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学会・研修会

◇学会
１ ２００９年日本小動物獣医師会年次学会
日時：平成２１年７月１９日（日）～２０日（月・祝）
場所：福岡国際会議場（福岡県福岡市）
２ 平成２１年度関東・東京合同地区獣医師大会・三学会
日時：平成２１年９月１３日（日）
場所：ホテルグリーンタワー千葉（千葉県千葉市）
（１）大会スローガン
１

各種予防注射の副作用の軽減を図ろう

２

獣医師の自覚と信頼性を高め社会的地位を確立しよう

３

動物薬、病気の正しい情報伝達により、畜産物の安全性を確保しよう

４

野生動物の保全は、地球の保全であり、我々の使命である

５

緊急災害時の広域救護体制の確立と相互協力をしよう

６

都市部での産業動物獣医師の診療体制を構築しよう

７

公衆衛生対策と動物愛護対策の両立を図ろう

（２）三学会
ア

口頭発表演題

（ア）日本産業動物獣医学会

１８題

（イ）日本小動物獣医学会

２６題

（ウ）日本公衆衛生獣医学会

１８題

イ

大会シンポジウム（特別学術講演）

【演題】
「心機能と心外臓器の関連……循環器障害をＷｈｏｌｅ ｂｏｄｙを考える」
講師：藤井 洋子（麻布大学 准教授）
座長：上地 正実（日本大学 教
ウ

授）

会員発表演題
「膝蓋骨内方脱臼５症例に対する新しい手術法の検討」
○ 藤井
※

康一（藤井動物病院）

当発表は優秀演題に選ばれました。

３ 平成２１年度日本獣医師会 学会年次大会（宮崎）
日時：平成２２年１月２９日（金）～３１日（日）
場所：宮崎市 「ワールドコンベンションセンターサミット」（宮崎県宮崎市）

◇研修会・講習会・フォーラム
１ 平成２１年度産業動物講習会

担当県：茨城県［生涯研修事業ポイント］

開催日時：平成２１年１２月３日（木）午後１時３０分～午後３時３０分
開催場所：つくば国際会議場

中会議室４０６

講習内容：
「牛の肝機能と繁殖障害について」
講

師：日本大学教授 津曲 茂久 先生

２ 平成２１年度小動物講習会 担当県：神奈川県［生涯研修事業ポイント］
開催日時：平成２２年１月２０日（水） 午後１時３０分～５時３０分
開催場所：麻布大学８号館８３０２教室（相模原市）
講習内容：「日常診断に役立つ腎臓病への診断的アプローチ
講

師：三品 美夏

先生（所属：麻布大学附属動物病院

特任助手）

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２１年１０月１１日（日）午後２時～６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：
「大学紹介症例から学ぶ、一般開業医が見落としやすいポイントとその対
応策
講

～内科疾患を中心に～」

師：岐阜大学応用生物科学部 獣医臨床放射線研究室
教授

前田

貞俊 先生

(2) 開催日時：平成２１年１１月８日（日） 午後３時～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：
「小動物の糖尿病と副甲状腺疾患」
講

師：東京大学大学院

農学生命科学研究科 獣医臨床病理学研究室

准教授 松木 直章 先生
(3) 開催日時：平成２１年１２月２０日（日） 午後３時～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：
「細胞診と各種生検法のポイント」
講

師：マルピー・ライフテック株式会社

(4) 開催日時：平成２2 年２月２1 日（日）
開催場所：崎陽軒

山上 哲史 先生

午後３時～７時

ヨコハマジャスト１号館 ８階 会議室

講習内容：
「バランス麻酔、そのコンセプトと臨床応用・どうやってバランスを取る？」
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 助手 佐野

忠志 先生

４ 開業部会協議会研修会
開催日時：平成２２年１月２５日（月） 午後６時３０分～７時１５分
開催場所：かながわ県民センター ２階ホール
講習内容：
「判例における解説とポイントについて」
講

師：（社）横浜市獣医師会 顧問弁護士

國村 武司 先生

５ 横浜市獣医師会市民フォーラム（横浜市共催）
開催日時：平成２２年３月２１日（日・祝）
開催場所：横浜市社会福祉センター

午後１時３０分～４時３０分

４階ホール

○ テーマ：
「その名前、どうしてつけたの？？」
１

講

演

（１） 演題名：
「動物観は名前とともに ～犬猫の名前と動物観の変遷～」
講師 帝京科学大学生命環境学部アニマルサイエンス学科
おさむ

動物観・動物園学研究室 教授 石田

戢

先生

（２） 演題名：
「家族の一員になったペットはどう変化したのか」
講師 動物ライター

加藤 由子 先生

２ テーブルディスカッション
おさむ

パネリスト

座

長

帝京科学大学

教授

石田

戢

先生

動物ライター

加藤 由子 先生

(社)横浜市獣医師会会長

越久田

(社)横浜市獣医師会

井本 史夫 先生

健 先生

６ 獣医師会後援学術講習会・大会・フォーラム
(1)

FCI アジアインターナショナルドッグショー2009
開催期日：平成２１年４月４日～５日
開催場所：東京ビッグサイト（東京都江東区）
内

容：飼育動物健康相談

(2) ＪＡＨＡ国際セミナー
開催日時：平成２１年５月３０日～３１日
開催場所：アリミノビル（東京都新宿区）
主

催：社団法人 日本動物病院福祉協会

講習内容：
「開業医のための犬・猫の行動治療学～薬物治療も含めた実践的な治療を
学ぼう～」
」
講

師：Dr.Nicholas Dodman （Tufts University 教授）

(3) ＪＡＨＡ国際セミナー
開催日時：平成２１年７月２４日～２６日
開催場所：都市センターホテル（東京都千代田区）
主

催：社団法人 日本動物病院福祉協会

講習内容：
「泌尿器学」
講

師：Dr.Sheri Ross（University of California Veterinary Medical Center）

(4) 第７回 DVMs 学術セミナー
開催日時：平成２１年８月２３日
開催場所：かながわ県民活動サポートセンター
主

催：DVMs 動物病院グループ

講習内容：
「犬のかゆみ～ステロイド？サイクロスポリン？でもその前に出来ること～」
講

師：DVMs 動物２次診療センター

柴田

久美子

先生

(5) 第１１回全国学校飼育動物研究大会
開催日時：平成２１年９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：全国学校飼育動物研究会

内

容：基調講演、分科会、全大会

(6) 傷病野生動物救護の現状と今後の課題
開催日時：平成２1 年９月２７日（日）
開催場所：立川市民会館 アミューたちかわ 第１会議室
主

催：特定非営利活動法人 野生動物救護獣医師協会

内

容：シンポジウム

(7) Pet

Island －ペットアイランド－

開催日時：平成２1 年１０月１８日（日）
開催場所：三井アウトレットパーク

横浜ベイサイド

主

催：フジタ製薬株式会社

後

援：(社)横浜市獣医師会

内

容 ：しつけ教室・マナー講座、パネル展示

他

(8) ＪＡＨＡ国際セミナー
開催日時：平成２１年１月１８日、２３日、２４日
開催場所：麻布大学、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：
「インターベンショナル・ラジオロジー」
講

師：Dr.Chick Weisse,Dr.Allyson Berent（Animal Medical Center,NY）

(9) 第８回 DVMs 学術セミナー
開催日時：平成２２年２月２８日
開催場所：かながわ労働プラザ
主

催：DVMs 動物病院グループ

講習内容：
「獣医眼科のエマージェンシー」
講

師：DVMs 動物２次診療センター眼科

小林
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義崇

先生

表彰（表彰者敬称略）
１ 関東・東京合同地区獣医師大会特別功労表彰者
平成２１年９月１３日(日)
受賞者

於：千葉県

ホテルグリーンタワー千葉

中川 秀樹

２ 関東・東京合同地区獣医師大会獣医事功績表彰者
平成２１年９月１３日(日)
受賞者

於：千葉県

ホテルグリーンタワー千葉

太田 雄一郎 ・ 飯塚 正昭
鈴木 正弘

・ 植田 美弥

３ 動物愛護管理功労者表彰
平成２１年９月２３日

受賞者

萱森 潤一

４ 神奈川県保健衛生功労者表彰
平成２１年１１月２６日(木)
受賞者

川島 健蔵

於：神奈川県総合医療会館

７階 大講堂

