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c★講演内容                                    0

C
C●午後1:00～ 1120(株)V and Pに よる製品説明があります。是非ご参加下さい。          ◎

C    午後4:30～ 修了試験                               0

参カロ費と登録方法

【獣医師】対象講演:臨床獣医学AtoZ

(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

① ¥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

【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 ハンけウト・弁当付 O¥4,000
当日登録 ハンドアウト付 ¥5,000

す

一
　

※

【ANC養成講座】 修了試験料丁 0¥1,500   前回・前々回講座の

《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
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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中 264… 9381/E…ma‖ :vetcoop@nvcsl1 22.com

(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

〔ハンドアウトのみ〕¥2,000
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第437回 中部小動物臨床研究会定例会
2018年 11月 10日 (土 )

12018年|(平成30年)||

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 27日 役員会

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

12月 2日 組合共催 老犬介護セミナー

12月 11日 役員会

|‐ 2019年 (平成 31年 )●|

1月 4日 ニュース編集委員会

1月 14日 第14回臨床獣医学 AtoZ

l月 22日 ゾエティス共催セミナー

〈症例報告〉

1.服部 峻佑 先生 (まさき動物病院)

「異なる術式で摘出した犬の鼻腔内腫瘤の2例」

2.新井 賢 先生 (新井獣医科病院)

「知りませんでした!犬の拡張型心筋症への

注意喚起を」

3.藤井 豊 先生 (日 本動物高度医療センター名古屋 )

「急性多発性神経根神経炎の猫の1例」

4。 大田 勇一 先生 (天 自動物病院)

「尿道造渡術を実施したフェレットの1例」

5。 水野 景介 先生 (ひがしやま動物病院)

「ロッキングプレートで固定した肛骨粉砕骨折の2例」

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
| ,'' 41, 1多  |:1 1,, `' ||| |:′ , `1, |:, 411 1, '41 11, 111 1,11 1′ ′ ′:| |:1, ,11 11 1:| ′:| || || 111 `|| |,| ,| || |:| || ,| ||| ||, |,|

■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

■請義時間 :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 (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ゾ /www.nagOyaaht.com

[
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1  12月 28日 (金 )より1月 3日 (木 )ま で、冬季休業とさせていただきます。

|  この一年、関係各位には何かとお世話にな。りありがとうございました。来年も一層のご支援、ご協力をど

標 うぞよろしくお願いいたします。皆様良い年をお迎え下さい。
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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
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を行ったが、景気や文化は低落した。

吉宗は紀州藩主の四男坊に生まれ、母親は下賤の

身であったが、兄達が短期日に次々と斃死 (次男は夭逝 )

したので、藩主となり、また、ご三家の内では、筆頭の尾

張を出し抜いて、将軍の座を得たことなどから、暗闇の

部分を指摘する説もあるが、将軍としての来配は、まさ

に誉れ高き名君と言えよう。

1964年 (54年前 )、 東京オリンピックが開催された時

の我が国は、国力も経済力も国民の活力も、すべて右

上がりの活気に溢れた時代であったが、大きな赤字が

元禄8年、江戸時代最初の“小判の改鋳"が行われた。   残った。

公開せず秘密裏に、小判の金の合有量を三分の二に    オリンピック開催という特殊性から、その赤字の穴埋

落とし、2両を3両 に増やす改鋳で、幕府は600万両ほど  めにと、単年度だけ有効な、特例公債法を制定し、“違

の不労所得を得るが、現行小判を、粗悪な小判に鋳直す、   法行為である赤字国債"を、その年度だけ合法としたが、

幕府による贋金造りで、幕府以外の者が行えば、礫獄   法律は、1度制定されると、廃止されるまで有効であるの

間に該当する重罪である。              を悪用し、その後、赤字国債の違法であることを、今年

経済の発展、金山の産出量低下、輸入代金として、   だけは合法と、延々と今日まで継続している。

金銀海外流出などが、改鋳の理由とされているが、通    日銀法第5条では、新発国債を中央銀行である日銀

貨が粗悪な小判で1.5倍に膨れあがるので、物価は急   が購入することを、財政規律を根幹から崩壊させるので、

騰し、経済のマスだけは上がるので、いわゆるバブルが   固く禁じているが、一度金融機関 (主 として銀行 )に 買

生じた。                      わせ既発債とし、日銀が買うという、パチンコ屋の出玉を

贋金景気に浮かれた町人は、浮世絵、浄瑠璃、芝居、   そのまま現金化すると、賭博行為になるので、一度意味

俳句、花鳥風月画、浮世草子、派手な衣装など、一見華   不明の景品に変え、隣のあやしげな小屋で現金化する

やかな町人文化の開花を産み、武士まで堕落し、袴を   という、まやかし行為と同次元の脱法行為を、中央銀行

着けず着流しで、本来は黒に決まっている刀の鞘を、朱   である日銀が平然と行っている。

鞘にするのがオシャレであると流行した          他にも、ガソリン税は、税率を上げると目立ち文句が

元禄赤穂事件、芝居での忠臣蔵は、浅野内匠頭は、   出るので、税率は変えず、暫定的に単年度の税金を2

過去 (16歳の時)に、勅使供応役を務めているので、役   倍にしたが、その後、2倍の税金は予算に組み込み、延々

職のノウハウは周知であったが、小判の粗悪改鋳による、   と2倍課税を継続しており、車検毎の重量税も、同様の

急激な悪性インフレで、吉良への謝礼額が物価に追い   2倍課税が継続されている。

つかなかったのが、トラブルの一因ともいわれている。     ともかく1度特例課税を認めると、絶対にやめないの

バブル期に、文化が花開き、まともな時代には廃るのは、   が最近の政府で、野党が政権を取った時も、あきれたこ

古今東西同様の現象であるが、元禄のバブルは、贋金   とに、この悪例を踏襲し、自民党に単年度合法化の議

がベースなので、ことのほか悪質であるが、粗悪であっ   決を妨害され、困り果てるという失態を演じている。

ても金を含有した小判であることには、間違いは無い。    巨額のガソリン税や重量税は、一般会計に入らず、

しかしながら、違法な赤字国債を、日銀法第五条をご  特別会計という先進国に例を見ない、国会の決議なしで、

まかして、中央銀行に買わせ、本来の企業実力をまや   省庁で自由に使える税金で、田中角栄なる奸物の時代

かす株価の下支え、一部の政商企業の収益だけが表   に制定された、最悪の制度です。

面化させ、好景気と称するなど、我が国の現況は、その    数兆円で開発された“もんじゅ"は大失敗で、また数

悪質度において、違法赤字国債が、金の合有量ゼロの、   兆円をかけ取り壊し、諸物価が先進国に比し、かなり高

ただの借用証書という紙切れであることは、元禄小判   い我が国では、本来まっとうな物価に“下げる"の が政

の改鋳に比べ、その悪質度は、比較にならない程高い。   治の役割にもかかわらず、物価を2%“ 上昇 "させるた

八代将軍吉宗は、「幕府が贋金造りとは何事か」「元   めに、中央銀行の日銀がバズーカ砲を連射する。

に戻せ」と、粗悪小判を元の正常な金の合有量に改鋳    政治にかかわる輩の、お粗末劇場はいい加減に幕に

するが、財源の為に年貢率を上げたので、百姓一揆が   し、いつたん全員辞職させ、総入れ替えの必要がある。

随所で起こった。                   八代将軍吉宗のような政治家が出現しなければ、我

新田開発、小石川療養所開設、目安箱。米相場の正   が国は救えないのかもしれない。

常化、質素倹約、幕政改革など、極めてまっとうな改革                  (2018年 9月記 )
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県民 公 開講 座 犬 と 猫 の 口 腔 内 ケ ア 主催:公益社団法人愛知県獣医師会

日 時/2019年 1月 20日 (日 )13:30～ 15:00

講 師/江口 徳洋 先生

場 所/ウインクあいち11階 1102号室 (JR名古屋駅から徒歩5分 )

★講演終了後、愛知県動物保護管理センター岡 博子氏より「ペットの災害対策」について追加講演があります。

参加費/無料 「要」事前予約 定員100名 で締切とさせていただきます。

申込先/(公社)愛知県獣医師会事務局 TEL.052‐ 961-3435 FAX.052-951-2134

ゾ エ テ ィ ス ジ ャ バ ン (株)主催 セ ミ ナ ー
協賛名古屋市獣医自T協同組合
後援:(公社)名古屋市獣医師会

日時/2019年 1月 22日 (火 )20:30～22:30

場所/名古屋市獣医師会館2階講堂

内容/パラデイア錠について発売から4年現在での各病院での

使用状況や製品概要について

対象/名古屋市内の動物病院勤務獣医師
卒後5年未満の勤務医

講師/ゾエテイスジャパン(株 )テ クニカルサービス部 橋口順子氏

日時/2019年 3月 6日 (水 )20:30～22:30

場所/名古屋市獣医師会館2階講堂

内容/猫にやさしい病院づくり

対象/名古屋市内の動物病院勤務獣医師

講師/服部 幸 先生

(猫専門病院東京猫医療センター院長 )

(公社)愛知県獣医自雨会 人獣共通感染症請演会

日 時/2019年 2月 3日 (日 )13:30～ 17:00

場 所/名古屋市獣医師会館2階 大講堂 (名古屋市中区大須4-12-21 TEL.052-264-9882)

演 題/「災害時の人獣共通感染症対策を考える～災害時のVMATの役割～」

講 師/佐伯 潤 先生 (公益法人 大阪府獣医師会会長・くずのは動物病院)

参加費/無料 事前予約「要」 当日参加も可能ですが先着100名 で締切とさせていただきます。

主 催/(公社)愛知県獣医師会 人獣共通感染症委員会

申込先/(公社)愛知県獣医師会 事務局 TEL.052-961-3435 FAX.052-951-2134

讀 NVCSニュース掲載の企業広告を募集します

NVCSニュースでは、紙面に掲載する広告を募集しています。

名古屋を中心に中部。東海地方の獣医師、病院スタッフ対象への広告媒体として、売り込みたい新製品の紹介など

にお気軽にご利用ください。

掲載媒体/NVCSニュース 発行 日/毎月25日 年12回発行

送付病院数/約 270件 (主 に中部地方 )

広告規格・料金/
《紙面掲載》A4(縦 )版 1頁  ¥25,920(内 消費税¥1,920)

1/2頁 ¥12,960(内消費税 ¥960)
1/4頁 ¥6,480(内 消費税 ¥480)

《折込》1回 につき¥32,400(NVCSニュースご購読社様の場合)

●申し込み●

名古屋市獣医師協同組合

〒460-0011名 古屋市中区大須4-12-21

丁EL.(052)264‐ 9382

FAX.(052)264¨ 9381

E― Mail vetcoop@ss.i14u.orJp

申込方法/掲載・折込ご希望の月の前月末日までに広告原稿・チラシ見本とともにお申し込みください。

折込チラシは必要部数を発行日の1～ 2日前までにお届けください。

■■■■‐■■|■■■■■|■ |■■■||■ |1晰|=卜 1兼
‐
麒■■|■■■■■■■ |‐ ■■■■■・

当れ合員|の1年 区‐燿1人猪病院|の 1堀宏允1先生|が平成301年12月 5■ |に逝去さ―れまtlた:(事年78歳 )

れ合設立ス1来(長
=に

渡|う こ合運営

`|ご

協力頂ぎよltた :|||■■|■■|‐■ |‐ ‐■■ ||‐ |■‐|‐ |‐ |‐ ■

こ合員の客様とともに泉・厚―の1意 を表|.したヽヽと思|ヽ |ま すよ■■|■ |‐■
‐
■■■‐■■‐■■■■|■■|

ご冥石をお1祈 |り ltヽ たします:■■■|‐ ■‐■■■|■■■■■■|■■■名昔1屋
1市

1駅 1医1師 1協 同れ合
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眼の進化学 脊椎動物編 口3

○二重構造の眼球神経膜

視覚器として眼にとって何より重要なのは、眼球壁の

最も内方を構成する網膜と色素上皮層です。これらは

脳の一部が突出してできたものであり、両者を一緒にし

て「眼球神経膜」と呼んでいます。眼球神経膜が網膜

と色素上皮細胞による二重構造になっていることが、外

側眼の特徴の1つ です。それでは、眼球神経膜の構造

を見てみましょう(図 13)。 二重になっている眼球神経

膜の外方を占める色素上皮層には、色素上皮細胞が

一列に並んでいます。これと向き合う内方の網膜は、無

脊椎動物の網膜や頭頂眼の網膜よりはるかに厚くなっ

ていて、非常に多くの細胞が三層に分かれて配列して

います。視細胞は網膜の中で最も奥にあり、その光受

容部は、光の入ってくる方向とは反対に奥に向かい、色

素上皮層に向かって伸びています。つまり脊椎動物の

眼は反転眼、すなわち光受容部が光の入り日と逆向き

に伸びている眼になっています。
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図13 ヒトの眼球神経膜の構造
眼球神経膜は綱膜と色索上皮層の二重構造になっている。網膜にはさま
ざまな細胞が3層 に並んでぃる。一番奥にある視細胞(錐体細胞と拝体細胞)

が得た情報は、中央の「内顆粒層」で処理・統合されて「神経節細胞層」
に送られる。ここにある細胞の突起が「視神経」となり、光の情報を脳に伝
える。

これに対し無脊椎動物の視覚器では、網膜はいず

れも一重のみの構造です (図 14)。 また、脊椎動物の視

覚器でも頭頂眼の網膜は一重構造です。脊椎動物で

は2種類ある視覚の網膜を、外側眼では二重構造に、

頭頂眼では一重構造につくり分けているわけなのですが、

なぜこのようにつくり分けているのか、その理由はわか

っていません。

○二重構造の意味

それでは、脊椎動物の外側眼の、この二重構造 (網

膜と色素上皮層)にはどのような意味があるのでしょうか。

色素上皮細胞には次の2つの働きがあります。まず第1

には、網膜の視細胞に栄養分や酸素などを供給する役

小島健治

イカの磁
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図14 3種類の水晶体眼
網膜は、誇張して実際よりかなり厚く書いてある。外側眼では、二重になっ
ていることを示すために、網膜と色素上皮層をあえて離してある。

割です。第2に は、視細胞の光受容部の新陳代謝に関

与することです。光受容部は、その基部でたえず新し

い物質がつくられ、先端の色素上皮に面したところで、

その物質は色素上皮細胞により分解処理されています。

おそらくこの2点 が色素上皮細胞の最も重要な働きな

のでしょっ。

網膜と色素上皮細胞の間が離れてしまう障害が網

膜剥離です。この状態が長く続くと視細胞は次第に変

性して、最悪の場合は失明します。このことからも網膜

と色素上皮細胞とに密接な関わりがあることが理解で

きます。網膜と色素上皮細胞とに密接な関係があって

はじめて、外側眼の網膜はその機能を果たすことがで

きるのです。

○反転眼である理由

脊椎動物の網膜が反転眼という構造になっているこ

と、つまり視細胞、特に光受容部が光の入り口から一番

遠く離れた位置にあることは、不思議に思われるかもし

れません。視細胞が一番奥にあるために、網膜に到達

した光は、視細胞に届くまでにその手前にある多くの細

胞に反射されたり、吸収されたりして、わずかに残った

光しか届きません。効率という面では非常に不利な構

造になっています。無脊椎動物では、反転眼は扁形動

物のプラナリアや軟体動物のホタテガイなどにみられる

だけで、例外的です。ほとんどの無脊椎動物の視細胞

では、光受容部は光の方向を向いています。では、なぜ、

脊椎動物は一見すると不合理に思われる反転眼を採

用しているのでしょうか。その理由として、次のようなこと

が考えられます。仮に、視細胞が光を受けやすくするた

めに網膜の表層にあったとします。すると、色素上皮細

舛傷毅
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胞の代わりに視細胞を支持してくれるもの、言い換える

と視細胞の世話をしてくれるものが必要になります。また、

もしそれが網膜と硝子体との間にあって網膜の内表面

を覆ってしまったら、光を受容する効率が、現在の反転

眼よりさらに悪くなる可能性があります。このため、高度

に発達した脊椎動物の視覚器は、反転眼という仕組み

を選択したのではないかと考えられています。
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図15 視細胞
錐体細胞 (左 )と

拝体細胞 (右 )

すぃたぃ      かんたい

○錐体細胞と粁体細胞

脊椎動物の視細胞には錐体細胞と粁体細胞の2種

類があります (図 15)。 錐体細胞では円錐状をした錐体

が、粁体細胞では円筒状の粁体が光を受容する部分

であり、どちらの細胞でもこの部分は「外節」と呼ばれま

す。外節の網膜細胞は、櫛の歯のようにギザギザにな

っていたり、円板を形成したりしています。このため細胞

膜の面積が広くなり、多くの光に接触することができます。

この細胞膜に含まれる「視物質」が光に当たると光化

学反応をおこして、それによって視細胞に電位変化が

起こり、視神経を介して脳に伝わる仕組みになっていま

す。錐体細胞はおもに、明るいところで働く視細胞です。

ヒトの眼球には、片側だけで約600万 個の錐体細胞が

あります。光受容部である錐体には“光の三原色 "に

対応して、赤・緑。青の光に敏感に反応する赤錐体、緑

錐体、青錐体の3種類があります。この3種の錐体の反

応の違いにより、色を識別しているわけです。もう一方

の粁体細胞は、暗いところに対応する視細胞です。ヒト

は約1億 2000万 個の粁体細胞を持っていて、錐体細胞

を取り巻くように分布しています。梓体に含まれる視物

質ロドプシンは、弱い光にも反応します。このため、粁体

細胞を多く持っている動物は、暗いところにいても微弱

な光をとらえて、物を見ることができるのです。フクロウ

やミミズクなど、夜行性の鳥の眼には粁体細胞が多く、

そのため、夜はよく見えるのですが、昼間は明るすぎて

よく見えないのです。そのほかの鳥の眼は錐体細胞が

多いので、昼間はよく見えるのでが、夜間は視力が弱い、

いわゆる“トリロ“なのです。

今述べたことの繰り返しになりますが、錐体細胞が色

覚の働きを、粁体細胞が明暗の識別を行っています。

ヒトの錐体には、それぞれ光の吸収波長が異なる3つ の

視物質があります (図 16)。 これら3つの視物質が異な

る波長領域の光を感受して、その応答を組み合わせて、

様々な色を区別することで色覚 (赤、橙、黄、緑、青、紫

といった6色 の識別能力)は 生じているわけです。それ

では、このような3つ の視物質を持つことで様々な色を見

ることができる点で、ヒトは他の動物より優れているので

しょっか?

視物質   吸収波長   認識される色

S  560mm(短 波長)   青

M  530mm(中 波長)   緑
L  430mm(長 波長)   赤

図16錐体にある3つ の視物質とそれによって認識される色。ヒトの錐体に
は3つ の視物質がある。視物質それぞれに光の吸収波長が異なり、
それによって青、緑、赤の三色の認識が可能となっている。

実は、魚類、爬虫類、両生類、鳥類の多くは4つの視

物質を持っていることが分かってきました。紫または紫

外線、青、緑、赤に対応する視物質です。ですので、こ

れらの動物はヒトよりも豊かな色覚を持っている可能性

があります。また、ヒト以外の哺乳動物の大部分は、紫と

赤のみ識別できる2色性色覚になっていると考えられて

います。その理由として、元々は4色 性色覚を持ってい

たものの、哺乳動物の祖先がある時期に夜行性となり、

視覚よりも臭覚に依存した生活に適応して、青と緑の錐

体視物質を失ったためと考えられています。

また、霊長類の祖先は2色性色覚からスタートしたと

考えられています (紫と青に対する視物質は持っている

が、赤と緑に対する視物質は持っていない)。 比較的最

近 (数千万年前)になって、ヒト、類人猿 (チンパンジー、

ゴリラ、オランウータンなど)、 旧世界ザル (=狭鼻猿類。

ニホンザル、ラングーン、ミドリザルなど)では赤感受性

視物質と緑感受性視物質を持つようになって (逆に紫

に対する視物質は失って)、 3色性色覚 (赤 、緑、青が認

識できる)が復活したと考えられています。新世界ザル(=

広鼻猿類。マーモセット、タマリン、リスザルなど)の場合、

オスは赤感受性視物質か緑感受性視物質のいずれか

一方しか持ち得ないのですが、メスはその両方を持ち、

3色性色覚を持っていると考えられています。

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
・ブルーバックス 新しい霊長類学

京都大学霊長類研究所編著 講談社

笏修夕彪
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NVCセミナー

泌1尿1器1疾1患|セミ|ナ

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器疾1患|セミ|ナ■■■■■■|■11早界1奮′零
「

1「平|ヽ1771:=|,ン
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1不計.1甲)|■|■|■||■|

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

臨床研1究|セミナ|■ISIIII14マジ,1女計さ菌,

演 題/【「世の中の獣医師は忙しすぎて論文が読めないっ!?」 とあきらめている方へ】
講 師/小島 健太郎 先生  時 間/21:00～ 22:30(各 回とも)

日 程/2019年 1月 24日 (木 )2月 28日 (木 )3月 28日 (木 )4月 25日 (木 )5月 30日 (木 )6月 27日 (木 )

参カロ費 (全6回 総額)/提携病院A:29,160円  その他の病院 :48,600円

会 場/名古屋ベテリナリーコンサルテーション

1眼1科1疾1患|セミ|ナ|■t,"■女計
=適

,

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カンファレンス・セミナーに関する問合せは》
詳細。お申込みは/ホームページ(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¨ 701 5  FAX:052… 387‐ 7017 E‐ rna‖ :vetrnedhp@nagoya‐ vc.ip

勇気を修養するものは、進む方の男気ばかりでなく、
退いて寺る力の沈勇もまたこれを養うようた掛けねばならぬ。

両着がそろって真の男気が成る。
新渡戸稲造 (1862～ 1933)教育者
出典:「名言名文句事典」 昭和出版社
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あた式花2CDて画ι)プ 劇ゞ百ι)で あ(モニター⊃―ナー)

417号のアンケー ト結果です。

*417号で興味のあつた記事 (‖頁不同)

▼平成徒然草100 ▼眼の進化学―脊椎動物編2 ▼帝王切開

▼第14回臨床獣医学AtoZ ▼書籍紹介「絵を描くことに恋をして」

*組合、名古屋市獣医師会共催の臨床獣医学AtoZ及び動物看護師セミナーは

来年1月 14日 に予定しております。この講演は間き逃せないとか楽しみだと

いつたことがあればお書きください。

●中島先生のセミナーは初めて参加しますが、独自の理論、考え方をお持ちと

伺っていますので、どのよう恋講演にをるか楽しみにしています。中村先生は

救急医療のエキスパートで毎回参考になるお話が聞けるし、分かり易い内容

ですので楽しみにしています。

●動物看護師を対象にしたセミナーを是非ともスタッフに受講をと考えていま

す。製品説明も期待しています。

●産科救急に注目しております。

●今回は都合により参lllできないのが残念です。

●「産科救急」には期待しています。

●ANC「病気のしくみを考える」

*秋にちなんで第2弾 !! 食欲の秋、昨今町おこし、地域振興の一つとしてご当

地グルメ、B級グルメが盛んに宣伝されています。実際に食べられてお奨めの

品目は何かありますか。ご紹介ください。

●土岐インター近くの道の駅、志野 織部で売っているプリン大福は、スイーツで

特にプリン好きで大福も好物の私には、絶品だと思っています。そこでも飲食

できるのでゴルフの帰りによく寄って行きます。

●糖尿病、高血圧、高脂血症を持つ身としては食欲の秋より、減量の秋ですね。

グルメ品食べている場合ではないので。

●本曽路の五平餅を推薦します。串の形状とタレの違いがあり、お店、地域によ

って味が違うので色々と味わってみるのも楽しみのひとつである。

●B級かどうかは不明ですが、ソースカツ丼のパリエーシ∃ンも面白いと思いま

す。新潟でのつけたれのソース?カ ツ丼が印象的です。私の住む中野ではい

わゆる「ソース」がかかっているのがソースカツ丼です。BSの「ぼったくり居

酒屋」という番組では時々おもしろいB級グルメが見られます。中京地域は

もっと発信されてもよいと思われます。

●年齢を考慮して「減―塩 糖 月旨」を心がけていますので外食をほとんどしてい

ません。ただ、最近知った丸の内にある「佐とう」さんの「濃厚中華そば」は

血糖値スパイク覚悟で行ってみたいと思っています。そもそも細部にまで拘

って作られたラーメンをB級グルメと言って良いか…?|

●名古屋メシの一つとされる 味仙の台湾ラーメンは、1～ 2ヶ月に1回 くらい食

べたくなります。

作 。松原勝久
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1月 12日 (土 )

1月 14日 (月・祝)

1月 20日 (日 )

2月 3日 (日 )

名古屋動物看護学院 一般 (三次)入学試験 …………………。名古屋

臨床獣医学AtoZ、 ANC養成講座、動物看護師セミナー………名古屋

(公社)愛知県獣医師会 県民公開講座 ・………………………名古屋

(公社)愛知県獣医師会 人獣共通感染症講演会 ・……………名古屋

名古屋市獣医師会館

ローズコートホテル

ウインクあいち

名古屋市獣医師会館
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