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TEL(052)264-9382
FA× (052)264-9381
http://www.∩ a9oyaaht.com

名古屋市獣医師協同組合 理事長 浅沼

明けましておめでとうございます。 2017年 は組合員各位、NVCSニュース定期購読の諸先生

方並びに名古屋市獣医師協 同組合協力企業の皆様方には格別なるご支援、ご協力を賜り組合

役員一同心より感謝、御礼申し上げます。

昨年度は北朝鮮による水爆実験、度重なるミサイル発射、トランプ大統領のエルサレム首者6宣

言による宗教紛争危機等、又国内でも異常気象による大雨や度重なる台風の被害等先行き一抹

の不安が残るような年でした。

今年の元旦は穏やかな日差しに恵まれ暖かな年の初めでした。平昌オリンピックでの日本選手

の活躍や株価の安定、成年にちなみ犬のブームヘのささやかな希望の年の始まりに期待したい

と願ってやみません。

名古屋市獣医師協同組合も昨年度より始めた組合推奨商品事業の拡大、トヨタホームとのペ

ットと共に暮らす家の提携事業のさらなる拡大はもとより組合認定推奨企業 (仮 )制 度の模索、一

新したホームページの活用等役員一同一丸となって運営に当たる所存です。

本年も組合員並びに定期購読病 院、企業の皆様のよリー層のご支援、

ご協力をお願いいたします。

本年は獣医業界にとって明るい未来への第一歩となりますよう祈念して

やみません。

平成30年度学生募集のお知らせ

■定  員 :40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 1月 曜日～金曜日 午後1時30分～4時30分

■病院実習 i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。

般 (追カロ募集)…願書受付:2月 15日～3月 ]3日
入学試験:平成30年 3月 17日 (土 )〈書類審査、筆記 (一般教養)、 面接〉

バンフレット・受験願書こ希望の方は電話あるいはホームページからこ請求ください。

名古屋動物看護学院 URL:http:〃 www.nagOyaaht.oom電 話 (052)264…9382

. ●超音波で見る運動器疾悪 ～抽出法と異常像～●

1講師/本阿爾宗紀先生 日時/講義 :3月 25日 (日 )午後 1時 00分～5時 30分
(東京大学附属動物医療センター)  実習 :4月 1日 (日 )午前の部 9時 30分～12時 30分

場所/名古屋市獣医師会館 2階 午後の部 1時 30分～ 4時 30分
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逍  平成30年組合協力各社
ジタ

ミ

(順不同・敬称略 )

(株)アスコ名古屋営業所 (株)TAC設計室 富士フイルムメディカル(株 )

名古屋ライフ(株 ) 小川保険事務所 (奉朱)ファイネス

(本梃)ウチダ タケショウ(本権) (株 )ムラコ。メデイカル

(株)オサダメディカル 同和化学 (株 ) (有 )メディカル技研

フクダコーリン('床 ) 中北薬品 (株 )松軒支店 (准のランタック

(株)関西放射線 (株)名古屋イノコシ (株 )ヒューベス

学際企画 (株 ) 日本全薬工業 (株)名古屋事業所 (有 )PKBジャパン

共立製薬 (株 )東海営業所 ヒラノ電子 やまむろメデイカル

(株)キリカン洋行 フクダエム・イーエ業 (株 )
バイエル薬品 (株 )

さくらメデイカル 動物ケンサ (株 ) (本梃)ジェイナス

太陽電子 (株 ) (株)堀場製作所 DSフアーマアニマルヘルス(株 )

長楽寺動物霊園 (株)医療情報研究所 エルムメデイカル

千葉商事 (株 ) アニマル オルソ ジャパン ペットケアホームどうぶちゅ

(株)ゴトウ医科器械 (本社)オカモト 東亜テクノ(株 )
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12月 1日  ニュース編集委員会

12月 9日  第35回 獣医療関連用品フェア
10日 動物看護師セミナー・市民公開講座

12月 28日  事務局仕事納め

IⅢ 中 神 ■ ■ ■ ■ ■

1月 5日 ニュース編集委員会

1月 5日  事務局仕事始め

1月 16日 役員会

2月 5日 ニコ_―ス編集委員会

動物愛護・共生委員会 県民公開講座

日 時 //2018年 2月 4日 (日 )14:00～ 16:00(開 場13:30)

会 場 /名鉄ニューグランドホテル 7階 扇の間

講 師 /入交 具巳 先生
(米国獣医行動学専門医・日本ヒルズコルゲート)

演 題′「老犬・老猫のケアに役立つセミナー」

参カロ費/無料

申込締切日/2018年 1月 26日 (金 )

※事前予約「要J、

定員は、100名 で締め切りとさせていただきます。

問い合せ先/(公社 )愛知県獣医師会 事務局

TEL 052-961-3435

轟翻瓢酵獣医療関連用品フ
=ア

爾催

平成29年 12月 9日 (土 )、 10日 (日 )の 二日間にわたり、名古屋国際会議場にて第35回 獣医療関連用品フェア 市民

公開講座 動物看護師セミナー ANC養成講座が開催されました。今回は6年ぶりとなる獣医麻酔外科学会。日本獣

|え 循環器学会2017秋 季合同学会との同時開催で、事前から多くの来場者が期

待されていました。そのため、フェア会場を自鳥ホールに戻し、参加企業の募集

にも力が入りました。

両目ともに期待通りの来場者数で、夕J年 にも増して賑やかとなり、各ブースにお

いて企業の方や先生方が商談する様子が多くみられました。特に書籍や器具

の販売ブースでは人だかりができていました。

また、4号館において開催された市民公開講座や動物看護師セミナー ANC
養成講座にも予想以上の方に参加して頂き、主催者として安堵しております。

市民公開講座では『楽しくペットと暮らすコツ ～家庭内に潜む落し穴 お

互いを理解しましょう～』では森島隆司先生に1時 間30分にわたり大や猫と人との関わりの始まりから、現代社会におけ

る関係性、また動物と共に暮らすための注意点や楽しく暮らすためのヒントを時間の許す限り、ご講演頂きました。1時

間30分では足りないくらいの内容でしたが、来場された市民の皆様には大変参考になったのではないでしょうか c

毎日フェアと同時に開催していました、AtoZは獣医麻酔外科学会。日本獣医循環器学会合同学会との同時開催の

ため、開催を見合わせましたが、動物看護師セミナーを企画させて頂きました。関東や関西に比べ、この地域の動物看

護師セミナーはまだまだ少なく、

毎年フェアと同時に開催する

動物看護師向けセミナーは事

前登録者数が大変多く、今回

も150名 を超える動物看護師

の皆さんにご参加いただきまし

た。

■導唯
=}■

●11"■||『診療室で彼立つ猫の行動学』    |
日本ヒルズ・コルゲートl・A式 会社に協賛いただいたこの講演は土曜日の午後という、

病院業務の合間の時間帯となりましたが、ほぼ満席に近いご参加をいただきました。

入交先生はこのFLll域 にも何度かお越し頂き講演をされていますが、いつも、エビデ

ンスに基づいた内容は説得力もあり、『なるほど、そういう事だったのか |』 と納得でき

る事ばかりです。また、テンポがよく進み、あっという間の90分となりました。

今まで、猫の気持ちを頭の中で想像するばかりでしたが、少し猫の本当の気持ちに

近づけたのではないのでしょうか。猫同士の遊び方や退院させる時の注意点は飼

い主様′`ヽのアドバイスとして大変参考になりました.

樺
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「動物看護師のための中毒完全攻略法1』

|

TRVA夜 間救急動物医療センター院長 中村篤史先生の講演では、満席と

なり、朝から受講者の熱気の伝わる会場となりました。

昨年も中村先生にはAtoZと 共に動物看護師セミナーでも講演をお願いいたし

ました。

その際も、会場は満席となり大変ご好評をいただきましたが、今回も中村先生の

人気が伺える参加者の数となりました。

中村先生には連日合同学会での講演・発表のあるなか、講演依頼に快諾して

頂き、大変感謝しております。内容は救急医療の現場だけでなく、動物病院での

診療でも日常的に遭遇する中毒に関して、時間の許す限りご講演頂きました.チョコレートや玉ねぎは誰でも知っている

中毒を起こす原因として常識となりましたが、我々入間の生活スタイルも変わり、動物達にとって危険な物が想像以上に

私達の日常の中にあふれている事を理解しておかなければなりません。観葉植物であったり、アロマであったり、全てを

覚える事はやはりどんな優秀な獣医師、看護師であても到底無理な事。そこで今回は動物看護師として中毒に関して

知っておかなければならない事、押さえておきたい事を症例をまじえてご講演いただきました.

¨

|…■申暉■襲■●1001■
‐ANC養成講座

ANCは従来、看護師セミナーとは別で受講料を別途頂いておりましたが、今回は

より多くの動物看護師の皆さんにANCを 知って頂こうと、看護師セミナーの登録料

で参加可能としました。そのせいもあって、会場は満員御礼となりました。ANCに つ

いて興味を持たれた方も多く、受付で様々な質問を受けました。

講義は『ストレス』について志水先生の大変分かりやすい説明で“良いストレス"

下の中でストレスにおける脳の反応、体の反応について理解ができたのではないで

しょうか。 これぞ、“志水マジック"|

来年もこの地域の動物看護師の皆さんのスキルアップのお役に立てるようなセミナーを組合で企画できればと思います。

■い義■鏡■●|10■ ||トラブルバスター                |■■■■■■■
2年 ぶりの開催となったトラブルバスターでは、発表者達が昨年の6月 の顔合わ

せからひと月に一度、名古屋市獣医師会館に集まり、内容の検討やスライドのチェ

ックを行いました。その間ご指導いただきました、さくら動物病院の平林先生には

本当に感謝しております。また、発表者達もよりよい発表を、心に響く発表を目指し、

病院業務の合間を縫って準備をしてきました。

参加者の動物看護師の皆さんも、他の教育講演とは違い、少しリラックスし、自

分の事に置き換えて考えて頂けたのではないでしょうか。これから動物看護師とし

て働くうえでとても参考になったと思います。そう願っています。

磁 森島隆司 :

今回、「家庭内に潜む落とし穴 お互いを理解しましょうJの テーマの下に講演を行いました。

講演は、大と猫を中心に動物飼育をする上で、身近にあり知られていそうで知られていない事故の元になるようなことや

トラブルを未然に防止する目的で、動物を飼育している人、これから飼育を考えている人さらに動物飼育している人にア

ドバイスする立場の人を対象に行いました。

今回の講演はペットとして飼育されている動物種は色々いると思いますが、その代表選手である大と猫に関する話を

中心に行いました。私達は大や猫のことはよく知っているつもりだと思いますが実は意外と知らないことが多いのですよ

としう事を獣医師の立場から講演させていただきました。

大と猫はそれぞれその共通の祖先であるミアキスが生活環境により、それぞれ食料となる獲物を捕獲する場所を草

原に求めたか、森林に求めたかにより体の機能が進化していったのではないかという話から始まりました。獲物を追跡し

て捕獲するために走ることに特化した体の構造の大、隠れて獲物に襲いかかることに特化した猫。それぞれが人類と

出会い、それぞれの用途に応じて家畜化されて人と共存するようになったこと.大は狩猟大や番大として食物を介して

主従関係が成立し、猫は穀物を守るために食物となるネズミが生息する穀物倉庫を餌場として提供されたこと。これら
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のそれぞれの役割を持って人と共存していた動物たちが時とともにその役割が変化し、今ではペットというより家族の一

員として、人と同じ住居で生活するようになりました。そのためにお互いの距離は短くなり色 と々都合の悪いことも発生し
てきました。

動物とともに生活する楽しさ、動物とともに生活する有益さを再確認するとともに、起こりうる事故やトラブルを紹介し、

トラブルを未然に防ぐ方法を紹介しました。トラブルは動物を飼うことで家族内や隣人間で起こりうること、人の生活区域
で動物が生活することで起こりうる中毒やケガなどについて多方面から解決策を紹介しました。

私たち動物病院関係者は、動物の病気や怪我を治すことだけが仕事ではなく、動物に関するあらゆる情報を紹介し

たり伝授することも私たちの仕事であることを紹介しました。

参加された皆さんがより楽しい動物との時間を共有することを願い話をさせていただきました。

第426回 中部小動物臨床研究会定例会 獣医事監修会 岐阜県獣医島市会開業音5会
2017年 12月 16日 (土 )開催

日 時/2018年 2月 25日 (日 )13:30～ 15:00

会 場 /不二羽島文化センター 201会議室
(羽 島市竹鼻町丸の内6丁 目7番地)

TEL.058393-2231

演 題 /「 臨床獣医師が知っておきたい法的知識」
1.広 告に関わる法規制について

2.輸入医療品の取扱いについて

3.最近の獣医事問題について  4.その他

講 師 /みらい総合法律事務所 弁護士 月ヽ堀 優 先生

参加申込先/
FAXまたはメールにて2/9(金 )ま でにお申込下さい。
岐阜県獣医師会開業部会事務局
TEL 058-273-1111(内線2620)
FAX.058-275-1843
メールアドレス gifu― vet@poplar.ocn.neip

※獣医事関連の質問事項や具体的に聴講したい内容等があり
ましたら、1/19(金 )までにメール・FAXにてお寄せ下さい。

〈症例報告)

1.河邊 良明 先生 (小 笠原動物病院)

「膵石症の猫の1例」

2.三 浦 春水 先生 (エム動物クリニック)

「c―Kit陽性の内蔵型肥満細胞腫にトセラニブを
単独使用した犬の1例」

3.内藤 瑛治 先生 (湯木どうぶつ病院)

「尿路感染を起因とした反応性関節炎の大の1例」

4.岡 本 有一 先生 (動物眼科センター)

「白内障として紹介・来院した犬の眼にみられた
合併症及び併発症について」

5。 高橋 邦昭 先生 (陽だまりの動物病院)

「椎間板ヘルニアの二次的損傷に対する内科療法
について」

NVCシリーズセミナーのお知らせ

●猫のib疾患●

「肥大型心筋症とその他の心疾患」「猫の心エコー技術指導」
～肥大型心筋症の病態、画像や動画を用いた診断アプローチの解説、

健常猫を用いた新エコーの技術指導などを2回に分けて指導します～

講 師/千村収一先生 (千村どうぶつ病院)日  程/第 1回 :2018年 3月 7日 (木)第 2回 :2018年 3月 14日 (木 )

時 間/21:00～ 23:00(進行状況により終了時刻は前後することがあります)会  場/千村どうぶつ病院 (愛知県岩倉市)

参加費/(全2回の税込総額)提携病院 A:24,840円  その他の病院:54,000円

●臨床センスを磨 <!!●
～教科書や論文を最大限に活用する方法を全6回 に分けて講義～

講 師/小島健太郎先生 (小島獣医院)

日 程/第 1回 :2018年 1月 25日 (木)第 3回 :2018年 3月 29日 (木)第 5回 :2018年 5月 31日 (木 )

第2回 :2018年 2月 22日 (木)第 4回 :2018年 4月 26日 (木)第 6回 :2018年 6月 28日 (木 )

時 間/21:00～ 22:30  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)

参加費/(全 6回 の税込総額)提携病院 A:24,300円  その他の病院 :61,560円

申込方法/http:〃nagoya… vc.ip/Seminar/ょ り
※募集人数は6名程度、提携病院Aからのお申し込みが優先となります

問 合 せ/名 古屋ベテリナリーコンサルテーション 〒455‐0005名 古屋市港区辰巳町4… 5

TEL:052-387中7015 FAX:052‐ 387…7017 E― mail:vetrnedhp@nagoya¨ vc.ip
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途中で、ぼろぼろの鎧を着、ガタガタの軍馬を連れた、

アーサー王の甥で、12人の円卓の騎士の一人を名乗る、

ガウェインなる老騎士に出会うが、この爺さんも、アーサ

ー王が存命中に、竜退治の命を受けていたので、戦士・

ウィスタンに「横取りするな」と、怒ります。

「アーサー王から、雌竜クエリダの退治を命じられて

から、長い年月が経ち、そのころの子供が、大人になっ

てますよね」と、戦士がなだめる。老騎士「・……J。

二人の争いは何とか中断し、5人 の旅になり、賢人の

神父がいるという修道院 (元 は城)に 向かう。

この修道院がとんでもないところで、人間を檻に閉じ

込め、生きたまま鳥に顔を食われる坊主達など、半端で

なく、挙句は出口が鉄柵で閉じられ、化け犬の生息す

る地下トンネルに、ここは森に続く地下道だよと閉じ込め

られ、老騎士 ,ガウェインが先頭に、老夫婦を真ん中に、

しんがりは少年 (エ ドウイン)が務めて地下道を前進し、

お化け大を老騎士が退治し、みんなで鉄柵を持ち上げ、

4人 は森に脱出します。

修道院の悪魔坊主と戦い脱出した、戦士と出会い、

雌竜退治に5人 で、巣があると言われる岩山に向かい、

クエリダの巣穴を見つけますが、その入口で、老騎士ガ

ウェインと戦士ウィスタンとが決闘となり、老騎士ガウェイ

ンが負けて死にます。

戦士ウィスタンは一人で巣穴に降りて行き、吐く息が

霧になり、人々の記憶を失わせるという、雌竜クエリダに

出会いますが、クエリダはもはや老齢で、寝たきりに近い

状態で、華々しい闘いはなく、ほとんど無抵抗で、一方

的に首をちょん切られ、読者が最も期待する見せ場の

一つは、実に期待外れで、あっけないです。

クエリダの死により、急に霧が晴れるかと思いきや、そ

の様な記載は全くなく、老夫婦は、2人で息子の住む村

へと下山を始めます。

下山は、川を使うと楽だよと、戦士が教えてくれたので、

廃船に乗り込もうとしますが、数多くの妖精に取りつかれ、

その重みで、乗船は諦め陸路にしますが、妖精など言

われても、日本人にはおよそ実感がなく、「妖精が重い…」

「わけが分からん」。

ここまでの道中で、老夫婦は「記憶が本当にあいまい

で、昨日のことや、先程のことも忘れるが、過去のことを

全部忘れてはいない」「雌竜が殺され、記憶が戻るの

はうれしいけど、記憶にはいい記憶と、忘れたい記憶が

ありますよね」「そうだな…、人の一生は複雑だからな…」

「竜を殺して、記憶が戻ることが、いいのか悪いのか」

などの、会話を交わしています。

島を目前にした入り江にたどり着いた、アクセルとベア

トリスの老夫婦は、そこで廃屋で雨宿りした時の漁師に

出会います。

「島に渡り、息子の墓を探したいのです」。

文中には、霧が晴れ、記憶が戻ったという表現は何

処にもないが、このセリフが、息子は疫病ですでに過去

に死んでいたことを、思い出したことを読者に告げてい

ます。

そして、息子が家を出た原因は、父母の静いで、母 (ベ

アトリス)が、他の男の元に走り、息子としては耐え難い

状況が原因であることも、思い出している。

「私たち夫婦を島に渡してください、船頭さん」「以

前にもお話したように、船に乗れるのは1人だけですが、

あなた達夫婦は、まれにみる深い愛情の絆で結ばれて

いるので、よろしいでしょう」「ありがとう船頭さん」。

ところが、いざ乗船になると、「すぐに戻るから、奥さん

一人をまず島に渡します」「船頭さんは、私たちは稀に

みる深い愛情の絆で結ばれた夫婦と言ったじゃないで

すか」「二人一緒に島に渡してくださいJ「 あなた、ここ

は船頭さんと喧嘩している時じゃない」「いい人そうな

ので、船頭さんを信用しましょう」。

爺さんは船頭を信用しなかったが、しぶしぶ一人で

浜に残ります………おわり

謎の怪物、雌竜クエリダ退治の、実に期待外れ、題

名の巨人は最後まで現れないし、延々と続いた物語に

しては、何ともあっけなく尻切れトンボの結末、最後に何

かあるぞと我慢して、頑張って、ノーベル文学賞とは何

ぞやと、最後まで読んだのに…・。

それにしても、顔は醜怪だが、川端康成は解りやすか

ったな――、“伊豆の踊り子 "なんざ、青春の胸を熱くし

て、金もないのにレンタカー借りて、物語の足跡をたどり、

天城峠の隧道を経て、下田の港が見えた時の感動は、

自分が主人公になり切り、実に清々しいものがあったと、

多くの読者がつぶやいている。

さて、このイシグロの作品だが、最後までその正体を

現さなかった巨人とは何だろうか。読者により実に様々

な解釈があるが、私は、今日においても、過去の悲惨な

戦争を、すぐに忘れて、また愚かな争いを繰り返す、巨

人それは“記憶"ではないかと思っている。

そして、ケルト人の文化では、島は、死者が向かう楽

園を意味し、老婆ベアトリスは、村を出るときから病を抱

え、隣村
・に立ち寄った目的は、薬師を訪ねることであっ

たので、一人で島に向かうのは、先立つことを意味する

のではないでしょっか。

一追―

今日の英国でも、ケルトとサクソンの確執は継続して

いいます。

アイルランドとスコットランドはケルト系で、アイルランド

はすでに共和国として独立しており、スコットランドが独
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立を目指し、英国ともめているのは、周知の事実です。

私の代表的著書、“エディンバラのボビー"の取材で、

スコットランドは何度か訪れましたが、随所にケルトの言語・

ゲール語が使われており、ネッシーで有名なネス湖の湖

は、Lakeで なくLochで 、エディンバラに面するフォース

湾の湾は、BayでなくFirthで、執筆に際する資料とし

た集めた当時の記録には、英語に多くのゲール語が混

じておりその翻訳に苦労しました。

また、英国王家の紋章は、右がライオン左がユニコー

ン(伝説の一角獣)ですが、スコットランドは、英国である

にも関わらずそれが逆になっています。

スコットランドは、いずれ独立すると思います。

(終 2017年 H月 18日記 )

第 1回 日本臨床獣医学フォーラム 名古屋地区大会

日 時/2018年 2月 11日 (日 )10:00～ 18:00   会 場/ウインクあいち11階 (3会場同時進行 )

講 師/竹村 直行 先生 (日本獣医生命科学大学)松 本 直章 先生 (まつき動物病院)

宇根 智 先生 (ネオベッツVRセンター)  中本 裕也 先生 (KyotoAR獣医神経病センター)

山岸 健太郎 先生 (本郷どうぶつ病院) 飯田 奈美子 先生 (ァニコムフロンティア株式会社)(敬称略、順不同)

参加費/事前登録 :獣医師7,000円 、動物看護師5,000円   当日登録 :獣医師8,000円 、動物看護師6,000円

申込方法/日本臨床獣医学フォーラムHPに掲載の申込書をご利用ください  (学生は上記の半額でご参加いただけます)

申込期間/1月 10日 (水 )～ 2月 5日 (月 )

問合せ先/日本臨床獣医学フォーラム名古屋事務局
〒483-8228愛 知県江南市赤童子町桜道62 あいち動物病院内
TEL.0587-53-5755//FAX.0587-53-6621//ibvp@nagoya.nifty.ip

2017年度 第86回NAHA国際セミナー

「血液病学」Dr.Rose E.Raskin
●大阪会場/2013年 3月 17日 (土 )～ 18日 (日 )● 東京会場/2018年 3月 23日 (金 )～ 25日 (日 )

※詳しい講義内容は、NAHAホームページをご覧下さい。ご質問等は、なんなりと事務局までお問い合わせください。

お問い合わせ

NIPPON ANIMALHOSPITAL ASSOCIATION日 本動物病院会 事務局
〒108-0074東 京都港区高輪4-23-6ハイホーム高輪 901
TEL.03-3446-1600 FAX.03-3446-1658
URL:http://www naha―edu.com メール:Office@naha― edu.com

西三河開業獣医師連絡協議会 公益社団法人愛知県獣医自T会 臨床部会
学術セミナー (冬 ) ―自分会学術セミナー

日 時/2018年 2月 4日 (日 )13:30～ 16:30

会 場/刈谷市産業振興センター アイリス
403・ 404石牙1参 [き

講 師/湯木 正史 先生

内 容/
「春の健康診断:血液検査異常値へのアプローチ法J

参加費/ (後編 )

西三河開業獣医師会連絡協議会会員 無料
同会員の病院勤務医

事前登録2,000円  当日登録2,500円

会員外 事前登録4,000円  当日登録5,000円

問合せ・事前登録/
動物病院名、指名、住所、電話番号を記入の上
西三河開業獣医師会連絡協議会事務局

(かがやき税理士法人内)

FAX.0566-77‐ 0856まで

日 時/2018年 2月 4日 (日 )13:30～ 16:30

会 場/一宮地場産業ファッションデザインセンター

第1会議室 (一宮市大和町馬引字南正亀4-1)

TEL.0586-46-1361

講 師/西飯 直仁 先生 (岐阜大学獣医内科学研究室)

内 容/病態から診る大と猫の甲状腺疾患

参加費/愛知県獣医師会員 無料
一般 (会員外) 3,000円
西尾張開業獣医師連絡協議会員 無料

主 催/愛知県獣医師会 臨床部会 一宮分会

共 催/西尾張開業獣医師連絡協議会

問合先/ふるはじ動物病院 古橋 秀成
TEL.0586-43-2885 FAX 0586-43-2886
メーフレ:hide.furuhashi@nifty ne.jp

申込締め切り/2018年 2月 3日 (土 )



重黎:識 要:輩 ]譴 :撃委議:雲 1箋 :雲 :霙 雲:賢 :謡 :r等輩:需撃鶉議:箋 曇繋案奎:箋撃詩:夢 :露 :姜 :聾 離苺署:露 ::露 :委 1婆 :撃 :詳菫姜撃鱗i瞭 姜等:議鷲慶疑:鐸 i雲豊::筆 妻磐霙:謡委雲議1肇 :撃事:::NVCS鑢 量務 9 20181(407)
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*感染症情報 2017年 9月～2017年 11月

症lal数 病院数

ジステンパー 0

1

2

1

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

3

トキソプラズマ症 0 つ
０

バベシア症 0 3

レプ トスピラ症 0 3

FPL 0

1

2

1

F∨ 0

1

1

3

FIP 0

1

2

1

F∨R FCD 2

5

8

18

1

1

1

1

Vena Cavae Syndrome 0 3

その他特記すべき感染症

405号のアンケー ト結果です。

作・松原勝久

ぽ

$tt$ flt'ei
*405号で興味のあつた記事
(順 不同)

▼平成徒然草89
▼あなたの便りが頼りです

▼今月の名言

▼長楽寺杯ゴルフコンベ

▼フェア開催報告、組合ホームベ

ージ開設

*こ の1年を振り返つてみてどんな

年でしたか。その印象を漢宇 1文

字か2文 字で表わすとしたら1可

ですか。その理由もあわせてお

間かせください。

●この一年は「節目」の年でした。

春には次男が就職、秋には嫁さ

んが還暦を迎え、年末には長男

が結婚するという家族に節目と

なる出来事が続きました。私は

来年65才となり、年金受給、敬老

パス受領できる節目を迎えます。

この節目はあまりうれしくないで

すが。

●3文字となりますが「断捨離」です。

齢 60となり、ものを整理するの

ではなく捨てました。また獣医師

会内のことも含め形だけの表面

的な人間関係もすべて止めました。

スッキリして楽になりました。こ

れからも自分にとって本当に大

切徐ものだけ残して捨て続けます。

●「鈍」のろい、にぶい、の意です。時間の経つのが早く感じるのは自分の動き

が鈍く怒ったからだとわかりました。

●「道」自分の考えを持ち、流されずに生きる。

●私自身のことであれば「維持」でしょうか。凸凹、十一、なんとか維持です。世

相の感想は「嫌」。メディアは報道だけでなく、色々な場面でスピンされていて、あの選挙や「お笑い」までもコントロ

ールされていて「嫌」。衰退途上国ぢんて嫌ですね。

●「眼J6月 に両眼白内障の手術を受けたら、ここ数年次第に見えづらくなっていたのが解決されてよく見えるようにな

ったことが何より1年 を振り返って良かったです。個人的な話ですが。

●「強」と表します。安倍首相、トランプ大統領、金正恩、習近平、フイリピン大統領など、以下の言葉のどれかにあてはま

りそうな人のなんと多いことよ。強大、強制、強迫、強国、強硬、強奪、強頑、強顔、強急、強取。
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1月 13日 (土)名 古屋動物看護学院 一般 (三次)入学試験……名古屋

1月 27日 (土 )名古屋動物看護学院 研究発表会………………名古屋

2月 4日 (日)西三河開業獣医師連絡協議会学術セミナー……刈 谷

2月 4日 (日 )(公社)愛知県獣医師会臨床部会 ………………一 宮

2月 4日 (日 )(公社)愛知県獣医師会 ………………………・・:名古屋

2月 11日 (日 )岐阜県獣医師会開業部会 ………………………・岐 阜

3月 10日 (土 )名古屋動物看護学院 卒業式……………………名古屋

3月 17日 (土 )名古屋動物看護学院 一般 (追加)入学試験……名古屋

名古屋市獣医師会館

名古屋市獣医師会館

刈谷市総合文化センター

ー宮地場産業ファッションデザインセンター

名鉄ニューグランドホテル

不二羽島文化センター

名古屋市獣医師会館

名古屋市獣医師会館


