
Ⅳ 学会・研修会

◇学会

１ 平成 23年度関東・東京合同地区獣医師大会・三学会
日時：平成 23年 9月 11日（日）
場所：日本大学生物資源科学部湘南キャンパス（神奈川県藤沢市）

（１）大会スローガン

１ 今まさに大同団結の時、東日本大震災復興支援に向けて英知を結集しよう

２ 改正家畜伝染病予防法の趣旨の徹底を図り、海外悪性伝染病の発生を防止しよう

３ 飼育動物の所有を明らかにするマイクロチップの装着を推進しよう

４ 学校飼育動物の適切な飼育のために地域獣医師会と教育現場の連携を確立しよう

（２）三学会

ア 口頭発表演題

（ア）日本産業動物獣医学会 17題
（イ）日本小動物獣医学会 37題
（ウ）日本公衆衛生獣医学会 19題

イ 会員発表演題

（ア）難治性角膜潰瘍の犬 15例の回顧的研究
○ 三國 まどか（ＤＶＭ sどうぶつ医療センター横浜二次診療センター）

（イ）足根関節に一時的経関節創外固定法を適用した猫 7例
○ 小林 聡（ＤＶＭ sどうぶつ医療センター横浜二次診療センター）

（ウ）経皮的 CTガイド下生検の有用性
○ 峰崎 央（なかまる動物病院）

※ 日本小動物獣医学会学術奨励賞受賞

演題：足根関節に一時的経関節創外固定法を適用した猫 7例
演者：小林 聡

２ 平成２３年度日本獣医師会 学会年次大会（北海道）

日時：平成 24年 2月 3日（金）～ 5日（日）
場所：札幌コンベンションセンター（北海道札幌市）

◇研修会および講習会

１ 日本獣医師会委託講習会

(1) 小動物学術講習会（関東地区） 担当県：神奈川県［生涯研修事業ポイント］

開催日時：平成 23年 11月 24日（木） 午後 1時 50分～ 6時
開催場所：麻布大学 9号館
講習内容： ～判例に学ぶ～小動物診療と獣医療訴訟

講 師：日本大学医学部社会医学系法医学分野

兼任講師 岩上 悦子 先生



(2) 産業動物臨床講習会（関東地区） 担当県：千葉県［生涯研修事業ポイント］

開催日時：平成 23年 12月 7日（水） 午後 2時～ 5時
開催場所：ホテルプラザ 菜の花館（千葉市）

講習内容：国内外の家畜衛生情報

講 師：農林水産省消費安全局動物衛生課

吉村 史朗 先生

２ 日本獣医師会獣医療提供体制整備推進総合対策事業に係る委託講習会

(1) 高度獣医療技術研修会（関東地区） 担当県：栃木県［生涯研修事業ポイント］

開催日時：平成 23年 12月 10日（土） 午後 1時 30分～ 4時
開催場所：宇都宮ポートホテル（宇都宮市）

講習内容：牛の各種疾患に対する画像診断の実際

講 師：宮崎大学農学部獣医学科獣医外科学研究室

教授 萩尾 光美 先生

(2) 管理獣医師技術研修会（関東地区） 担当県：茨木県［生涯研修事業ポイント］

開催日時：平成 24年 2月 17日（金） 午後 1時
開催場所：三の丸ホテル(水戸市）

講習内容：食の安全・安心を担う獣医師の役割ついて 他

講 師：農場管理獣医師協会会長・日本獣医師会顧問

北村 直人 先生

(3) 新規獣医師技術研修会（関東地区） 担当県：埼玉県［生涯研修事業ポイント］

開催日時：平成 24年 2月 23日（木） 午後 1時 30分
開催場所：大宮ラフォーレ清水園（さいたま市）

講習内容：獣医師法等関係法令の要点について 他

講 師：埼玉県農林部畜産安全課

主幹 斎藤 良幸 先生

３ 生涯研修講習会［生涯研修事業ポイント］

(1) 開催日時：平成23年10月9日（日） 午後3時から午後7時

開催場所：崎陽軒 ヨコハマジャスト１号館 8階 会議室

講習内容:「診断または治療が困難な内科疾患に対する臨床的対応方法について」

講 師: 岐阜大学 応用生物科学部 獣医臨床放射線学研究室

教 授 前田 貞俊 先生

(2) 開催日時：平成23年11月13日（日） 午後3時から午後7時

開催場所：崎陽軒 ヨコハマジャスト１号館 8階 会議室

講習内容:「癌に対する最先端治療 ～一般開業でできる事、大学病院でできる事～」

講 師: 鳥取大学 農学部 獣医学科 獣医神経病・腫瘍学教室

教 授 岡本 芳晴 先生



(3) 開催日時：平成24年1月29日（日） 午後3時から午後7時

開催場所：崎陽軒 ヨコハマジャスト１号館 ８階 会議室

講習内容:「肝臓病の診断アプローチ ～肝酵素値の上昇のとらえ方、次なる手法～」

講 師: 日本大学 生物資源科学部 獣医学科 獣医内科学研究室

専任講師 坂井 学 先生

(4) 開催日時：平成24年3月18日（日） 午後3時から午後7時

開催場所：崎陽軒 ヨコハマジャスト１号館 8階 会議室

講習内容:ふらつきや麻痺を呈する疾患の診断と治療 ～椎間板ヘルニアを中心に～

講 師: 日本大学 生物資源科学部 獣医学科 獣医外科学研究室

専任講師 枝村 一弥 先生

４ 横浜市獣医師会フォーラム（横浜市健康福祉局後援）

開催日時：平成 24年 2月 19日（日） 午後 1時 30分～ 4時 30分
開催場所：横浜市社会福祉センター 4階ホール
テ ー マ：「災害時のヒトと動物を考える」

１ 講 演

(1) 演題名：「宮城県におけるどうぶつ救護活動の報告」

講師 島村 麻子（しまむら あさこ）先生

ア二コム ホールディングス株式会社 獣医師

(2) 演題名：「自分と家族と防災」

講師 早川 大（はやかわ はじめ）先生

団体Ｂｏｕｓａｒｉｎｇ代表 危機管理アドバイザー

(3) 演題名：「横浜市における災害時のペット対策」

講師 泉 俊明（いずみ としあき）先生

横浜市健康福祉局健康安全部 動物愛護センター センター 長

２ テーブルディスカッション

(1)パネリスト

・ア二コム ホールディングス株式会社 獣医師 島村 麻子 先生

・団体Ｂｏｕｓａｒｉｎｇ代表 危機管理アドバイザー 早川 大 先生

・横浜市健康福祉局健康安全部 健康安全部 動物愛護センター センター長 泉 俊明 先生

・社団法人 横浜市獣医師会会長 越久田 健

(2) 座長

・ 社団法人 横浜市獣医師会 井本 史夫

５ 獣医師会後援・共催学術講習会、大会、フォーラム

(1) 第 124回ＪＡＨＡ国際セミナー
開催日時：平成 23年 7月 30日～ 31日
開催場所：研究社英語センター（東京都新宿区）

主 催：公益社団法人 日本動物病院福祉協会

講習内容：「臨床病理学」

講 師：石田 卓夫（赤坂動物病院医療ディレクター）



(2) 平成 23年度神奈川県野生動物リハビリテーター（2級）講習会
開催日時：平成 23年 9月 10.日～ 11日
場所：かながわ県民活動サポートセンター

主 催：NPO法人野生動物救護獣医師協会神奈川支部

(3) 第 125回ＪＡＨＡ国際セミナー
開催日時：平成 23年 10月 21日～ 23日
開催場所：アリミノビル（東京都新宿区）

主 催：公益社団法人 日本動物病院福祉協会

講習内容：「内分泌学」

講 師：Dr.Carmel T.Mooney (University College Dublin)

(4) 第 11回ＤＶＭs学術セミナー

開催日時：平成 23年 11月 6日
開催場所：かながわ県民センター（横浜市神奈川区）

主 催：DVMs動物病院グループ
講習内容：「麻酔およびペインコントロール」

講 師：日本大学 生物資源科学部 獣医学科 総合臨床獣医学研究室

助教授 佐野 忠士 先生

(5) ヒルズ特別セミナー 横浜

開催日時：平成 23年 11月 27日
開催場所：ラジアントホール（横浜市中区）

主 催：日本ヒルズ・コルゲート㈱・DSファーマアニマルヘルス㈱
講習内容：「アレルギー性下痢の診断と管理」

講 師：Dr.Nick Cave(マッセイ大学小動物内科・栄養学の上級講師)

(6) 第 126回ＪＡＨＡ国際セミナー
開催日時：平成 23年 12月 9日～ 11日
開催場所：アリミノビル（東京都新宿区）

主 催：公益社団法人 日本動物病院福祉協会

講習内容：「胸部外科」

講 師：Dr.Stephen Birchard アメリカ獣医外科専門医

(7) モリノス研修会
開催日時：平成 23年 12月 23日
開催場所：横浜市関内ホール

主 催：株式会社 モリノス

講習内容：「内分泌疾患の診断・治療・コントロール」

講 師：日本獣医生命科学大学 教授 左向 敏紀 先生



(8) 第 127回ＪＡＨＡ国際セミナー
開催日時：平成 24年 1月 27日～ 28日
開催場所：アリミノビル（東京都新宿区）

主 催：公益社団法人 日本動物病院福祉協会

講習内容：「画像診断学」

講 師：Dr.Erikk Wisner(University of California・Davis教授)

(9) 第 128回ＪＡＨＡ国際セミナー
開催日時：平成 24年 2月 24日～ 26日
開催場所：アリミノビル（東京都新宿区）

主 催：公益社団法人 日本動物病院福祉協会

講習内容：「形成外科」

講 師：Dr.Cheryl Hedlund アメリカ獣医外科専門医

(10) 災害時における Zoonosisの事前・事後の対策シンポジウム
開催日時：平成 24年 2月 25日
開催場所：豊島講堂（東京都豊島区）

主 催：社団法人東京都家庭動物愛護協会

(11) 日本獣医内科学アカデミー/日本獣医臨床病理学会/日本獣医皮膚科学会 2012大会
開催日時：平成 24年 2月 17日～ 19日
開催場所：パシフィコ横浜（横浜市西区）

主 催：日本獣医内科学アカデミー、日本獣医臨床病理部会

(12) 第 13回 DVMS学術セミナー
開催日時：平成 24年 3月 11日
開催場所：かながわ県民センター（横浜市神奈川区）

主 催：DVMs動物病院グループ
講習内容：「咳の診断・治療と ACEIの最近のトピックス」
講 師：日本大学 生物資源科学部 獣医学科 獣医内科学研究室

教授 上地 正美 先生

Ⅴ 表彰（表彰者敬称略）

１ 関東・東京合同地区獣医師大会獣医事功績者表彰

日 時：平成 23年 9月 11日（日）
場 所：日本大学生物資源科学部湘南キャンパス（神奈川県藤沢市）

受賞者：鈴木 尊 ・ 鈴木 哲也

半澤 浩幸・ 田坂 樹里

２ 動物愛護管理功労者表彰

平成 23年 9月 23日（金）
受賞者：丸塚 裕紹



３ 神奈川県保健衛生功労者表彰

日時：平成 23年 11月 16日（水）
場 所：神奈川県総合医療会館 7階 大講堂

受賞者：池西 正行




