
 

第 34 回 
獣医療関連用品フェア 
 

第 13 回臨床獣医学 AtoZ 

 
 

『失敗から学ぶ 明日への臨床』  
 

 日時 

1 月８日 
会場 

222・223 

２０１７年１月８日(日) ・１月９日(月・祝) 

名古屋国際会議場 2 号館 

1 月９日 
会場 

222・223 
 

 

午後 1:00～ 講師：中村篤史先生 (TRVA夜間救急動物医療センター長) 

『救急医療 しくじり先生の失敗に学ぶ』 協賛：(株)堀場製作所 

午後 4:40～ 講師：桑原康人先生 (クワハラ動物病院長) 
『ＵＰＣ，ＳＤＭＡを腎不全の治療に活かすためには』 
  －失敗から学ぶ猫の尿路閉塞の治療法― 

協賛:アイデックスラボラトリーズ(株) 

 

午前9：00～  講師：遠藤薫先生 (遠藤犬猫病院長) 

『失敗に学ぶ外科、整形外科』 
午後 1:10～ 講師：大野耕一先生 (東京大学内科学教室准教授) 

『消化器疾患診療のピットフォール  

  ：なぜ私は治療に失敗したのか』 協賛:富士フィルムメディカル(株) 
 

1 月８日  
会場 
224 

 

1 月９日 
会場 
224 

動物看護師セミナー＆ＡＮＣ養成講座 同時開催 
主催：名古屋市獣医師協同組合 共催：(公社)名古屋市獣医師会 

午前 9:30～ 講師：志水泰武先生(岐阜大学獣医生理学研究室教授)  

ＡＮＣ養成講座 『病気の仕組みを考える』  
午後 1:00～ 講師：遠藤薫先生(遠藤犬猫病院長)  

『動物看護師の心構え』  
午前 9:30～ 講師：中村篤史先生(TRVA夜間救急動物医療センター長) 

     『デキる看護師のための救急医療！』 協賛：(株)堀場製作所 

午後 1:30～ 講師：上田綾子先生 (ロイヤルカナン ジャポン) 

『猫の行動学・・・看護師として知っておくべき事』 
協賛:ロイヤルカナンジャポン 

お問合せ 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-mail:info@nagoyaaht.com 

名古屋動物看護学院ＨＰ  http://www.nagoyaaht.com/ (公社)名古屋市獣医師会ＨＰ http://www.nagoyavet.jp/ 

  

 

オリンパス主催 

消化器 内視鏡 

レクチャー  

※最新情報は組合 NEWS、名古屋市獣医師会ＨＰ・名古屋動物看護学院ＨＰで掲載予定 
 
 

 

主催：名古屋市獣医師協同組合 後援：(公社)名古屋市獣医師会 

 

http://www.nagoyavet.jp/


事前登録の締切は１２月２６日です       登録料と登録方法 

 

【獣医師】 対象講演：臨床獣医学 AtoZ     ※登録料にはハンドアウト代と９日のお弁当代(事前登録の方のみ)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) A B 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 
ﾊﾝﾄﾞｱｳﾄ・弁当付 

➊ ¥8,000 ➋ ¥4,000 ➌ ¥10,000 ➍ ¥6,000 

当日登録 
ﾊﾝﾄﾞｱｳﾄ付 

 \10,000 \5,000 \12,000 \7,000 

 

【動物看護師・スタッフ】 対象講演：動物看護師セミナー  
※登録料にはハンドアウト代と９日のお弁当代(事前登録の方のみ)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 ﾊﾝﾄﾞｱｳﾄ・弁当付 ➎ ¥3,000 ➏ ¥4,000 

当日登録 ﾊﾝﾄﾞｱｳﾄ付 \4,000 \5,000 
 

〔ＡtoＺ・看護師セミナー ハンドアウトのみ〕  \2,000 
    

【ＡＮＣ養成講座】 事前登録のみ 当日登録はありません ※お弁当はつきません                   

 受講料 修了試験料 前回・前々回講座の再試験料 

事前登録（12/26 締切） ➐ ¥2,000(テキスト代込) ➑ ¥1,500 ➒ 1 科目につき¥1,500 
 

《登録方法》 
下の申込書を FAX 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№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・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-mail：info@nagoyaaht.com 
http://www.nagoyaaht.com (催事の最新情報を随時アップします) 

FAX(052)264 -9381 

 

第 13 回臨床獣医学ＡtoＺ/動物看護師セミナー/ＡＮＣ養成講座  

参加申込書 
(申込日    月   日) 

病院名 
 

院長名  

ご住所 
〒 

                                           お電話（     ）    －  

希望する番号(料金表の番号に対応)欄に○をつけてください 

所属 

(A)～(H) 
お名前（￥受講料） ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ 

(    ) 
(\          ) 

  
  

    
 

(    ) 
(\          ) 

         

(    ) 
(\          ) 

         

(    ) 
(\          ) 

         

(    ) 
(\          ) 

         

(    ) 
(\          ) 

         

二重振り込みに 

ご注意ください!! 

 

http://www.nagoyaaht.com/


会社名 〒 電話

シンメディコ株式会社 270-2212 千葉県松戸市五香南1-12-10 047-369-7799

株式会社すとろーはうす 650-0034 神戸市中央区京町67 KANJUビル7階C号室 078-335-5003

有限会社友愛メディカル 333-0817 埼玉県川口市戸塚南2-25-12 048-291-0655

千寿製薬株式会社 541-0046 大阪市中央区平野町2-4-9 武田平野町ﾋﾞﾙ7階 06-6226-1771

株式会社テクノメディカ 464-0850 名古屋市千種区今池5-4-3　6階 052-741-1516

株式会社ＴＡＣ設計室 461-0003 名古屋市東区筒井3-17-5 052-932-1156

コニカミノルタジャパン株式会社 460-0008 名古屋市中区栄2-4-1 広小路栄ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6階 0570-008-871

株式会社堀場製作所 461-0004 名古屋市東区葵3-15-31 千種第2ビル6階 052-936-5781

MEFサージテック株式会社 270-0163 千葉県流山市南流山6-17-4 B102 04-7159-1990

ペットコミュニケーションズ株式会社 541-0048 大阪市中央区瓦町1-6-10 JPビル3F 06-6228-0873

株式会社島津理化 450-0002 名古屋市中村区名駅3-16-22 名古屋ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾙ1号館　7階 052-571-9166

有限会社PKBジャパン 536-0023 大阪市城東区東中浜6-12-7 06-6965-2986

日本全薬工業株式会社 465-0054 名古屋市名東区高針台2-303 0120-54-4815

株式会社名古屋イノコシ 460-0012 名古屋市中区千代田3-18-16 052-322-2731

東芝医療用品株式会社 113-0034 東京都文京区湯島2-18-6 夏目ビル3階 03-5805-1221

有限会社オーキッド 437-0226 静岡県周智郡森町一宮6017-1 0538-86-6185

太陽電子株式会社 168-0065 東京都杉並区浜田山3-26-2 03-3316-1848

株式会社三輪器械 460-0002 名古屋市中区丸の内3-23-16 052-962-3001

さくらメディカル 501-3753 岐阜県美濃市松森215-1 インタースクウェアⅠ-503 0575-29-9128

株式会社医療情報研究所 635-0061 奈良県大和高田市礒野東町1-10 上田ビル7階 0745-22-6439

コデン株式会社 170-0002 東京都豊島区巣鴨1-4-16 03-5981-8611

富士フイルムメディカル株式会社 106-0031 東京都港区西麻布2-26-30 富士フイルム西麻布ビル 03-6419-8000

株式会社中部レチナ 465-0004 名古屋市名東区香南１-505 052-775-5641

シスメックスTMC株式会社 461-0005 名古屋市東区東桜1-1-10 アーバンネット名古屋ビル20階

会社名 〒 電話

株式会社ＴＡＣ設計室 461-0003 名古屋市東区筒井3-17-5 052-932-1156

長楽寺動物霊園 457-0014 名古屋市南区呼続4-13-18 052-811-6036

株式会社キリカン洋行 108-0075 東京都港区港南5-7-12　7階 03-6718-4300

バイエル薬品株式会社 100-8265 東京都千代田区丸の内1-6-5 03-6266-7345

同和化学株式会社 462-0005 名古屋市北区池花町300 052-901-3101

富士フイルムモノリス株式会社 465-0025 名古屋市名東区上社4-57-5 第2フェアモント103号 052-709-6170

株式会社ファイネス　名古屋支店 465-0092 名古屋市名東区社台3-179 052-774-2638

株式会社島津理化 450-0002 名古屋市中村区名駅3-16-22 名古屋ﾀﾞｲﾔﾋﾞﾙ1号館　7階 052-571-9166

日本メディカルプロダクツ株式会社 103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町12-9 03-3663-6111

第34回獣医療関連用品フェア　展示企業　　 12月6日現在

第34回獣医療関連用品フェア　展示企業　 12月6日現在

住所

住所


