2020.04.01 3月分の病院実績をアップいたしました。
2020.03.01 2月分の病院実績をアップいたしました。
2020.02.01 1月分の病院実績をアップいたしました。
2020.01.01 12月分の病院実績をアップいたしました。
2020.01.01 新年、明けましておめでとうございます。
旧年中はひとかたならぬご厚情をいただきありがとうございます。
本年も、更なる動物医療の向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立て
を賜りますようお願い申し上げます。
2019.12.10 当院は年末年始も通常通り診療致します。
検査・手術・入院も通常と変わらず対応させていただきますので
他の医療機関がお休みの間、ご利用頂ければ幸いです。
2019.12.01 11月分の病院実績をアップいたしました。
2019.11.01 10月分の病院実績をアップいたしました。
2019.10.01 9月分の病院実績をアップいたしました。
2019.09.01 8月分の病院実績をアップいたしました。
2019.08.01 7月分の病院実績をアップいたしました。
2019.08.01 心臓血管ケアセンター開設のお知らせ
2019.07.01 病院長交代のお知らせ
2019.07.01 6月分の病院実績をアップいたしました。
2019.06.30 呼吸器科閉科のお知らせ
2019.06.01 5月分の病院実績をアップいたしました。
2019.05.03 本日で開院四周年を迎えました！多数のご紹介、ご来院を感謝いたします。
これからも変わらぬお引き立てを賜りますよう心よりお願い申し上げます。
2019.05.01 4月分の病院実績をアップいたしました。
2019.04.13 第6回近畿AMI杯開催を開催させていただきます！
お申込み心よりお待ちしております！
2019.1.26

第1回獣医脳神経病セミナーへ多数のご参加をいただき有難うございま した！

2018.12.01 第1回獣医脳神経病セミナーを1月26日（土）に開催致します！
2018.11.01 第39回動物臨床医学年次大会にて、当院の獣医師が発表をさせていただきます！
お時間ございましたらご聴講頂ければ幸いです。
2018.10.11 第1回獣医循環器症例検討会に多数のお申し込み有難うございます！
定員に達したため、大変恐縮ではありますが一旦締め切りをさせていただきます。
2018.09.01 第1回獣医循環器症例検討会を10月26日（金）に開催致します！
2018.08.01 山形県獣医師会主催セミナーにて、当センターのセンター長嶋崎が
講演させていただくことになりました！
お時間ございましたらご聴講頂ければ幸いです。

2018.07.11 第4回獣医呼吸器病セミナーに多数のお申し込み有難うございます！
定員に達したため、大変恐縮ではありますが一旦締め切りをさせていただきます。
2018.06.14 第5回近畿AMI杯にご参加頂き有難うございました！
ご要望にお応えし来年も開催を予定しております！
2018.06.01 隔月刊「伴侶動物画像診断」No.11 全国画像診断の現場レポートにて
当院が掲載されました！お時間ございましたらお目通し頂ければ幸いです。
2018.05.15 当センター長の嶋崎が台湾の中華民國小動物臨床研究會にて
講演をさせていただきました！
2018.04.15 3回獣医呼吸器病セミナー、第3回獣医CT・MRI検査麻酔実習ともに多数の
お申込み有難うございます！定員まであとわずかです！
ご希望の方はお早めにお申込 みください！
2018.03.15 第3回獣医CT・MRI検査麻酔実習の受付を開始いたしました！
お申込み心よりお 待ちしております！
2018.02.15 第3回獣医呼吸器病セミナーの受付を開始いたしました！
お申込み心よりお待 ちしております！
2018.01.09 当センターでは湯の原高原高地トレーニング施設プロジェクトを応援しており
ます！皆様のご協力・お力添えの程どうぞよろしくお願い致します！
2018.01.05 2018年度のセミナースケジュールを更新いたしました！
お申込み心よりお待ち しております！
2017.12.01 第6回心肺蘇生実習研修受付を開始いたしました！
お申込み心よりお待ちして おります！
2017.11.05 第1回獣医循環器セミナ―へ多数のご参加をいただき有難うござい ました！
2017.11.01 第2回獣医呼吸器病セミナーですが、第1回と同じ講演内容ですので
ご注意くだ さい。参加希望多数の為に、追加日程を準備いたしました！
2017.10.01 第1回呼吸器病セミナーの受付を開始いたしました！
お申込み心よりお待ちし ております！
2017.09.09 第5回心肺蘇生実習研修へ多数のご参加をいただき有難うございま した！
2017.08.01 第5回心肺蘇生実習研修の受付を開始いたしました！
お申込み心よりお待ちしております！
2017.07.13 第2回獣医循環器セミナ―へ多数のご参加をいただき有難うございました！
2017.06.08 第4回近畿AMI杯にご参加頂き有難うございました！
ご要望にお応えし来年はさらに組数を増やし開催を予定しております！
2017.05.27 獣医検査麻酔実習へ多数のお申し込み、ご参加をいただき有難うございました！
2017.04.13 第4回近畿AMI杯開催を開催させていただきます！
お申込み心よりお待ちしております！
2017.03.30 獣医検査麻酔実習へ多数のお申し込みをいただき有難うございます！

定員に達したため締め切らせていただきます。
2016.03.09 第3回獣医循環器・呼吸器症例検討会へ合計80名以上の先生方にご参加をいただき有難
うございます！
2016.02.01 第3回獣医循環器・呼吸器症例検討会へ多数のお申し込みをいただき有難うございま
す！定員を大幅に越えるお申し込みを頂いたため追加日程を設けさせていただきまし
た！
2016.01.11 第12回獣医CT・MRI研究会の受付を開始いたしました！
お申込み心よりお待ちしております！
2017.01.08 第3回獣医循環器・呼吸器症例検討会の受付を開始いたしました！
お申込み心よりお待ちしております！
2016.12.08 第1回獣医CT・MRI研究会in九州に多数のご参加いただき有難うございます！
2016.11.24 第11回獣医CT・MRI研究会に多数のご参加いただき有難うございます！
2016.11.10 第2回獣医循環器・呼吸器症例検討会に50名以上の先生方にご参加をいただき有難うご
ざいます！
2016.10.20 第1回獣医循環器セミナーに100名近くの先生方にご参加をいただき有難うございま
す！
2016.10.10 第2回獣医循環器・呼吸器症例検討会の受付を開始いたしました！
お申込み心よりお待ちしております！
2016.09.04 小動物の心肺蘇生実習研修に多数のご参加いただき有難うございます！
来年1月開催分は24名定員まで残り5名です！お申込みお待ちしております！
2016.09.01 第1回獣医循環器セミナー10月13日分は満席になりました、多数のお申込み誠にありが
とうございます！大好評につき追加開催日を設定致しましたので、お申込みお待ちし
ております！
2016.8.29

第3回近畿AMI杯を開催させていただきます！
お申込み心よりお待ちしております！

2016.08.18 第10回獣医CT・MRI研究会に多数のご参加いただき有難うございます！
2016.08.12 第1回獣医循環器セミナーの受付を開始いたしました！
お申込み心よりお待ちしております！
2016.08.05 9月3日に開催させていただきます小動物の心肺蘇生実習研修が好評につき、定員まで
残り2名です！ご興味がある方はお早めにお申し込みください！！
2016.08.02 第1回獣医CT・MRI研究会in中国･四国の受付を開始いたしました！
お申込み心よりお待ちしております！
2016.07.07獣医循環器・呼吸器症例検討会に多数のご参加いただき有難うございます！
2016.06.21 獣医循環器・呼吸器症例検討会に多数のお申し込み有難うございます！
現在50名以上のお申し込みをいただき、大変恐縮ではありますが会場の都合により一
旦締め切りをさせていただきます。

2016.06.13 第59回日本獣医画像診断学会にて発表をさせていただきます。
お時間が御座いましたらご聴講頂ければ幸いです。
2016.06.09 第2回近畿AMI杯感謝祭にご参加いただきありがとうございました！
2016.06.08 第10回獣医CT・MRI研究会の受付を開始いたしました！
お申込み心よりお待ちしております！
2016.05.05 循環器・呼吸器症例検討会の受付を開始いたしました！
お申込み心よりお待ちしております！
2016.05.3 本日でオープン一周年を迎えました！
今後も微力ながら獣医療界の発展に貢献するため日々精励する決意です。
これからも変わらぬお引き立てを賜りますよう心よりお願い申し上げます。
2016.04.24 心エコー実習研修
2017 年 3 月末までのコース満席になりました！
多数のお申し込み誠にありがとうございます。
2016.04.20 第 2 回 近畿 AMI 杯感謝祭 開催場所変更のお知らせ
2016.04.12 第 2 回 近畿 AMI 杯感謝祭 ゴルフコンペ開催のお知らせ
2016.04.09 第 1 回小動物の心肺蘇生実習研修を開催いたしました！
多数のご参加ありがとうございました！ 実習研修風景
2016.04.07 第 2 回小動物の心肺蘇生実習研修 日程変更のお知らせ
講 師 の 都合 によ り 日程変 更 と なり まし た 。大変 ご 迷 惑を おか け してお り ま す。
2016.04.01 センター長 嶋崎等 就任のご挨拶
2016.03.29 2017 年 3 月までの CT 実習研修が満席に！
心エコー実習は残り 1 名枠です。お早めのお申し込みお待ちしております！
追加日程につきましても企画させていただきます！
2016.03.08 小動物の心肺蘇生実習の申込受付を開始いたしました！
皆さまのお申込みお待ちしております！
2016.01.12 北里大学 夏堀教授によるセミナーの受付を開始いたしました！
是非皆さまご参加ください
2015.12.31 本年はセミナー、実習研修へ多数ご参加いただきありがとうございました！2015.11.20
実習研修 2016 年 9 月以降の申し込み開始！→コチラから
2015.11.15 第 36 回動物臨床医学年次大会(11 月 20 日、11 月 21 日、11 月 22 日）
獣医の方々多数参加 症例発表やセミナーなど ご聴講頂ければ幸いです
第 36 回動物臨床医学年次大会 発表内容「PDF」
2015.10.21 今月もセミナー開催！
2015.09.29 US の Basic が満席で、失礼しております
枠を増やしてまいります！
2015.09.06 実習研修初まる！

CT の実習研修が開始されました！皆さんの熱い意欲にお応えしなければ！2015.08.23
こけら落としセミナー開催

いよいよ研修センター動き出します

2015.06.28 22 人 セミナールーム貸出開催
2015.04.26 55 人オープニング前に セミナールーム貸出開催

