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成30年度 (第35回 )通常総会開催され|

6月 8日 (金 )午 後2時 より名古屋市獣医師会館講堂

において平成30年 度通常総会が開催された (本人出

席12名 、書面表決書提出6名 (第 10号議案議決委任

5名 )、 委任状出席12名 )。

まず杉方保毅副理事長の開会の辞に続き、長年役

員として組合運営に携われ今年2月 に逝去された故原

晋一郎先生を悼んで黙とうが行われた。次に理事長

挨拶の後、土井収先生が出席者総意により議長に指

名され議事が開始された。

●第1号議案 平成29年 度事業報告書 (案 )承認に

ついて

●第2号 議案 平成29年 度損益計算書、貸借対照表、

財産目録、剰余金処分 (案 )承認につ

いて

第1号議案、第2号 議案は挙手にて一括承認された。

●第3号 議案 平成30年 度事業計画 (案 )承認につ

いて

●第4号 議案 平成29年 度収支予算承認について

第3号議案、第4号議案は挙手にて一括承認された。

●第5号 議案 平成 30年 度役員報酬決定承認につ

いlC

●第6号 議案 賦課金徴収方法承認について

●第7号 議案 平成30年 度組合借入金の最高限度

額決定承認について

●第8号 議案 1組 合員に対する貸付 金額および債

務保証金額の最高限度額決定承認

について

●第9号議案 平成 30年 度加入金の金額決定承認

について

第5号議案から第9号議案は挙手にて一括承認さ

れた。

●第10号 議案 役員改選

理事長浅沼謙治重任が挙手にて議決された。

●第11号 議案 その他の承認について

(1)主 旨を変えない程度の字句の修

正承認について

(2)取 引金融機関の承認について

(3)そ の他について

第11号議案は挙手にて承認された。

以上で議事は終了し、今年度の各事業の推進が表

明され第35回 通常総会は閉会した。

今後も役員一同、一層の努力をもって組合運営に

尽くす所存ですので、組合員諸氏にもこれまで以上の

ご支援ご協力を賜りますよう、強力なサポートをお願い

いたします。

理 事 長/浅沼謙治               理  事/鈴村直弘、成田隆信、水野雅之、酒井直治

副理事長/杉方保毅、森島隆司、夏目里枝子   監  事/加藤巧、桑原康人

〈平成30年度名古屋市獣医師協同組合役員〉
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平成31年度学生募集のお知らせ
名古屋動物看護学院では平成31年 度の学生を募集いたします。

例年通り、下記の要領で募集を行い、獣医師推薦制度も設けております。

毎年、先生方からのご推薦で学生が入学しております。日頃のご協力を感謝しております。是非、来年度

も飼い主様やお知り合いで動物看護師を目指す方がいらっしゃいましたら、ご紹介、ご推薦下さいますよ

うお願い致します。

学院バンフレットを一新し、またHPも リニューアルする予定です。

来年度の学生募集のポスターも配布いたしますので、是非、院内で掲示して頂けたらと思います。より優

秀な動物看護師を輩出し、先生方の動物病院で活躍できる人材を育成するために何卒、先生方の更なるご

理解、ご協力を賜りますうよろしくお願い致します。

学院のパンフレットや出願書類のご請求など何かご不明な
`点

がございましたら、お気軽に事務局までお

問合せください。

■定  員
■受験対象

■修学期間

■病院実習

15名

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
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
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。

高校推薦 (一次募集)…願書受付:8月 31日～9月 25日
入学試験:平成30年 9月 29日 (土 )〈書類審査、小論文、面接〉

高校推薦 (二次募集)一願書受付: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 (一次募集)一願書受付:10月 1日 ～10月 23日
入学試験:平成30年 10月 27日 (土 )〈書類審査、筆記 (一般教養)、 面接〉

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、筆記 (一般教養)、 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、筆記 (一般教養)、 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、筆記 (―般教養)、 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 丁EL(052)264¨9382 httpゾ /― .nagoyaaht.com
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模擬授業を30分程行います

平成30年7月 21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)2649382 アクセス:地下鉄名城線・鶴舞線「上前津」②出回より、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.com
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W」VF第9回大会

120撻響く雫輩印響〉■||||
5月 1日  ニュース編集委員会

5月 14日 役員会

5月 18日  会計監査

5月 22日 役員会

6月 1日 ニュース編集委員会

6月 8日 通常総会

6月 21日 三役会

7月 3日 ニュース編集委員会

日 時/平成30年 7月 13日 (金 )14:00～ 21:10
14日 (土 )9:00～ 19:50
15日 (日 )9:00～ 18:15

会 場/ホテルニューオータニ大阪
大阪市中央区城見 1‐ 4‐ 1

●総合受付 :13日 Bl階ロビー

14～ 15日 2階 〈鳳凰〉ロビー

主 催/公益社団法人 日本動物病院協会 (」 AHA)
一般社団法人 日本臨床獣医学フォーラム

(」 BVP)

お問合せ・連絡先/WJVF第 9回 大会 運営事務局
TEL.03-6457-8356 FAX 03‐ 3355‐6787
URL http://wwwowivf.net
e―mail infol@wivf.net
〒151‐0051東 京都渋谷区千駄ヶ谷5‐ 21‐ 5ミサワビル2階

2018年度アジア獣医皮膚科専門医協会主催セミナー (東海)

講 師/村山 信雄 先生 (大と猫の皮膚科) 日 時/2018年 8月 11日 (土・祝) 定 員/100名

会 場/名古屋国際会議場 名古屋市熱田区西町1番 1号  TEL 052‐ 683‐77H

受講料/一般社団法人日本獣医皮膚科学会会員および後援団体会員 :事前申込 6,000円  当日申込 8,000円

非会員 :事前申込 8,000円  当日申込 10,000円 動物看護師 :事前申込 4,000円  当日申込 5,000円

学 生 :事前申込 4,000円  当日申込 5,000円

愛知県獣医師会臨床部会 瀬戸分会セミナー

●日 時/平成30年 7月 8日 (日 )10:00～ 17:00  ●場 所/名古屋市獣医師会館2階講堂

●内 容/「神経疾患の病変の局在をマスターする?実際の神経学的検査の手技の再確認～」

●講 師/中本 裕也先生 (KyotoAR獣 医神経病センター センター長 )

●参加費/愛知県獣医師会会員 無料、会員外 3,000円 (予 約不要。当日受付 )

●問 合/サファリ動物病院 鈴木雅也 TEL/FAX 0561-63-8227
※セミナー終了後に講師を交えた懇親会を開催します。ご希望の方は、当日でも受付でお申し込みいただけます。(参加費未定)

第27回中部小動物臨床研究発表会 開催のこ案内

会 期/2018年 10月 14日 (日 ) 主催者/中部小動物臨床研究会

会 場/ローズコートホテル

名古屋市中区大須4丁 目9-60TEL:052-269-181l URL:http://www.rosecourthtl.coip/

プログラム/1教育講演】
〇小林 哲也 先生 (日本イヽ動物医療センター付属日本小動物がんセンター)

『胸腔内に発生する腫瘍いろいろ』
○古川 敬之 先生 (日 本動物高度医療センター名古屋)

『あきらめない腫瘍科を目指す―視覚的に学ぶ腫瘍による尿路閉塞に対するIVRから膀脱全摘まで一』
○江口 徳洋 先生(vets DentJ&OrJ Surgery Ofice)
『今さら聞けない歯科診療 一次診療で使える視診・触診～口腔内診査』

【症例発表】約146題 (6会場同時進行)

お問合わせ先/株式会社 オフィス・テイクワン内 第27回 中部小動物臨床研究発表会 運営事務局
〒451-0075 名古屋市西区康生通2‐26
TEL:052-508-8510//FAX:052‐ 508-8540//E‐mail:chushorin@cs―oto.com
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デフォルト、
そして“オペレーション

獣医学博士 日本ベンクラブ会員

W"(2)
鷲塚貞長

*国家の一般会計予算を、はるかに超える巨額の

伏魔殿 “特別会計 "

日本には、金権腐敗政治の元祖、田中角栄の悪知恵

で創設された、国会決議は不要で、各省庁が自由に使

える、“特別会計 "があり、そんなものは、先進国には例

がありません。

例えばガソリン税は、税率を引き上げると目立つので、

税率はそのままにし、暫定処置として2倍の課税、暫定

税率は1974年からも延々と44年も続いており、車検毎

の重量税も同じごまかしで、2倍課税を延々と継続中で、

これらの税収は、国交省が、国会決議不要で、クマかイ

ノシシしか通らない、山奥の高速道路の建設などに使

用しているのです。

国はこのインチキ課税のトータルに、消費税を課して

おり、消費税が、不当に上乗せした税金にまで課税する

のは、2重 3重課税ですが、領民批判は、政府は馬耳東

風です。

民主党のマニフェストの目玉の一つは、諸悪の温床

である“特別会計 "を 、全廃し、一般会計と1本化するこ

とでした。

この政権構想には、多くの国民が大喝采で賛同し、

民主党政権が誕生しましたが、マニフェストの中身は、3

年半に及ぶ民主党政権の間に何一つ実現しないばか

りか、違法赤字国債の、1年 だけの特例を踏襲し、野党

自民党に「認めないよ――」と意地悪され、立ち往生、さ

らには、消費税の減税どころか、何と税と社会保障の一

体化と称して“5%から8%"への、マニフェストにはかけ

らもない増税をやらかす醜態の連続で、自民党に財政

の健全とは関係なく、社会保証費増額と運動し、消費

税等の増税がやり易い口実を与えてしまった。

自民党の悪政を正す役目の野党は、その後、豆粒が

粉になるような、お粗末極まりない分裂ゴタゴタを繰り返

し、自民党の悪党どもの高笑いの中で、割を食い、ひど

い目に合っているのは国民です。

*も はや尋常の対応では出日のない、我が国の財

政赤字

国が財政法の違反を、毎年の国会決議でごまかし、

日銀はパチンコ屋景品交換方式で、国債を買いまくり、

投機商品の株まで買うとは、国の経済の安定を担う、中

央銀行の役目を何と心得ているのか。

こんなハチャメチャで、後先考えない、場当たり的国

家運営が続けば、普通はとっくの昔に、国家は破綻 (デ

フォルト)してもおかしくないのに、なぜ政府は、掛け声

だけで本気で財政の健全化に取り組まないのか。

*政権が、本気で財政健全化に取り組む姿勢がな

い原因

:い ざとなれば1700兆 円と言われる、国民の金融資

産 (現金、株、投信、債券など)を、取り上げる魂胆。

:金利は国民の財産、ゼロ金利政策で取り上げ。

:各省庁には、その使途が当面不要不急の、巨額の

積立金があり、これを取り崩せば、国の借金は、他の先

進国並みの、GDP比 65%程度になるとの、専門家の信

頼にたる調査結果がある

:世 襲議員の比率が高く、議員資質に根本的に欠

落した人材が多く、天下国家レベルのことなど、どうした

らいいのか解らない。

:霞が関は省益と、定年後の餌場探しに奔走。

:かつては、国会議員になれば私財を投じ、国家の行

く末の安泰を願ったが、今は、金儲けの為に政界を目指

す輩が多く、国民のことなど、利用する以外に、知ったこ

とでない。

:絹 のハンカチと言われた、藤山愛一郎は、父祖伝来

の巨額の資産を、国家有用の政治家の養成にそそい

だが、政治家は育たず、群がった子分共が浄財を食い

つぶし、政治屋となる温床に終わり、絹のハンカチは雑

巾になった。

:荒療治は、独立性など欠片もない日銀に、紙幣を刷

らせハイパーインフレで、債務を一挙に片づける。

*約 100兆円の国家予算の内訳は

約24兆 円¨。国債の償還と利子

約33兆 円¨。社会保障

約 16兆 円…・地方交付税

約 6兆 円 ・̈公共事業

約 5兆円 ・̈防衛費

約 5兆円¨。国家公務員給与

約 10兆 円¨。その他

*国が経済危機に陥ると

通常はIMF(国 際通貨基金 )が緊急融資など救済

に出動するが、年金や社会保障の大幅カット、預貯金

の一律召し上げ、消費税率の大幅アップ、富裕層への

大増税など、その付けは国民に大打撃を与える。

しかしながら、IMFが保有する救済資金は80兆 円

程なので、日本の様な経済規模の大きな国の救済は到

底不可能。

*オペレーション W
:政府の掛け声、“プライマリーバランスを00年までに

正常化させる"、 この00年が常に先送りで、もはや、掛

け声では国の経済が保たなくなってきた。

:ア メリカから巨額の武器を買わされ、ミサイルで10分

子咸掟盤単⑮¬
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以内に勝負の時代に、12万人もの役目不明の歩兵有

する、5兆円余の巨額の国防費は、人員の見直し。

:驚愕の軍事費5兆円余と、国家公務員給与総額が

同額とは・¨¨。

:道路、橋など、不要不急の国の公共事業費6兆 円

の無駄使いは、いまさら論じるまでもないが、地方は、人

日60人の離島に1億 円で公民館を作るなど、国の無駄

使いをはるかに凌駕する、信じがたい予算執行が随所

で実施されている。

:市町村の不可欠の役割は、住民票などの証明書発

行くらいなので、これらは県出先機関の県事務所で十

分に機能するので、従来の市町村で行ってきた業務は

すべて民間で十三分に対応できる。

:市 町村制度は廃止し、行政は県単位で行い、歴史

的価値のある市名は名称として残す。

:地 方交付税 16兆 円は、県以外は全面カット。

:市町村の新規採用ゼロで、現職は、可能な限り民間

に転職などで、地方公務員給与 21兆 円の内、県公務

員を除いた分はいずれ不要となる。

:巨 額の地方税 …・市県民税、固定資産税、不動産

愛知北開業獣医師連絡協議会
学術セミナー

日 時/平成30年 7月 29日 (日 )13:30～ 17:00

会 場/名古屋市獣医師会館2階講堂

講 師/磯村 洋 先生 (Pathological Assist)

内 容/病理からのアドバイス(肉眼診断を中心として)

参加費/3000円 (当 日支払 )

申込先/星野 靖 (あすら動物病院)

rariao@clovernet.ne.jp

申 込/平成30年 7月 15日 までに
メールでお申し込みください。

取得税などなど巨額の税収の有効利用。

*他人事ではない、アルゼンチンとベネズエラの国

家経済破綻

アルゼンチンの首都ブエノス・アイレスは、ブエノスは

心地よい、アイレスは風を意味し、順風に例えられる世

界屈指の原油生産の富をバックとした美しい町でした。

ベネズエラも世界一の原油埋蔵国で、南米で最も豊

かな国の一つでしたが、両国とも、原油という、その生産

に何の努力もいらず、運よく自国の領土にたまたま埋蔵

されていた資源を頼りの、いい加減な経済政策の大失

態で、ハイパーインフレで紙くずとなった紙幣で、バッグ

を織り、土産物とするほどの、極貧国に転落しました。

さて我が国は、ごく少量の原油の埋蔵しかないので、

埋蔵地下資源に頼る経済政策ではありませんが、赤字

国債という“違法行為"の紙切れに一般会計の半分を

頼り、毎年累積債務を積み上げている実情は、上述の

南米2国よりさらに質が悪い。

いずれ、一万円札で、紙風船を作る時代が来るでし

ょうよ。(終 )

第431回 中部小動物臨床研究会定例会
2018年5月 12日 (土)

〈症例報告〉

1.奈良橋 里美 先生 (てらかど動物病院)

「滑脱性食道裂孔ヘルニアの猫の2例」

2.泉 憲明 先生 (いずみ動物病院)

「腹腔内に発生した骨外性骨肉腫が疑われた
犬の1例」

3.甲斐 勝行 先生 (かい動物病院)

「犬の頚部腹側腫瘍の3症例」

4.池田 正悟 先生 (千村どうぶつ病院)

「慢性僧帽弁疾患における肺通過時間の有用性」

今 日と明日の間には

長 い期 間が横 たわっている。

君がまだ元気なうちに早く処理することを学べ。
ゲーテ (独 )

出典:「ゲーテ格言集」

(1749～ 1832)

高橋健二 編訳 新潮文庫
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■ムどう思いますか|,1轟粽躙躙 雌松原勝久
【出来事】

2016年 デンマークのコペンハーゲン動物園で2歳 のオスのキリン『マリウス』

を事前に一般市民に情報公開した後、射殺し、子どもを含む多くの一般市民

の前で公開解剖をして、その後ライオンやトラ、ホッキョクグマの餌として食べさ

せた。この動物園の行為に関して賛否両論が沸き起こった。

l動物園側の主張】コベンハーゲン動物園 科学ディレクターBengt Holst氏 の説明

キリンを群れで飼育する場合、近親交配を防ぐために群れの中でオスは1頭

しか飼育できない。

その為余剰な個体を処分する必要がある。

動物園では繁殖は必要な事だが子供の性別は選択できない。メスは引き取

り手が多いがオスは少ない。

動物園での余乗1動物の飼育には、経済的な問題、飼育スペースの問題が

ある。

公開解剖は学術的である。

動物の死体を餌として供するのは、野生本来の姿である。

欧州動物園水族館協会は、コペンハーゲン動物園の殺処分を近親交配防

止の立場から容認した。 一方、殺処分前にイギリス、オランダ、ケベックの動

物園から引取りのオファーが来た。27000通 の嘆願書が世界から来た。しかし、

遺伝的な問題で殺処分は行われた。各動物愛護団体からは多くの抗議が寄

せられた。

【考察】

動物園倶!の説明は論理的には理解できます。しかし人間は感情をあわせ持

っています。キリンの子供の誕生を喜び、『マリウス』と名付け、大切に育ててき

たはずです。その動物を殺処分後に公開で解体し、餌にして他の動物に食べ

させたという行為は納得できるものではありません。

動物園側が遺伝的問題・個体数の管理の問題を科学的に説明すればする

ほど、動物園という場所がいかに不自然で、人工的に野生動物を見世物として

扱っている場所かということを認識させられます。

Holst氏の説明では、動物園でキリンの肉をライオンに与えるのは自然とあり

ましたが、一般市民はその考え方には同意できないのではないかと考えます。

学者が動物を解剖することは普通の事ですが一般市民にとって動物園は研

究室ではありません。

マリウスは何のために生まれてきたのでしょうか?

言うまでもなく“動物園"というビジネスのためです。

動物園は珍しい動物を見たい。かわいい赤ちゃん動物を

見たいという一般市民の要求に応えなければ採算が取れ

ず存在・維持していくことが難しくなります。そのため不完

全な繁殖計画・殺処分計画を実施しなければなりません。

コペンハーゲン動物園では、毎年20～ 30頭 の動物を間

引いて飼育動物の餌にしています。

2003年 のCAPS(the Captive Animalis PrOtection

Society)の 調査では、ヨーロッパの動物園で7,500～

20,000頭 の動物が余っていることが判明しています。

日本で同様のことが起こった場合、その行為は容認され

るのでしょっか ?
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▲平成30年 5月 1日  中日新聞より
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NVCシリーズセミナーのお知らせ

瑯警縦ヨ辮鷺驚輔雛警辮 攀灘難蒸轟辮攀馨岬騨予警琴蓄護難::

演 題/1-次診療施設において必要な診療スキル】
講 師/大北真嗣先生

日 程/7月 13日 (金 )8月 10日 (金 )9月 14日 (金 )10月 12日 (金 )11月 9日 (金 )12月 14日 (金 )

時 間/20:30～ 22:00(各 回とも)

参加費 (全6回 総額)/提携病院A:19,440円  その他の病院 :32,400円

■|:111::::::■111:

|=I彗 暮ヽ:=軍撃尋甲撃郵騒毒:琴7]r饗簿黎蜀
=:::=轟

∴,■■■

演 題/【論文を読むことはハードルが高いと考えていませんか?】

講 師/小島健太郎先生

日 程/7月 26日 (木 )8月 30日 (木 )9月 27日 (本 )10月 25日 (木 )11月 29日 (木 )12月 27日 (木 )

時 間/21ЮO～22:30(各 回とも)

参加費 (全6回総額)/提携病院A:29,160円  その他の病院 :48,600円

演 題́ /【 これだけは知つておきたい免疫介在性疾患の診断および治療法】
講 師/湯木正史先生

日 程 /′ 7月 19日 (木 )8月 23日 (木 )9月 20日 (木 )10月 18日 (木 )11月 15日 (木 )12月 20日 (木 )

時 間/21:00～ 22:30(各 回とも)

参加費 (全6回総額)/提携病院A:38,880円  その他の病院 :64,800円

l:露(蒙

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)

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リレテーション
TEL:052‐ 387¨ 701 5 FAX:052-387…7017 E‐ mai::vetrnedhp@nagoya¨ vc.ip

績響■■
==響
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演 題/【基礎から学ぶ皮膚科学】
講 師/前田貞俊先生

日 程/9月 8日 (土 )11月 10日 (土 )201弊 1月 12日 (土 )3月 16日 (土 )5月 11日 (土 )7月 13日 (土 )9月 14日 (土 )

時 間/18:00～ 19:30(各 回とも)

参加費 (全7回 総額)/提携病院A:68,040円  その他の病院 :113,400円

■■■轟■導奪■荘寧軍暉騨翠暉曝筆撃馨難:群
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演 題/【症例から学ぶ!ホームドクターが身につけておくべき神経疾患に対する思考法】
講 師/神志那弘明先生
日 程/10月 6日 (土 )12月 1日 (土 )2019年 2月 2日 (土 )4月 6日 (土 )6月 1日 (土 )8月 3日 (土 )

時 間/18:00～ 19:30(各 回とも)

参加費 (全6回総額)/提携病院A:38,880円  その他の病院 :64,800円
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▼動物病院におけるコンプライアンスー2

▼新聞記事 ▼学院入学式

*子犬、子猫の販売を生後8週令以後とする(現在49日

規制)動愛法改正の動きがあります。先生は親元から

離す時期についてどう考え、指導していますか。

●充分なllM乳期間、母子の同居する期間省ど免疫、心理

学的にも知見もどんどん新しく増えては来ている。

ただし世の中を支配しているのは金儲けの論理ばか

り、時 P・5がかかりそうです。法改正に呼応したいと思

います。

●飼育経験豊かな人は別ですが、飼育初心者には予防

対策をしっかりしてから譲る方が安心とは思います。

社会的ぢ順応や問題行動に関しては今回の菊水教

授の研究を始め諸説あるとは思いますが。

●ペットシ∃ップに渡す場合はベットシ∃ップの意向に任

せるしかをいと思っていますが、いつも少し早いので

はと思っていて、そうでない場合は生後2か 月くらい

が良いのではと説明しています。それはたいした根

拠はありませんが、かわいいうちにというのと健康面

を考えてのことです。

●自らフードを食べられて消化できるようになるのが基

本ですから8週令くらいがちょうど良いと思います。ペ

ットショップで7週令、場合によっては6週令くらいで

出す場合があるようですが、多くの場合すぐに下痢を

したり食べむくなったりで来院してますから。

●指導を求められることはまれですが、聞かれれば、ヨ

ーロッパ、特にフランス等では確か4-5か 月までは原

貝」親のところで、購入する場合はしばらく通ったりす

るらしいとかの話になるでしょう。

●3か月齢が一番良いのではと説明してます。兄弟と十

分遊んで、母親に十分甘えてから離すのがいいね、と

優しい表現で説明しています。

●はっきりとした科学的根拠を把握している訳ではあり

ませんが、「生後60日 、親元で予防注射を1回 接種後」

と指導していますが、新しい飼い主の意向もあり、ほと

んどが前倒しされているのが現状です。
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卜結果です。

*最近受診した整形外科でのこと。1時間待つた後呼

ばれて診察室に入ると、医師はパソコン画面のレ

ン トゲン、MRl画像を見ながら2,3の間診の後、処

方を打ち込んで3分で終了。医師は結局一度も触 り

ませんでした。人医と比較はできませんが、獣医

界も今は繁忙期。だからこそ気をつけていること

は何ですか。

●動物を我が子と考えるようにしています。一度、内科

医に1～ 2回聴診器をあてがわれ、胸は大丈夫ですね、

と言われたので「素晴らしい聴診技術ですね。私は

獣医師ですが、先生の聴き方のコツを教えてください」

と言ったら、それからすごく丁寧に診てくれるように

なりました。

●昔ながらの「やり方」を続けています。注射や処置も

診察台をはさんで、飼い主と話しながら。近年はあま

り動物に触らない獣医もいるとか聞きますが、飼い主

と目はあわせなくても動物を触ることは基本だと考

えています。

●繁忙期が原因では参く、電子カルテの普及や検査デ

ータ重視の診療傾向が原因ではないかと思います。

飼い主と対応する間診、動物に直接触れる触診、聴診

は医療の原点ですから、おろとかにしないように心が

けています。

●繁忙期であれ、予防のことでもせっかくの来院のきっ

かけなので、しっかり飼い主さんと会話し、気づくこと

があれば話しをしたり、ついでの処置もあれば丁寧に

対応するように、勤務医さんにも指導しています。

●患者さんに触るどころか眼も合わせ想いで、画像とパ

ソコン打ち込みばかりしている医師には遭遇したこ

とがあります。自ら実践できているかは別として、クラ

イアント様が納得してもらえる十分な説明が大切と

考えています。

●音に比べて我々の業界も変わってきているのは、時代

の流れだと思います。臨床経験が少ないほど、検査に

頼る傾向にあるのかもしれませんが、客観的に証明

できるならばそれもよいでしょう。正しい診断を下す

こと、そして充分なる説明に尽きます。

●人医では標題の様なことは日常になりつつあるよう

です。一方、獣医師の「説明不足」と「横柄な態度」の

指摘が散見されます。開業当初の移持を持ち続けた

いものです。

7月 8日 (日 )(公社)愛知県獣医師会臨床部会 瀬戸分会セミナー・……………名古屋 名古屋市獣医師会館

7月29日 (日 )愛知北開業獣医師連合協議会学術セミナー………………………・名古屋 名古屋市獣医師会館


