸で考えて対処する

慢性炎症性のCommon disease」

●午後 1:00～ 1:20 ベッツペッツによる製品説明があります。是非ご参加下さい。

※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 ④ ¥5,000

当日登録
ハンドアウト付

¥7,000 ¥4,000 ¥10.000 ¥6,000

(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



夕多′%後繊笏笏%夕 ′笏勧%%′ %夕 幾多笏′′笏%′ Z′ %颯多′多夕%後 %多 %Z多 %笏 %多 %夕 %夕 %多 笏物〃多夕%多 π′%′ 笏%多 彩多彩夕多夕多′%笏笏′夕′多多り物′多′%′ %夕 多多夕%多 ′多夕多笏′多多%多 勧%NVCS NEWS 2018 10(416)

第435回 中部小動物臨床研究会定例会
2018年9月 8日 (土 )

12018年(平成30年|)|■ |■■■■

9月 2日 ANC養成講座

9月 7日 ニュース編集委員会

9月 13日 三役会

9月 25日 役員会

10月 2日 ニュース編集委員会

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

(症例報告〉

1,日 暮 優也 先生 (長屋動物医療センター)

「超小型犬 (若齢)の環椎軸椎亜脱臼の大に対し
手術を実施し良好な経過を呈した1例」

2.真 能 敬弘 先生 (なりた犬猫病院)

「2本の肝内門脈体循環シャントに外科的治療を
行なった犬の1例」

3。 大北 真嗣 先生 (名古屋ベテリナリーコンサルテーション)

「胆嚢粘液嚢腫に対する
外科手術実施タイミングの検討」

4.岩橋 幹哉 先生 (い わはし動物の病院)

「健康診断と手術」

5.安井 章 先生 (のぞみ動物病院)

「止血・凝固及び線溶系検査について考えてみました」

/AN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

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

参加費/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)

一般社団法人

三重県開業獣医師会セミナー

日 時/2018年 11月 11日 (日 )10:00～ 14:00

会 場/第一ビル(津市羽所町345番地)6階 第一会議室
http://www.1-building.co.jp/

講 師/宮崎大学農学部付属動物病院
消化器外科・内科 教授 鳥巣 至道 先生

演 題/膵臓疾患に挑む栄養と外科治療

参加費/会員:無料 会員外 :2,000円 (テキスト代含む)

申込期限/2018年 10月 31日 (水 )

後 援/(株 )NST 富士フイルムモノリス(株 )

問合せ/一般社団法人 三重県開業獣医師会

事務局 岡鼻 okahana@ca.wakwak.com

申込み/参加者氏名、住所、病院名を上記アドレスに
メール送信してください。確認次第、返信メー
ルにて会費振込口座をお知らせします。

入交員巳先生 学術セミナーのこ案内

◆共同開催◆
公益社団法人 名古屋市獣医師会
名古屋市獣医師協同組合
日本ヒルズ・コルゲート株式会社

日 時/2018年 11月 1日 (木 )

21:00～ 23:00(受 付20:30～ )

会 場/名古屋市獣医師会館 2階 講堂
名古屋市中区大須4-12-21

参加費/無料  定員/先着80名 様

演 題/「認知症の診断と治療」「大猫の精神薬理学」

演 者/日本ヒルズ・コルゲート(株)獣医学術部
入交 員巳 先生

申込み/FAX.03-5275‐ 1767

三重県獣医師会小動物部会講習会

時/2018年 11月 3日 (土・祝 )13:00～ 17:00

所 /三重県中央家畜保健衛生所 研修棟
〒514-0061三 重県津市一身田上津部田1742-1

TEL.059‐ 246-8611

題 /二部構成の講習会
Iワクチネーション・ガイドラインと抗体検査
Ⅱ食事成分の経皮暴露によるアレルギー

(舌下免疫療法の実績と経験により得られたこと)

Ⅲ若齢腹側 vs高齢背側の皮膚病変

(脂質代謝異常と胆管疾患が皮膚にもたらす影響)

講 師/荒井 延明 先生

(スペクトラムラボジヤパン株式会社テクニカルディレクター)

参加費/2,000円 (テキスト代含む)

10月 26日 (金 )までに下記へ振り込み

〔戻薫経3           4621〕
※振込手数料はご負担ください

申 込 /10月 26日 (金 )までに三重県獣医師会事務局ヘ

FAX.059‐226-3216で

協 賛/スペクトラム ラボ ジャバン株式会社

※「獣医師生涯研修事業」として日本獣医師会にポイント認定申請中

日

場

演
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子咸旋然革①
ハイパーインフレの足音が聞こえる

獣医学博士 日本ベンクラブ会員 鷲塚 貞長

:アメリカ経済はバブル崩壊寸前で、不動産が暴騰して

いる

:リ ーマンショックは、不動産バブルの崩壊により生じた

:今日のアメリカの、不動産バブルは、リーマンショックの

時と同水準

:経済の過熱を収めるため、アメリカは、今金利を上げる

政策

:借金して、値上がりを前提に、不動産や株を買っている

大方の人は、金利上昇で、不動産や株を、持ち続けるこ

とが不可能になり、投げ売りに出る

:リ ーマンショックと同様にバブルが崩壊する

:年末あるいは来春には、アメリカ株大暴落の可能性

:今の日本の株価は、日銀が、多くの会社の大株主にな

るくらいの、“投信の買い"(実質的には株買い)で支え

られた、虚構の株価 (日 経平均株価)で、経済力の指標

にならない

:日 銀が、株の買い支えをやめれば、株価は大暴落とな

る可能性

:アベノミクスなる愚考・愚策は、当然のこととしてすべて

失敗

:現在、一部の政商だけが巨利を得ている

:庶民は好景気の実感などなく、右下がりの景気感覚

:最近、タクシーの運転手に転職した、大型トラック運転手・談

「月給22万 円 (48歳 )では、家族を養えない」

:人手不足と言うが・・多くの若者は、定職より、時給のい

いパートのつまみ食い傾向が強く、平穏な日々 が永遠に

続くと考えているのでは 。̈

:巨額の財政赤字は、もはや景気回復で正常化できるレ

ベルではない

:景気刺激策といえば財政政策 (公共事業)だが、日本

の公共事業は、悪徳政治屋と政商を太らせる国賊的工

事が多い

:今年の猛暑でも、ほとんどの原発は停止しているにも

かかわらず、電力不足は生じていない

:兆円単位で試作した“もんじゅ"は、大失敗で、兆円単

位で解体に

:事故原発の後始末を、被害者である国民の、長期に

渡る(30年 )税負担で賄う

:1960年 代、日本の高度経済成長期、後のことなど知っ

たことかと、暴利を得ることだけが目的で乱造した、熊し

か走らない高速道路や橋は、まとめて耐用年数を迎えた

:今後、何の生産性もない、補修あるいは造り替え工事に、

巨額を必要とするが、もとより補修積立金など存在しない

:こ の負の遺産の後始末は、すべて国民の負担となり、

継続する重荷となる

:イ タリアのジェノバで高架橋が、突然崩落したように、日

本でもトンネルの天丼板崩落 (恵那山トンネル)、 橋脚亀

裂 (日本中で)などが、今後続発し、その工事で、またまた

一つまみの巨悪共が暴利をむさぼり、大多数のまともな

土建業者は、人件費の高騰、現場要員人手不足などの、

致命的な被害を被る。

:閣 僚の60%は三世・四世の議員で、国民の痛みなど

不知、無関心の輩が多い

:新人も、利権屋の国会派出夫の様な人材が多い。

:赤字国債は違法行為なので、政府は、特例公債法 (過

日の東京オリンピック開催で、国庫に大赤字が生じ、単年

度だけの特定し発売した、赤字国債)を悪用し、毎年毎

年“今年だけは"と、国会決議で、単年度だけ合法化し、

それを継続し、乱発を続ける

:現行法では、日銀は新発赤字国債を買うことは違法な

ので、銀行等の金融機関に新発国債を買わせ、既発債

にし、それを買う

:あたかもパチンコの出玉を、意味不明の無価値の景品

に替え、店の隣の掘立小屋で現金化する様な、賭博行

為のまやかし合法化行為を、日銀が平然と行っている

:金融機関より購入した代金は、日銀にある各金融機関

の帳簿に金額を記載するだけで、札へは払っていない(購

入のための札は、今の所刷っていない)

:現在は金融機関に対する企業の資金需要がないが、

資金需要が高まれば、札は刷らざるを得ない

:日 銀法。第5条は、中央銀行である日銀が、新発国債を

購入することをきつく禁じているが、その“改悪"で5条を

削除し、日銀は“新発"赤字国債を合法的に無制限に買う。

:日 銀は、貨幣印刷権を有しているので、円を無制限に

印刷する

:札の印刷は、毀損した紙幣の額、震災等で喪失した金

額,年度の経済成長に見合った額、マイナス成長なら札

を減らすなど、“きつい縛り"があるが、そんなものは無視

する可能性は大なり

:かくして、ハイパーインフレに至るは自明の理

:政府の財政赤字は、ハイパーインフレで一挙に片付く

:悪徳政治屋、政商、官僚共は、すでに海外に、生活拠

点と外貨をすでに用意している可能性が大きい

:日 本国有事には、彼らはさっさと海外に逃避し、母国の

惨状を高みの見物

:インフレヘッジが直近の最重点課題だ

「ガソリン価格は高騰、野菜も高値、実生活に関する物

価のほとんどは上昇しているのに、インフレロ標2%に達し

ていないと、日銀は言う」「2%のインフレなど、とっくにオ

ーバーしているのに、まやかしで操作した数字の公表で

はないのか」「2%の 目標に達すれば、赤字国債を大量

に購入する口実が“無くなり"、 政府が困り果てるから。̈・」
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釉断組合推奨商品のこ紹介

名古屋市獣医師協同組合ではベットに対し健康食品・

玩具。住環境等を購入する際の指標となる「品質と安

全性」に優れているもののみを推奨認定し、推奨認定

制度を設けています。推奨商品として認定された商品

については組合発行の獣医師推奨シールが貼られてい

ます。組合のHPでも推奨商品をご紹介させて頂いてい

お
'り

ますので是非一度ご覧ください。

今回は推奨商品の株式会社三旺インターナショナル

様の『BNペット』を実際に使用して効果を感じられた報

告を頂きましたので、掲載させて頂きます。

青パパイヤを三旺インターナショナルが報告している効

果を元に、対象動物を絞って試用してふました。

使用目的を、主に以下の3つ に整理してみました。

腸内環境整備 :パパイン酵素 (蛋 自・脂肪・糖分分解酵

素)効果期待

繊維成分供給 :腸内細菌フローラ活性刺激

免疫力賦活刺激 :ア レルギー対策、体質改善

当院での投与対象疾患、対象病態 :

過敏性大腸炎、低蛋自血症を含む消化器疾患、脂漏

性皮膚炎、アレルギー皮膚炎、老齢動物への消化機能

補助、免疫調整関連薬剤の投薬量軽減目的

使用方法

アレルギー疾患、免疫介在性疾患、老齢動物を対象
とし、病態緩和、恒常性維持の補助的治療目的として

使用しました。投与基準は、本製品を 体重5kgま で

lg/day、 5-10kg  2g/day、 10kg以 上  3g/dayを 基

準として、直接経口投与あるいは食事に混入して投与

しました。

症状改善傾向を確認できた場合には、体重5kg以下

の場合でも3g/dayを投与しました。

使用結果

アレルギー疾患 投与半数のもので病態緩和効果が

認められ、抗アレルギー剤の使用量

を減薬できました。

免疫介在性疾患 ほとんどの症例で嗜好性もよく、継

続率が高かったです。しかし、単独

使用例はないので、単独での効果

は評価できませんでした。

青ババイヤ
(バイオ・ノーマライザー、BNペット)

商品名:BNベット、バイオ・ノーマライザー

製造販売:株式会社 三旺インターナショナル
T500…8069
岐阜市今小町24番地  ■

TEL 058… 264…6221      1:

FAX 058… 264…6337     1
E…mai:info@suno.co.lp  .

消化器疾患 下痢、吸収不良などの消化器疾患の改

善補助効果が認められ、継続率が高か

ったです。

老齢動物  食欲増加傾向、被毛の光沢、被毛の増

量感が認められるものもあり嗜好性に優

れ、継続率が高かったです。

投与に関連すると考えられる副反応は認められません

でした。

猫では嗜好上の問題で投与継続できない場合もありま

した。

使用感想

私見ですが、使用効果は50%程 度の感じでした。こ

の理由は、試用期間が4週 間程度とやや短く効果発現

までの十分な期間が得られなかったためかもしれません。

しかし、製品の嗜好性が良く、飼主さんにとっては、動

物に与えやすく精神的な負担も少なく継続率は高かっ

たです。

また、飼主さんには、使用する前にこの製品の投与

期待効果および投与理由をしっかりと説明することによ

り、安心感と投与理由の理解を求めることが継続率の

上昇に結びついたものと考えられましたした。

総評

サプリメントの効果を臨床的に数字で説明することは困

難ですが、臨床的使用感、飼主の反応、満足度を基準

に評価すると、体質改善、免疫力向上効果を期待する

補助療法として十分に応用できるものと評価します。

「第13回長楽寺杯親睦ゴルフコンペ」のご案内

1日  時/平成30年 11月 23日 (金・祝 )

1会  場/名古屋グリーンカントリークラブ
1      愛知県豊田市御作町釜±1188-1

TEL.0565-76-0602

1集合時間/午前7時45分 (現地集合 )

|      ※午前7時00分より受付開始。

15″畢‐P._

競技方法/18ホ ールズストロークプレー          |
HDCP/新 (ダブル)ペリア方式

ル ー ル/ローカルルールに従う
パーティ/競技終了後クラブハウスにて

参 加 費/15,000円 (プレー代、昼食代、パーティ代、その他含む)|
賞  /各 種 (全員の方に賞品をご用意させて頂きます)   |

細合せィ「季1言‐1‐7.テー■‐1,り,



NVCS NEWS 2018.10(416)多 彩llllll%%髪 多彩鶴%ι 彩夕彫多彩夕移をlll%鶴 lllttι ttι窮形移蒻%%:多鯵ι綾影蒻

'多

機lllllllllttι %蒻移

`%lll多

彩多彩夕蒻笏%′ 陛夕%lll笏 ク%蒻 Z%:%多 影:移 %ι %%夕影形ι%%雛移Z笏形′

眼の進化学 脊椎動物編 ‐1

無脊椎動物の視覚器が表皮からつくられるのに対し

て、私たち脊椎動物の視覚器は脳からつくられます。ま

た、脊椎動物は2種類の視覚器を持っています。1つは、

耳と鼻の間にあるもので「外側眼」とも呼ばれます。もう

1つ は、頭頂にある「頭頂眼」です。この2つはほぼ同じ

時期に発生したものですが、外側眼は現在のように生

き残り、頭頂眼は退化していきました。

○脳からつくられる視覚器

遠い昔、脊椎動物の祖先は水底で生活していました。

その頃の動物の視細胞は、天から射す光を感知するた

め、背中側の表皮に広く分布していました。やがて、背

中の中心にある表皮が肥厚して「神経板」を形成すると、

背中の表皮に分布する視細胞の一部は神経板の中に

入り込みました。神経板はやがて「神経溝」を経て「神

経管」となり、脳や脊髄などの「中枢神経系」に分化し

ました (図 4参照)。 体表にあった視細胞がいつ、どのよ

うにして脳や脊髄に移ったのか、歴史的に見てそれは、

表皮から中枢神経系が分化した、まさにその瞬間であ

ると考えられています。脊髄に入り込んだ視細胞は、原

索動物のナメクジウオに観察できます (図 1)。 原索動物

は脊椎動物に近い動物です。ナメクジウオの視細胞は、

脊髄の中に散在する散在性視覚器です (図 2)。 ナメク

ジウオは体が小さいうえに皮膚の透明度が高いので、

視細胞は脊髄の中にあっても皮膚を通して光を受容す

ることができます。脊髄は体表から離れたところにあり、

視細胞が光を受容する場所としては最適とはいえません。

しかし、それでも視細胞は再び体表に戻ることなく、脊

髄の中に留まり続けました。そして、このことが、その後

の視覚器と脳のつながりを決定づけたのです。やがて、

中枢神経系の中に入り込んだ視細胞は発展して視覚

器を形成していったのに対して、中枢神経系以外のと

ころにある視細胞は次第に退化していきました。ナメク

ジウオのように、体が小さくて透明度が高かった時代には、

脳や脊髄にあった視細胞にも十分な光が到達していま

したが、進化の過程で、脊椎動物の体はしだいに大きく

なり、徐々に不透明になっていきました。こうなると、脳や

脊髄にある視細胞には十分に光が届かなくなります。こ

の事態に対応するため、視細胞を含んだ脳の一部は、

左右と上下に向かって表皮の直下まで突出して、光を

受けやすくしました。こうして左右の突出部は外側眼に、

上方の突出部は頭頂眼になったのです。

○脳が出来上がるまで

ここでヒトの発生過程を追いながら、脳がどのようにし

て完成していくかをたどってみましょう。ヒトでは、発生3

週というごく初期の段階で、背中の正中部の表皮が厚

小島健治  |■■■

くなって神経板ができます。次いで神経板の中心が溝

をつくるように皮下に陥入して神経溝ができます (図 3)。

神経溝は次第に深くなり、皮下に取り込まれて神経管を

形成します (図 4)。 神経管の前方には3つ のふくらみが

できて脳になり、後部は円筒形のまま、脊髄になります (図

5)。 発生4週 目になると、3つのふくらみの先端にある「前

脳胞」は、「終脳胞」と「間脳胞」に分かれます。この間

脳胞の一部が、外方と上方にそれぞれ突出して、外側

眼と頭頂眼になるのです。

図1 ナメクジウオ
体長5～ 6cm、 左右幅1～ 2cmほ どの半透明のからだを持ち、一見すると魚
類のシラウオに似ている。現在、日本では愛知県蒲郡市三河大島や広島
県三原市有竜島などの限られた場所に棲息している。

鰺修の転イルでの機雛爾

ナメクジウオの脊髄に分布する視細胞

図3 ヒト胚子 左 :発生3週胚子側面、右 :発生4週胚子側左面

構後

"/眸it

図4 神経管の形成 左上 :発生2週、右 :発生3週

○第三の眼・頭頂眼

手塚治虫の作品に「三つ目がとおる」という漫画があ

ります。主人公の少年は三つ目族の子孫で、額に「第

三の眼」を持ち、普段は大きな絆創膏で隠しているので

すが、ひとたび難事件が発生して絆創膏をはがすと、

頸 聰
靱

多券惨



霧湧lllZttZttlllι 露疑

`露

繊澤1織鸞舞露′霧:lll:競 霧磁髪lll鷲 機

“

影霧織鸞鶴霧霧霧鸞霧露機影舞霧霧鷲酵露織締lll擁 霧擦窪:競務:霧聯涯震:窮霧機務鷺鷲霧移群露擁霧影雛確餞議露:髪lllitt NVCS NEWS 2018.10(416)

しょうかたい

第二の眼が現れて、超人的な力を発揮して事件を解決

してしまうというストーリーです。この第二の眼とも呼ば

れる頭頂眼は決して架空の存在ではなくて、実在する

物なのです。

図5 神経管の変化
発生4週の眼杯と眼杯茎は将来、それぞれ網膜と視神経になる(発生7週
以降は図が複雑になるので眼杯と眼杯茎は省略してある)。

○頭頂眼を持つ動物

脊椎動物の祖先が水底で生活していた頃は、頭の

頂上にあった頭頂眼は、上方にいる獲物や敵を見てい

ました。しかし、時間を経るうちにほとんどの動物で頭頂

眼は退化してしまいました。その理由は分かっていませ

ん。現生動物の中で、頭頂眼を観察できるのは、ヤツメ

ウナギ類やカナヘビなどのトカゲ類の一部となってしま

いました。これらの動物の頭頂部は、皮膚の一部の色

素が欠如していたり、やや陥凹したりしていて、透明度

が高くなっていて、その奥にごく小さな眼が隠れていま

す (図 6)。 透明度の高い皮膚は角膜の役割を果たして

いて、頭頂眼はそこを通して光を受容しています。

○頭頂眼の発生と構造

頭頂眼の発生の過程は単純です。まず、間脳胞の

上面の一部が上方に向かって突出し(発生初期 )、 そ

の先端部が丸く膨らみます。この膨らんだ部分の上端

は水晶体となり、側面と底面には網膜が分化してきて(発

生3カ月)、 頭頂眼ができあがります (図 7)。 頭頂眼の上

を覆う皮膚は透明になり、角膜の役割を果たすようにな

ります。頭頂眼の構造は無脊椎動物の水晶体眼に近く

(図 8)、 網膜には視細胞、神経節細胞および支持細胞

が分布しています。視細胞の光受容部は網膜の内方

を向いていて、光を直接受け止めます。しかし頭頂眼

は視覚器としては貧弱な構造をしていて、おそらく物を

見る機能はなく、日照時間を計るだけであろうと考えら

れています。

○内分泌器官への転身

頭頂眼の元になる眼は左右1対となって発生します。

しかし間脳胞の天丼部分は左右の幅が狭いので、眼

が大きくなるにしたがって横に並ぶことができなくなり、

前後に配列するようになります。この2つの眼のうち、頭

頂部に近く、光を受けやすい位置にある方が頭頂眼と

なり、もう一方は光を十分に受けられないため、「松果体」

という内分泌器官になりました(図 8)。 多くの動物では

松果体が生き残り、頭頂眼は痕跡のみを残すか、また

は消滅していきました。 (つづく)

鐵蒻移鶴(場場度の纂り`惨鷲タ

**3W **4x
発生 7彊

カウヤツメ         カチヘび

図6 カワヤツメとカナヘビの頭部背側面
カワヤツメの色素が欠如した領域やカナヘビの頭頂陥凹は、光を通し
膜の働きをしている。この奥に頭頂眼がある。

神経警 隧議滋

発生3機後羅 発察 燿勤鶏  な卜経争《発生25理シ

図7 脊椎動物の視覚器の発生 (頭部の断面模式図)

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

斃憾 ヶ潟

議移競蒸轟修

機神経 発生3ヵ月

家権惨

鰯の議幸断鶴
嬢蒻鰻の霊肇議爾

図8 カナヘビの頭頂眼
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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

■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、」輪文、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、」輪文、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、」輪文、面接〉

受験願書は学院事務局まで薦青求ください 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.oom

NVCセミナー

平成30年 10月 6日 (土)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‐ mail:info@nagOyaaht.com

泌尿‐器1疾
‐患|セ ミナ■[苺

“

Jヽ |ロ ロー●
^′

い |,暉 ■

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

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

循環器疾患|セミ|ナ |■ (ジリニ女許||'‐|■ |■ ■|||■ | l ll口 ″ Rロ ロ ′′ヽ′‐ |`‐ L‐ ― ′ ‐
・

‐‐‐ヽ ′ ソ   ^口 :■ H′ |‐
■||‐ ‐|■ ■‐ |‐ ■ |

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

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

眼科疾患セ|ミ |ナ■
.(ジ

ら■‐女計L面 ,

《上言己NVCカンフアレンス・セミナー に関する問合せは》
詳細。お申込みは/ホームベージ(http:〃nagoya… vc.ip/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‐ 7015 FAX:052¨ 387中 7017 E… ma‖ :vetrTledhp@nagoya‐ vc.ip
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415号のアンケー ト結果です。

*415号で興味のあつた記事

(順不同)

▼眼の進化学―無脊椎動物編2

▼平成徒然草98

▼新聞 「ネコの国勢調査」

▼第14回臨床獣医学AtoZ

*最近増えてきている「老犬ホーム」

について、どういう印象をお持ちで

すか。課題、将来性、問題点など何

なりとお書きください。

●動物も長生きするようになり、痴果

も多くなって、飼主の負担も多くな

ることもあるので、「老犬ホーム」

のようをところもあってよいと思い

ます。現在ある老犬ホームは長期

になると費用もかかってくるので

経済的な負担を飼主がどれだけで

きるかですね。

●難しい問題ですね。老犬を飼って

いた時、疲れた後での排泄の世話や、

朝方の排泄の失敗が怒れたり、早

く死んでほしいと思ったりしてまし

た。でも、そんな私に対しても尻尾

をふりつづけた姿をみると、しょう

がないな一と思って飼っていました。

日の前から姿を消す愛犬にはたし

て愛情を持ちつづけられるのでし

ょうかねえ。老犬介護として自分はなんて薄情な男と思いました。

●私自身の問題として考える、想像するのは簡単ではありません。―方、人間の介護

施設では毎月の様に「問題」が報じられています。そんな現状でひとつ頭に浮か

ぶことは、私の場合なら「安楽死」も選択肢に上がるということです。私という「飼

主」を認識してくれる間は精一杯、―緒であるべきで、不可抗力によりその状態で

飼育できない時の「彼 彼女の意志、さびしさ」を思ってしまいます。他方ホーム

の運営も多くの問題と困難があるでしょう。

●飼育者の高齢化に伴い、犬の世話が困難になっていくケースは増力0すると思いますので、老犬のケア施設やペットシッター

などの需要は高まるはずです。現在の老犬ホーム各所のHPを見ると、設備、料金、対応など様々ですが、これから淘汰され

ていくような気がします。

● 昔の物扱いから、保健所での殺処分に直行という時代を経て、明らかに時代が変わってきました。願わくば動物に関する

事は獣医師が色々な形で指導力を発揮し善導してほしいものである。―時期は我も我もと参入するでしょうが、淘汰され

採算がとれる形で存続していくと思います。

●老犬ホームがあることも知らなかったので、ネットで調べてみました。結構あるんですね。時代的にはあって当然だと思いま

すが、価格も様々で、これからもっと情報を得ておくべきだと思った次第です。

●私の友人で「老犬ホーム」を併設した病院を経営する医師が沢山います。入居希望者が順番待ち状態で、それは良い事で

すが、スタッフの確保、人件費の高騰、亡くなられた時のご遺族への対応等問題も多いようですが、「老犬ホーム」も同様と

推測されます。
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よしなφ``電*感染症情報 2018年 5月～2018年 8月

症例数 病院数

ジステンパー 0 3

パルボウィルス感染症 0

1

4

1

1

1

ヘモバル トネラ症 0 3

FeL∨ 0

1

2

1

1

1

トキソプラズマ症 0 3

バベシア症 0 3

レプトスピラ症 0 3

FPL 0

1

2

1

FI∨ １

２

３

3

1

2

FIP 0

2

2

2

F∨R FCD 1

2

3

26

多数

Vena Cavae Syndrome 0 3

その他特記すべき感染症
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11月 1日 (木) 組合共催 日本ヒルズ・コルゲート(株)学術セミナー……名古屋

11月 3日 (土・祝)三重県獣医師会小動物部会講習会 ・………………… 津

11月 23日 (金・祝)第 13回 長楽寺杯親睦ゴルフコンペ……………………豊 田

名古屋市獣医師会館

三重県中央家畜保健衛生所

名古屋グリーンカントリークラブ
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