登録方法
WEBサイトからご登録をお願いいたします．
1アカウントごとのご登録となり，重複したメールアドレスでの登録はできません．
登録料金のお支払いは，クレジットカードのみとなります．
決済後のキャンセル（返金）は出来ません．
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です．
区分

料 金
13,000円

獣医師

登録料金

7,000円

動物看護師・トリマー
獣医学生・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．

3,000円

後援団体（順不同）

お申込みはこちら

公益社団法人 大阪府獣医師会，公益社団法人 大阪市獣医師会，公益社団法人 京都府獣医師会，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，公益社団法人 奈良県獣医師会，公益社団法人 和歌山県獣医師会，公益社団法人 滋賀県獣医師会，

https://www.wjvf.net/

公益社団法人 三重県獣医師会，一般社団法人 兵庫県獣医師会，一般社団法人 日本小動物獣医師会，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 日本獣医内科学アカデミー，
一般社団法人 日本獣医皮膚科学会，獣医神経病学会，中部小動物臨床研究会，公益財団法人 日本盲導犬協会，社会福祉法人 日本介助犬協会，
社会福祉法人 日本聴導犬協会，一般社団法人 日本動物看護職協会，公益社団法人 日本愛玩動物協会，公益社団法人 日本動物福祉協会，
特定非営利活動法人 野生動物救護獣医師協会，一般財団法人 J-HANBS，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，特定非営利活動法人 日本補助犬情報センター，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，

主催

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）

特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会，社会福祉法人 日本ライトハウス，公益社団法人 Knots，公益財団法人 日本動物愛護協会，
ヒトと動物の関係学会，一般社団法人 優良家庭犬普及協会，一般社団法人 日本動物福祉職能協会，ネオベッツVRセンター，

WJVF ONLINE 第13回大会によせて

大阪府立大学 獣医臨床研友会，株式会社葉月会，一般社団法人日本獣医画像診断学会，日本獣医腎泌尿器学会，比較眼科学会，
小動物臨床血液研究会，非営利一般社団法人

日本ペットサロン協会

我が国のコロナ禍も3年目を迎えました．この間，多くの獣医師・動物看護師がオンライン開催された
学会や講習会で学ばれてきたことと思います．WJVFも昨年に引き続き完全オンラインで開催することに

実行委員一覧

なりました．
病院を閉める必要がなく，会場に移動する時間を節約でき，どこからでも，そしていつでも参加・視聴で

横井 愼一（泉南動物病院），人見 誠（ひとみ動物病院），白井 活光（苅谷動物病院グループ 江東総合病院），笠次 良宣（かさなみ動物病院），

きることは，確かにオンライン開催の魅力です．今回も横井愼一先生を長とする実行委員会が，時間と智

大林 浩二（KOKOどうぶつ病院），桑原 孝幸（桑原動物病院 前橋アニマルメディカルセンター），北尾 壮吉（ムコ動物病院），

恵を絞りきって，すばらしいプログラムを企画しました．

米地 謙介（奈良動物二次診療クリニック），吉田 祐樹（まつおか動物病院），坂口 康祐（あさひ動物病院），松本 一輝（ハロー動物病院），

参加者の皆さまがこの大会で得た知識や技術は，動物とその家族の健康・笑顔となって皆さまに戻って

進 学之（しん動物病院），田中 翔（近畿動物医療研修センター），森田 篤（南大阪動物医療センター），酒谷 篤（さかたに動物病院），

くるはずです．動物が健康になったり苦痛から解放されることは，その家族にとっては我々に大いに期待

平田 翔吾（大阪公立大学），末松 正弘（AMC末松どうぶつ病院）

していることであるのと同時に，伴侶動物医療に従事する者にとっては最高の目標であり，同時に最高の
喜びです．そう，我々は勉強を通じて喜びを手に入れることもできるのです．それでは存分に勉強して下さい．

WJVF第13回大会市民公開講座
日時

一般社団法人 日本臨床獣医学フォーラム（JBVP） 会長

2022年7月9日（土）～7月31日（日）
詳細はこちら！

形態

竹村 直行

自粛生活も今年で3年目に突入．

YouTube配信

世間では，野外でのマスク不要論も議論され始めましたが，リアルでの大会開催は時期尚早と考え，今年
もオンラインの開催となりました．
今大会では動物看護師が国家資格になる事を意識し，動物看護師向けLIVEプログラムを新設．獣医
師向けのトピックは，何かと夏の病院に来院する機会が多い「フレンチブルドッグ徹底攻略」としました．

お問合せ／連絡先

この夏もWJVFで知識のさらなるアップデートをして下さい．

WJVF ONLINE 第13回 大会 運営事務局
TEL 03-6457-8356 FAX 03-3355-6787

突然ですが，ここで皆様にうれしい報告です．

WEB https://www.wjvf.net/

来年はリアルでの開催が決定しました．お楽しみ抽選会での一芸披露をもう考えています！

E-mail info1@wjvf.net

WJVF第13回大会

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配信！

詳細はプログラム一覧をご覧ください

実行委員長

横井 愼一

今年も質疑応答、ディスカッションをLIVE配信します！

プログラム一覧

※敬称略

基礎から応用まで！獣医師向け講義
画像診断学

腹部 X 線検査を再考する

LIVE質疑応答・ディスカッション

※開催期間中にLIVE事前講義を公開し，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．
（アーカイブ配信はありません）

－レントゲンと CT の適応と限界－

－手術の実際とコツ－

講師：秋吉 秀保 / 大阪公立大学

代表的な整形外科疾患

犬の認知症の治療とケアの ”要” －いつから認知症として治療を始めたらいいの？－ 事前講義

－診断・治療－

講師：小林 聡 / ONE千葉どうぶつ整形外科センター（千葉県）
プログラム協賛：エランコジャパン 株式会社

講師：入交 眞巳 / 東京農工大学
プログラム協賛：株式会社 ワールドエクイップス

皮膚欠損を治す

犬の認知症の治療とケアの ”要” －ご家族・獣医師・動物看護師 みんなで取り組む大切なケア－ 事前講義

－一次診療で必要な皮弁法－

講師：藤田 淳 / 公益財団法人 日本小動物医療センター（埼玉県）

講師：松本 晃子 / ペットホームケアえるそる（神奈川県）
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

骨折治療の第一歩

－ご家族への説明と術前・術後管理－

犬の認知症の治療とケアの ”要” 質疑応答・ディスカッション LIVE

講師：米地 謙介 / 奈良動物二次診療クリニック（奈良県）

日時：7月23日（土）21：00～ アーカイブ配信無し
講師：入交 眞巳 / 東京農工大学 , 松本 晃子 / ペットホームケアえるそる（神奈川県）
司会：人見 誠 / ひとみ動物病院（京都府）
プログラム協賛：ロイヤルカナン ジャポン 合同会社

歯科学

もう怖くない猫全顎抜歯術

麻酔記録は大切？大切じゃない？
講師：佐野 忠士 / 酪農学園大学

麻酔記録は大切？大切じゃない？

VN向け

－記録から見える大事な情報をキャッチ－ 事前講義

VET向け

－さまざまな角度から掘り下げる 90 分－ LIVE

日時：7月31日（日）21：00～ アーカイブ配信無し
講師：大隅 尊史 / 動物皮膚科コンサルタント（東京都） , 末松 正弘 / AMC末松どうぶつ病院（大分県） , 中本 裕也 / Neuro Vets 動物神経科クリニック（京都府） ,
村上 正紘 / パデュー大学
司会：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：日本ヒルズ・コルゲート 株式会社
※事前講義は”フレンチブルドッグ徹底攻略”のプログラム参照

LIVE ❹ 8月5日（金）21：00～

VET向け

－犬と猫のリンパ腫－ 「診断のポイント

－リンパ腫を疑う臨床徴候と間違えやすい疾患－」 事前講義

講師：中野 優子 / 林屋動物診療室どうぶつ腫瘍センター（京都府）
プログラム協賛：アニコムグループ

超・臨床腫瘍学

－犬と猫のリンパ腫－ 「抗がん剤治療の始め方から終わり方まで」 事前講義
－犬と猫のリンパ腫－

質疑応答・ディスカッション LIVE

症例発表者：複数名予定

司会：進 学之 / しん動物病院（大阪府）

症例から学ぶ軟部外科座談会リターンズ

－皆で真剣に楽しく語り合う場所，再び．－ LIVE

VET／VN共通

外用薬 / 保湿剤を失敗しないためのスモールステップ

ためしてガッテン！？外用薬と保湿剤の活用で減薬するための秘訣 事前講義
講師：神田 聡子 / 株式会社 VDT
プログラム協賛：日本全薬工業 株式会社

塗りたいけどムリ問題をどう解決するか

－獣医師 × 動物看護師 × トレーナーが考える－ LIVE

フレンチブルドッグ徹底攻略

VET向け

画像診断学

フレンチブルドッグ徹底攻略

－画像診断を深掘りする－

事前講義

講師：村上 正紘 / パデュー大学
プログラム協賛：株式会社 V and P

－中耳炎のゴールを模索しよう－

事前講義

事前講義

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：日本ヒルズ・コルゲート 株式会社

－どんな神経疾患が多いの？－

講師：中本 裕也 / Neuro Vets 動物神経科クリニック（京都府）
プログラム協賛：住友ファーマアニマルヘルス 株式会社

事前講義

講師：木村 祐哉 / ヤマザキ動物看護大学

愛玩動物看護師国家資格概要のアップデート

動物病院のグリーフケア入門
講師：阿部 美奈子 / 合同会社 Always

講師：佐藤 佳苗 / 松原動物病院（大阪府）

ペット防災学

講師：佐藤 佳苗 / 松原動物病院（大阪府）
プログラム協賛：アイデックス ラボラトリーズ 株式会社

講師：加藤 謙介 / 九州保健福祉大学

－原因となる内科疾患を整理しよう－

夏の竹村道場

－理論と実践－

獣医師・動物看護師向け講義

透析（血液浄化）をきちんとインフォームするために
いつどのように紹介すれば助けられるのか？

人とペットの災害対策

VET/ VN共通

－獣医師・動物看護師の皆様との「連携」
「対話」のために－

技術を磨こう！手技マスター講義 [ショートコンテンツ]

VET/ VN共通

画像診断学

はじめての超音波ガイド下針生検のコツ
講師：池田 彬人 / 公益財団法人 日本小動物医療センター（埼玉県）

其の壱「心肺の聴診」

外科学

胃拡張胃捻転症候群に対する捻転整復と胃固定術
講師：川瀬 広大 / 札幌夜間動物病院（北海道）

動画で学ぶ手術のコツ

－胸腔チューブ－

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

講師：進 学之 / しん動物病院（大阪府）

夏の竹村道場

眼科学

其の弐「心エコー図検査」

其の参「全身性高血圧」

眼科手術の基本手技＋α

－チェリーアイ－

講師：萩 清美 / 京都動物医療センター（京都府）
プログラム協賛：千寿製薬 株式会社，株式会社メニワン

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：住友ファーマアニマルヘルス 株式会社

歯科学

臨床病理学

講師：戸田 功 / とだ動物病院 東京犬猫歯科（東京都）

歯科診療に欠かせない歯科Ｘ線

犬の尿道閉塞の解除法
講師：秋吉 秀保 / 大阪公立大学

続・感じる血ガス

麻酔・疼痛管理

－なぜ救急医は 10 秒で血ガスを読めるのか－

－動画で学ぶ撮影方法－

泌尿器病学

講師：鳥巣 至道 / 酪農学園大学
プログラム協賛：富士フイルムVETシステムズ 株式会社

前肢の超音波ガイド神経ブロック
講師：飯塚 智也 / 日本動物高度医療センター 名古屋（愛知県）

CKD の新しい治療指標としての FGF-23

動画で見る血管確保のワンポイント

講師：宮川 優一 / 日本獣医生命科学大学
プログラム協賛：いなばペットフード 株式会社

講師：田中 翔 / 近畿動物医療研修センター（大阪府）

救急医療

講師：田中 翔 / 近畿動物医療研修センター（大阪府）

麻酔・疼痛管理

麻酔トラブルシューティング

－誰でもできる！秘密の３剤－

講師：石塚 友人 / VES 合同会社

講師：茂木 朋貴 / 東京大学
プログラム提供：日本全薬工業 株式会社

－静脈・動脈まとめて解説！－

プライミングってなに？知らないとマズい！シリンジポンプの正しい使い方

講師：上田 悠 / ノースカロライナ州立大学

薬理学

講師：上田 悠 / ノースカロライナ州立大学
プログラム協賛：ゾエティス・ジャパン 株式会社

院内における感染症の衛生管理とご家族への指導

都市部でもある人獣共通感染症！犬のレプトスピラ症：
学校で習うだけの疾患だと思っていませんか？

講師：石塚 友人 / VES 合同会社

－初期対応と入院治療のポイント－

講師：金園 晨一 / どうぶつの総合病院 専門医療&救急センター（埼玉県）

グリーフケア

フレンチブルドッグ徹底攻略
－挿管と抜管に全集中せよ！鎮静の呼吸を極める－
救急医療

知っておくべき病気シリーズ：ふらつき

内科学

敗血症の治療アップデート

麻酔学

動物看護学

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

講師：上田 悠 / ノースカロライナ州立大学
プログラム協賛：富士フイルムVETシステムズ 株式会社

－世界標準の消化器疾患－

－その痛み，何点ですか？？－

講師：小島 一輝 / 日本動物高度医療センター 川崎本院（神奈川県）

講師：村田 香織 / もみの木動物病院（兵庫県）
プログラム協賛：株式会社 ワールドエクイップス

消化器病学

フレンチブルドッグの救急症例

神経病学

フレンチブルドッグ徹底攻略

事前講義

痛みの評価から再考する術後ケア！

犬の無駄吠えの相談を受けた時に動物看護師ができること

講師：末松 正弘 / AMC末松どうぶつ病院（大分県）

フレンチブルドッグ徹底攻略

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：ゾエティス・ジャパン 株式会社

フレンチブルドッグ徹底攻略
－かゆみとブツブツ，混在する 2 つの病態を見逃すな－

－鼻の穴から喉の奥まで－

講師：福島 建次郎 / コロラド州立大学
プログラム協賛：日本ヒルズ・コルゲート 株式会社

皮膚病学

フレンチブルドッグ徹底攻略

フレンチブルドッグ徹底攻略

麻酔・疼痛管理

犬のクッシング症候群の内科療法

敗血症の定義と診断

呼吸器病学

講師：堀 達也 / 日本獣医生命科学大学

講師：西條 真愛 / ビーポジティブトレーニング

講師：塗木 貴臣 / TRVA 夜間救急動物医療センター（東京都）
プログラム協賛：イングメディカル 株式会社

日時：8月11日（木）21：00～ アーカイブ配信無し
講師：藤井 勝 / Dolphin Boy Academy（埼玉県） , 神田 聡子 / 株式会社 VDT , 青山 沙希 / ファーブル動物医療センター（大阪府）
司会：横井 愼一 / 泉南動物病院（大阪府）
プログラム協賛：日本全薬工業 株式会社

知っておくべき病気シリーズ：不妊手術後の尿失禁

元ドルフィンガールが教える猫のスモールステップとハズバンダリートレーニング

一撃解明！スッキリわかる Dr.Torisu の思考回路
－術前検査の「肝酵素・肝機能」編－

－ハズバンダリートレーニングに使えるフードマナー － 事前講義

講師：藤井 勝 / Dolphin Boy Academy（埼玉県）

腎泌尿器病学

講師：内田 直宏 / 岩手大学
プログラム提供：獣医医療開発 株式会社

夏の竹村道場

LIVE ❻ 8月11日（木）21：00～

無麻酔歯石除去やってみる？
講師：樋口 翔太 / D.V.D.S.
プログラム協賛：共立製薬 株式会社

動物行動学

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：エランコジャパン 株式会社

日時：8月7日（日）21：00～ アーカイブ配信無し
症例発表者：複数名予定 アドバイザー：鳥巣 至道 / 酪農学園大学
司会：進 学之 / しん動物病院（大阪府）

歯科学

抗ガン治療における肝臓保護と肝臓ケアシロップ

菅野 信之 / 動物心臓外科センター（東京都）
プログラム提供：富士フイルムヘルスケア 株式会社

－実際の症例紹介とディスカッションのポイントを提示します－ 事前講義

－糞便検査と院内感染症対策－

講師：横山 望 / 北海道大学

内分泌学

僧帽弁形成術の適応症例

VET向け

VN向け

講師：水越 美奈 / 日本獣医生命科学大学
プログラム協賛：ロイヤルカナン ジャポン 合同会社

循環器病学

LIVE ❺ 8月7日（日）21：00～

明日から役立つ動物看護師向け講義

講師：神田 聡子 / 株式会社VDT
プログラム協賛：ロイヤルカナン ジャポン 合同会社

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：株式会社 チェリッシュライフジャパン

日時：8月5日（金）21：00～ アーカイブ配信無し
講師：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）
司会：吉田 祐樹 / まつおか動物病院（大阪府）
プログラム協賛：株式会社 チェリッシュライフジャパン

症例から学ぶ軟部外科座談会リターンズ

講師：戸田 功 / とだ動物病院 東京犬猫歯科（東京都）
プログラム協賛：日本全薬工業 株式会社

猫の胸水

講師：米地 若菜 / 奈良動物二次診療クリニック（奈良県）

超・臨床腫瘍学

－難易度の高い抜歯をどうするのか－

膿皮症・アトピーみたいに見える " じゃない皮膚病”にどう気づくか

質疑応答・ディスカッション LIVE

LIVE ❸ 7月31日（日）21：00～

超・臨床腫瘍学

犬の歯周病

愛知動物歯科（愛知県）

皮膚病学

日時：7月24日（日）21：00～ アーカイブ配信無し
講師：佐野 忠士 / 酪農学園大学
司会：田中 翔 / 近畿動物医療研修センター（大阪府）

フレブル座談会

－５つの要点－

講師：奥村 聡基 / パーク動物病院

LIVE ❷ 7月24日（日）21：00～

－これまでいつも持ちつ持たれつ－

知っておくべき病気シリーズ：下痢

外科学

VET ／ VN共通

医学とネコの獣医学の接点

消化器病学

講師：村上 正紘 / パデュー大学

直腸プルスルー

LIVE ❶ 7月23日（土）21：00～

One Health
講師：石田 卓夫 / JBVP名誉会長，赤坂動物病院（東京都）
プログラム協賛：共立製薬 株式会社

講師：池田 彬人 / 公益財団法人 日本小動物医療センター（埼玉県）

胸部画像診断

VET向け

2021年の動画も再配信！
WJVF 2021

10 講義

JBVP 年次大会 2021

7 講義

JBVP 地区大会 2021

2 講義

再配信動画の
詳細はこちらから

ペニシリン系抗菌薬の真の実力を見直す

オンライン企業展示も開催！最新情報満載です！

理学療法

代表的な整形外科疾患

－術後のリハビリテーション－

講師：小林 聡 / ONE千葉どうぶつ整形外科センター（千葉県）

企業のイチオシ製品やサービスなど
多くの最新情報が得られる場をご用意しています！

