対象

獣医師，動物看護師，
トリマー，学生

登録方法

WEBサイトからご登録をお願いいたします．

支払方法

クレジットカード決済

全プログラムを
視聴いただけます！

講演ハンドアウト
データも掲載予定！

区分

料 金
13,000円

獣医師（院長・勤務医）

登録料金

動物看護師・トリマー

7,000円

獣医学部学生

※学生登録は，参加登録時に学生証の確認をさせていただきます．

3,000円

動物看護学生

※学生登録は，参加登録時に学生証の確認をさせていただきます．

2,000円

主催

※決済後のキャンセル（返金）は出来ません．

後援団体（順不同）
農林水産省，環境省，大阪府，公益社団法人 日本獣医師会，公益社団法人 大阪府獣医師会，公益社団法人 滋賀県獣医師会，公益社団法人 京都府獣医師会，

第12回
大会

一般社団法人 日本臨床獣医学フォーラム（JBVP）,
公益社団法人 日本動物病院協会（JAHA）

申込 締 切

公益社団法人 奈良県獣医師会，一般社団法人 兵庫県獣医師会，公益社団法人 和歌山県獣医師会，公益社団法人 三重県獣医師会，公益社団法人 大阪市獣医師会，

8月6日（金）

公益社団法人 京都市獣医師会，公益社団法人 神戸市獣医師会，一般社団法人 日本小動物獣医師会，特定非営利活動法人 野生動物救護獣医師協会，
一般社団法人 日本獣医内科学アカデミー，獣医神経病学会，一般社団法人 日本獣医麻酔外科学会，一般社団法人 日本獣医がん学会，
一般社団法人 日本獣医循環器学会，一般社団法人 日本獣医皮膚科学会，中部小動物臨床研究会，小動物臨床血液研究会，一般社団法人

WJVF ONLINE 第12回大会によせて

日本獣医エキゾチック動物学会，

特定非営利活動法人 日本動物衛生看護師協会，日本動物看護学会，一般財団法人 長寿社会開発センター，公益社団法人 日本愛玩動物協会，
公益財団法人 日本動物愛護協会，公益社団法人 日本動物福祉協会，特定非営利活動法人 日本補助犬情報センター，公益財団法人

今回のWJVFも昨年に引き続き，新型コロナウイルス感染拡大の制圧に貢献すべく，全プログラムをオンライン配

日本盲導犬協会，

信することにしました．今年も優秀で気合いの入った実行委員が，魅力的かつ実践的なプログラムを用意しました．

社会福祉法人 日本聴導犬協会，社会福祉法人 日本介助犬協会，社会福祉法人 日本ライトハウス，特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会，

配信期間は約5週間とし，全参加者に全プログラムを視聴できるよう配慮しました．

一般社団法人 日本動物福祉職能協会，一般財団法人 Ｊ−ＨＡＮＢＳ，特定非営利活動法人 日本ペットドッグトレーナーズ協会，公益社団法人 Knots，
ヒトと動物の関係学会(HARs)，一般社団法人 優良家庭犬普及協会，一般社団法人 日本動物看護職協会，非営利一般社団法人

動物と暮らす方々は，大変な我慢を強いられながらも，動物との暮らしを楽しんでいます．そのような方々に，
「も

日本ペットサロン協会，

っと笑顔になって頂きたい，もっと動物との暮らしを楽しみ，かつ満足して頂きたい」と，全ての動物医療従事者が
熱望していることは間違いありません．つまり，我々はもっと学び，視野をより広げ，技術をさらに磨かなければなり

株式会社ネオ・ベッツ，株式会社 葉月会，志学会，大阪府立大学獣医臨床研友会，比較眼科学会，一般社団法人 ジャパン ケネル クラブ，日本獣医腎泌尿器学会

ません．今回のWJVFも先生方の技術・知識の向上に貢献します．さぁ，上を向き前に進みましょう！
！
日本臨床獣医学フォーラム（JBVP） 会長

見どころや最新情報を更新しておりますので是非ご覧ください！

LIVE 質疑応答・ディスカッション

お問合せ ／ 連絡先
WJVF ONLINE 第12回 大会 運営事務局
TEL 03-6457-8356 FAX 03-3355-6787

複数の講師が各テーマを掘り下げ，録画した講義の動画を事前配信いたします．
開催期間中に質問を受け付け，回答はLIVE配信当日に完全LIVEディスカッション形式でお届けいたします．

E-mail info1@wjvf.net

WEB http://www.wjvf.net/

WJVF 第12回大会市民公開講座
「JAHA どうぶつフェスタ 2021」

2021年7月10日（土）11日（日）オンライン配信

LIVE日程（質疑応答）
LIVE

皮膚病学

7月18日（日）21：00〜22：00

LIVE

腫瘍学

7月25日（日）14：00〜15：00

LIVE

麻酔学

8月1日（日）14：00〜15：00

LIVE

耳学

8月8日（日）21：00〜22：00

LIVE

神経病学

8月14日（土）21：00〜22：00

●

技術を磨こう！検査技術マスター講義

各レクチャーがショートコンテンツ仕立てとなりチャプターに分けて解説します．
短時間全集中！ちょっとした空き時間でも学べます！

竹村 直行

プログラム一覧
どうぶつとの暮らしはフレイルを防ぐか

−科学的根拠に基づいた検証−

講師：竹村 直行 / JBVP会長，日本獣医生命科学大学

LIVE 質疑応答・ディスカッション
※開催期間中に講義を公開し，視聴者からの質問を受け付けます．
質問に対する回答はディスカッション日時にLIVE配信でお届けいたします．
7月18日（日）21：00〜22：00 質疑応答LIVE配信（アーカイブ配信無し）

犬アトピー性皮膚炎

俺のやり方

講師：伊從 慶太 / 株式会社 VDT
大隅 尊史 / 動物皮膚科コンサルタント
（東京都）
プログラム協賛：ＤＳファーマアニマルヘルス 株式会社
腫瘍学

7月25日（日）14：00〜15：00 質疑応答LIVE配信（アーカイブ配信無し）

超！臨床腫瘍学

−日頃の小さな疑問をスッキリ解決−

講師：市川 美佳 / 日本動物高度医療センター 川崎本院（神奈川県）
中野 優子 / 林屋動物診療室 どうぶつ腫瘍センター（京都府）
米地 若菜 / 奈良動物二次診療クリニック
（奈良県）
プログラム協賛：東栄新薬 株式会社
麻酔学

※敬称略

8月1日（日）14：00〜15：00 質疑応答LIVE配信（アーカイブ配信無し）

メデトミジンを深掘り！
！
−麻酔科医だけが知っているあなたの知らない世界−

猫医学

腎盂拡張だ！尿路閉塞かな？さてどうしよう

−外科治療の選択肢−

講師：小山田 和央 / 松原動物病院（大阪府）
プログラム協賛：リーフインターナショナル 株式会社

高齢期の栄養管理

症例でみる猫ヘルペスウイルス性眼疾患
講師：小林 義崇 / アニマルアイケア・東京動物眼科醫院（東京都）
プログラム提供：千寿製薬 株式会社
眼科学

一般開業医の為の眼科手術
−専門医が教える眼科手術のポイントを教えます−
講師：辻田 裕規 / どうぶつ眼科専門クリニック
（大阪府）
プログラム協賛：株式会社 メニワン，千寿製薬 株式会社
耳学

え？こんなに違うの？ビデオオトスコープでできること
講師：大隅 尊史 / 動物皮膚科コンサルタント
（東京都）
プログラム協賛：ロイヤルカナン ジャポン
皮膚病学

猫の腎臓病の食事管理アップデート

講師：池 順子 / 吉田動物病院（奈良県）
プログラム提供：ゾエティス・ジャパン 株式会社

麻酔学

動物看護学

超音波ガイド神経ブロック入門：はじめるのに必要なもの（道具・知識・技術）

聞き取り力をアップしよう −対話から生まれる絆と安心−

講師：飯塚 智也 / 日本動物高度医療センター 名古屋（愛知県）
プログラム協賛：富士フイルムVETシステムズ 株式会社

講師：吉田 祐樹 / まつおか動物病院（大阪府）

臨床病理学

犬の特発性高Ca血症ってあるの？ − 高Ca血症の考え方−
講師：佐藤 雅彦 / どうぶつの総合病院 専門医療＆救急センター（埼玉県）
プログラム協賛：ロイヤルカナン ジャポン
臨床病理学

Web de 顕微鏡模擬実習

−あなたの知らない世界「肢端の細胞診」−

診断力を磨く −症例から考える思考プロセス−

犬アトピー性皮膚炎 その先の治療
−絶対2倍速にさせない！痒み止めに頼らない俺のやり方−

チームで臨むリアル救命救急

講師：川瀬 広大 / 札幌夜間動物病院（北海道）

−救命率をあげるために−

サプリメント

関節用サプリメントに関する最新のエビデンスと有効性
Latest evidence and efﬁcacy joint suppelements

内科学

耳学

ああ誤診

講師：Leilani Alvarez / The Animal Medical Center, NYC
プログラム提供：株式会社 V and P

講師：田中 樹竹 / あや動物病院（奈良県）
大隅 尊史 / 動物皮膚科コンサルタント
（東京都）
藤田 淳 / 公益財団法人 日本小動物医療センター（埼玉県）
米地 謙介 / 奈良動物二次診療クリニック
（奈良県）
プログラム協賛：エランコジャパン 株式会社
神経病学

8月14日（土）21：00〜22：00 質疑応答LIVE配信（アーカイブ配信無し）

これってどうする？ 高齢動物の神経疾患？
みんなの悩みを私たち3人がズバッと解決！?
講師：王寺 隆 / ネオベッツＶＲセンター（大阪府）
中本 裕也 / Neuro Vets 動物神経科クリニック
（京都府）
西田 英高 / 大阪府立大学
プログラム協賛：アニコムグループ

基礎から応用まで！獣医師向け講義
画像診断学

画像で理解する

−後腹膜腔という不思議な空間−

−おバカな誤診，お利口すぎる誤診−

講師：石田 卓夫 / 赤坂動物病院（東京都）
・JBVP名誉会長
プログラム協賛：株式会社 緑書房

経営学

内科学

講師：北野 哲也 / 株式会社 サスティナ
プログラム提供：株式会社 サスティナ

クッシングだけじゃない！ −副腎腫大の診断の思考回路を学ぶ−

講師：林 賢一 / ゾエティス・ジャパン 株式会社
プログラム提供：ゾエティス・ジャパン 株式会社

内科学
講師：横山 望 / 北海道大学
プログラム協賛：日本全薬工業 株式会社
循環器病学

犬の慢性心不全治療のアップデート
−特徴を把握して治療に挑む−

臨床家による臨床家のための細胞診

−適応と手技−

講師：米地 若菜 / 奈良動物二次診療クリニック
（奈良県）

講師：竹村 直行 / JBVP会長，日本獣医生命科学大学
プログラム協賛：株式会社 ファームプレス

軟部外科学

呼吸器病学

講師：鳥巣 至道 / 酪農学園大学，JBVP学術顧問
プログラム協賛：株式会社 サスティナ

講師：末松 正弘 / AMC末松どうぶつ病院（大分県）
プログラム協賛：共立製薬 株式会社

整形外科学

腎泌尿器病学

脛骨骨折に対する髄内ピン法

慢性腎臓病の投薬治療

講師：米地 謙介 / 奈良動物二次診療クリニック
（奈良県）

講師：服部 幸 / 猫専門病院 東京猫医療センター（東京都）
プログラム提供：共立製薬 株式会社，東レ株式会社

消化器病学

直伝！内視鏡による異物摘出
講師：亘 敏広 / 日本大学
プログラム協賛：株式会社 サスティナ

ベーシックレクチャー

知っておくべき病気の知識：赤色尿
−動物看護師としてできること−

赤色尿のきほんのき

ベーシックレクチャー

知っておくべき病気の知識：黄疸

−動物の黄色信号は危険！−

講師：平田 翔吾 / 大阪府立大学
しつけ・動物行動学

腎泌尿器病学

腎盂拡張だ！尿路閉塞かな？さてどうしよう

−原因から考えてみよう−

講師：浅川 翠 / どうぶつの総合病院（埼玉県）

気管虚脱の診断を再考しよう！ −これは本当に虚脱？それとも違うの？−

−診断・内科治療編−

講師：小山田 和央 / 松原動物病院（大阪府）
プログラム協賛：ネスレ日本 株式会社 ネスレピュリナ ペットケア

講師：米地 若菜 / 奈良動物二次診療クリニック
（奈良県）
米地 謙介 / 奈良動物二次診療クリニック
（奈良県）
プログラム協賛：株式会社 V and P

はじめてみませんか？ウサギの診療
1．身体診察・保定編 2．検査・技術編

講師：田口 範人 / 株式会社 VDT
プログラム協賛：日本ヒルズ・コルゲート 株式会社

これであなたも生検マスター！ 府大流各種生検法教えます
1．体表腫瘍の生検（パンチ，コア生検，切開生検）
2．骨髄生検
3．関節穿刺

眼科検査入門 保定・スリット・シルマー・眼圧検査まで
1．眼科検査の保定
2．眼圧
3．
フルオレセイン染色、シルマーティアテスト
4．
スリット検査

講師：中本 裕也 / Neuro Vets 動物神経科クリニック
（京都府）

Dr.Torisuの縫合のワンテクニック −これマスターしたら外科が好きになる−

動物の身体を触りまくれ −専門診療における身体検査−
1．体表リンパ節の触診法
2．前肢の整形外科的身体検査
3．後肢の整形外科的身体検査

講師：進藤 允 / 京都大学

知っておくべき病気の知識：痙攣 うちの子が発作を起こしている！
−それって全て痙攣でいいの？電話対応や問診に役立つ知識−

循環器病学

技術を磨こう！検査技術マスター講義

講師：野口 俊助 / 大阪府立大学
古家 優 / 大阪府立大学

ベーシックレクチャー

講師：青木 卓磨 / 麻布大学
プログラム協賛：エランコジャパン 株式会社

−米国獣医師からの提言−

講師：西山 ゆう子 / シェルターメディスン・コンサルト

知っておくべき病気の知識：呼吸困難
−呼吸器科医から学ぶ！今，
この子が苦しい理由−

講師：金城 綾二 / 大阪府立大学

不整脈を治療する・しないの判断を実際の症例から学ぶ 1．2

腫瘍学

ベーシックレクチャー

知っておくべき病気の知識：嘔吐

講師：川瀬 広大 / 札幌夜間動物病院（北海道）
循環器病学

明日から役立つ動物看護師向け講義

ベーシックレクチャー

犬の急性心不全治療のアップデート

腫瘍学
講師：辻本 元 / 日本動物高度医療センター 東京病院（東京都）
プログラム協賛：株式会社 チェリッシュライフジャパン

動物病院開業支援について

まずは正確な診断から！犬の急性膵炎の診るべきポイント

殺処分ゼロ時代の小動物臨床

皮膚科検査 超簡単マスター 被毛検査・皮膚スタンプ・パンチ生検
1．被毛検査 2．
スタンプ 3．パンチ生検

内科学
講師：松木 直章 / まつき動物病院（東京都）
プログラム提供：ＤＳファーマアニマルヘルス 株式会社

シェルターメディスン

講師：成毛 淳人 / シンシア動物病院（神奈川県）

経営学

講師：村上 正紘 / パデュー大学

猫のリンパ腫

1時間で要点解説！最新動物病院経営手法

講師：松木 直章 / まつき動物病院（東京都）
プログラム協賛：共立製薬 株式会社

こんな時，
どうする！？猫の甲状腺機能亢進症の治療

−業務効率化で得られる3つのメリット−

講師：豊田 陽一 / 株式会社 VDT

講師：西田 英高 / 大阪府立大学
プログラム協賛：ＤＳファーマアニマルヘルス 株式会社

講師：柴田 久美子 / YOKOHAMA Dermatology for Animals（神奈川県）
プログラム提供：日本ヒルズ・コルゲート 株式会社

8月8日（日）21：00〜22：00 質疑応答LIVE配信（アーカイブ配信有り）

#1秒にこだわれ

救急医療

講師：田村 純 / 北海道大学
石塚 友人 / VES合同会社
田中 翔 / 近畿動物医療研修センター（大阪府）
プログラム協賛：日本全薬工業 株式会社

ここまで進化した！犬の耳炎のアプローチ
−内科，外科，画像の専門家による徹底討論−

経営学

マスターすべし！動画で学ぶ神経学的検査
1．視診，問診 2．脊髄 3．脳神経１ 4．脳神経２

皮膚病学

−除去食以外にできること−

獣医師・動物看護師向け講義

講師：鳩谷 晋吾 / 大阪府立大学
プログラム協賛：富士フイルムVETシステムズ 株式会社

講師：島崎 洋太郎 / 東京農工大学 動物医療センター
プログラム提供：日本全薬工業 株式会社

治療的側面からみた皮膚と栄養

シニア期・おむつ相談に役立つknow-how
講師：安部 里梅 / PET CARE HOME Lyuca（愛知県）
プログラム協賛：株式会社 V and P

診断学

皮膚病学

講師：服部 幸 / 猫専門病院 東京猫医療センター（東京都）
プログラム協賛：日本ヒルズ・コルゲート 株式会社

講師：尾身 衛祐 / ロイヤルカナン ジャポン
プログラム協賛：ロイヤルカナン ジャポン

講師：小笠原 聖悟 / アイデックス ラボラトリーズ 株式会社
プログラム協賛：アイデックス ラボラトリーズ 株式会社

ロキベトマブの症例報告

猫にやさしい動物病院の作り方

動物看護学

腎泌尿器病学

眼科学

基調講演

皮膚病学

腎泌尿器病学

元ドルフィントレーナーから学ぶ
『スモールステップ』
と
『ハズバンダリートレーニング』
講師：藤井 勝 / Dolphin Boy Academy（埼玉県）
猫医学

猫の排泄にまつわる問題行動
講師：藤井 仁美 / Ve.C.（ベックジャパン）動物病院グループ（東京都）
プログラム協賛：ロイヤルカナン ジャポン

講師：光本 恭子 / どうぶつ眼科専門クリニック
（大阪府）
プログラム協賛：千寿製薬 株式会社

WJVF2020，JBVP年次大会2020見逃し配信！
WJVF第11回大会

猫の糖尿病をマスターする
−ご家族にきちんとインフォームできていますか？−
講師：佐藤 雅彦 / どうぶつの総合病院 専門医療＆救急センター（埼玉県）
WJVF第11回大会

動物看護師に必要なトリアージと救急対応
−受付で判断できますか？そのあとは？−
講師：中村 篤史 / TRVA夜間救急動物医療センター（東京都）
JBVP第22回大会

イヌとネコの心臓病

一次診療現場で役立つ最近の話題（循環器病学）

講師：竹村 直行 / JBVP会長，日本獣医生命科学大学
JBVP第22回大会

手術中の麻酔モニターが教えてくれること
（手術管理）
講師：浅川 誠 / どうぶつの総合病院 専門医療＆救急センター（埼玉県）

