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平成 23 年度 日本獣医師会獣医学術学会年次大会

（北海道）に参加しましょう

行事等案内

酪農学園大学同窓会

日　時：平成24年2月3日（金） 19：00

会　場：アサヒビール園 白石店・はまなす館

蕁011h863h5251

会　費：4,000円

（ビール飲み放題，ジンギスカン，その他）

交　通： 18：30に学会会場からビール園までの送迎

バスが出ます

申込先：獣医学科同窓会事務局担当　菊池

蕁011h388h4729（直通）

FAX 011h387h5890（獣医学科事務局）

E-mail : nkikuchi@rakuno.ac.jp

申込期日：平成24年1月末日

参加予定者：谷山学長，林学群長，田村学類長，

教員多数

責任者：熊谷真佐人（石狩支部長）

この度北海道で開催される年次大会に少しでも多くの会員に参加していただきたく，各大学同

窓会及びロータリークラブ会員の交流会を企画いたしました．北海道獣医師会会員一同，北の大

地にて心よりお待ち申し上げております．

参加人数が極端に少ない大学同窓会は中止の可能性もありますので，事前申し込みにご協力を

お願いいたします．

申込期日：平成23年12月末日（酪農大の申込期日と

異なりますのでご注意下さい）

蘆岩手大学同窓会

申込先：岩手大学同窓会事務局　米谷裕将（S45卒）

蕁011h752h5166 FAX 011h704h6434

E-mail : yoneya-hiromasa@zenoaq.jp

蘆北海道大学同窓会

発起人：中舘正吉　　三宅陽一　　森　清一

佐藤時則　　武内弘之

申込先：佐藤時則

FAX 011h376h3862

E-mail : 770596sato@mediceo-gp.com

蘆日本獣医生命科学大学同窓会

発起人：蝦名克美　　鳥越慎吾　　松倉康雄

申込先：鳥越慎吾

FAX 011h778h5411

E-mail : hiri109n@fish.px.to

他大学同窓会のご案内

酪農大学以外の同窓会は全て第一ホテルで開催い

たしますが，大学ごとの会場を準備いたします．

ホテルの中庭には，雪中での一杯をお楽しみいただ

ける「かまくら」を準備いたします．

日　時：平成24年2月3日（金） 19：30～21：30

会　場：札幌第一ホテル

中央区南7条西1丁目　蕁011h530h1101

会　費： 5,000円

交　通：学会会場から第一ホテルまでの送迎バスを準

備予定ですが，参加人数が極端に少ない場

合は公共交通機関等をご利用いただく可能

性もあります．詳細は当日学会会場受付に

掲示いたします．

申込方法：準備の都合上，大学ごとの幹事へFAX又

はE-mailにて事前申込をお願いいたします．

必ず，氏名・住所・所属獣医師会・勤務先

（病院名）・卒業年次・電話・FAX・E-mailを

明記して下さい．
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獣医師及び動物医療関係者ロータリアン交流会
（ロータリークラブ関係ご案内）

2月4日（土）11：30～12：30コンベンションセン

ター内にて開催いたします．

学会時でのロータリアン交流会は初めての試みです

ので，多くの会員のご参加をお待ち申し上げておりま

す．

当日は山根義久日獣会長の卓話を予定しておりま

す．会場については抄録に記載予定です．

※弁当の準備あり．（当日に弁当代1,000円を徴収）

発起人：山本雅昭

中島　滋（静内RC・北海道獣医師会代表監事）

）
苫小牧北 RC RID2510 職業奉仕
委員長・北海道獣医師会小動物担
当理事（

斎藤博司

内山　博（室蘭RC） 奥山博之（登別RC）

高橋宣充（札幌清田RC）服巻滋之（白老RC）

前田浩人（苫小牧RC） 中島永昭（札幌清田RC）

高橋　徹（札幌東RC・北海道獣医師会副会長）

参加申込：E-mail又はFAXにてお願いします．

氏名・住所・所属獣医師会・勤務先（病

院名）・電話・FAX・E-mailアドレス・

所属クラブ名を明記して下さい

申込先：山本雅昭

FAX 0144h31h2710

E-mail : ah_yama@plum.plala.or.jp

高橋　徹

FAX 011h841h4524

E-mail : t.takahashi@takado.co.jp

）千歳セントラルRC RID2510財団
学友委員長（

蘆北里大学同窓会

発起人：石田　修（S50卒） 木野本久（S53卒）

伊藤　篤（S56卒） 古橋由美子（H2卒）

庄田雅人（H9卒） 榊原啓一郎（H13卒）

※前学部長の高瀬勝晤先生が出席予定です

申込先：榊原啓一郎

FAX 011h552h2379

E-mail : otayori@north-channel.com

蘆日本大学同窓会

発起人：加地勝二（S44卒） 石井三都夫（S53卒）

渡辺一憲（S59卒） 藤田　徹（S60卒）

中澤茂樹（S60卒） 中村和弘（S62卒）

高橋　薫（S63卒） 大場雅予（H4卒）

※前総長の酒井健夫先生が出席予定です

申込先：中澤茂樹

FAX 011h883h2535

E-mail : kiyota_vet@ybb.ne.jp

蘆麻布大学同窓会

発起人：橋本民雄（S29卒） 三上祐二（S41卒）

中野和代（S43卒） 杉崎義一（S45卒）

江藤公明（S46卒） 大沼孝宣（S46卒）

高橋　徹（S46卒） 中畑裕子（S52卒）

高橋宣充（S55卒） 星川清美（S56卒）

伊藤理子（S57卒） 桂　太郎（S58卒）

前田浩人（S58卒） 志波洋輔（S60卒）

新井田孝之（S62卒） 菊池志帆（H10卒）

越山祐美子（H11卒） 江藤正之（H13卒）

松井研三（H17卒） 大川美奈子（H17卒）

※政岡俊夫学長，紫野正雄同窓会長が出席予定です

申込先：高橋宣充

FAX 011h815h0604

E-mail : nori@hearty1.com



第 2 回 神 戸 ア ニ マ ル ケ ア 国 際 会 議
̶ICAC KOBE 2012の開催̶

行事等案内

日 時：平成24年2月18日（土）・19日（日）

場 所：神戸ポートピアホテル
（国際会議・レセプション）

主 催（共同主催）：社団法人日本獣医師会
公益社団法人 Knots

共 催：社団法人兵庫県獣医師会
公益社団法人神戸市獣医師会

開催目的：阪神・淡路大震災15周年を契機に，全
ての動物を対象とし，そのより良いケアや生息環
境の保全を目指すための情報交換・新技術の創出
等を議論することにより，人を含む世界中の動物
の福祉を向上させ，もって我々人間が果たしうる
責任を広く社会に示し，幸福な人と動物の共生を
更に前進させることを目的とする．

対 象：動物関連事業従事者，公衆衛生関係者，
学生，一般

内 容：基調講演及び9つのワークショップで構成
基調講演 片峰 茂（長崎大学学長）

Ⅰ「日常生活でペットからうつる人と動物の共通
感染症」 （人と動物の共通感染症研究会）

Ⅱ「人と動物の絆Human Animal Bondタイガー
プレイスと日本における代表的なアニマルセ
ラピーの活動発表」 （日本動物病院福祉協会）

Ⅲ「東日本大震災から学ぶ今後の緊急災害時の動
物救護 ～法的裏づけの必要性と平時からの
準備」 （日本動物福祉協会）

Ⅳ「ずっと一緒に居ようよ ―飼い主とペットの
『日常』を護る為に―」 （Knots）

Ⅴ「One World, One Health」
（日本野生動物医学会）

Ⅵ「東日本大震災における被災動物対応の現状と
今後の課題 ～放射性物質汚染への対応を考
える～」 （日本獣医師会）

Ⅶ「多様な対応が求められる動物医療」
（日本獣医師会）

Ⅷ「食の安全を考える」 （Knots）

Ⅸ「犬との共生」 （ジャパンケネルクラブ）

問合せ先：第2回神戸アニマルケア国際会議事務局
（公益社団法人 Knots 内）

〒650-0004 神戸市中央区中山手通6-6-7-405
☎・FAX 078-599-6663
E-mail : animalcare@knots.or.jp

12月 5 日：平成23年度中間監査，第4回理事会
12月 8 日：第11回家畜衛生・公衆衛生合同委員会
12月19日：第16回日本獣医師会雑誌編集委員会
12月21日：業務執行幹部会議

行事等

獣 医 微 生 物 学 第3版

各論では病原体の性状や病気などとの関係を詳述し，免疫学，分子生物学・遺伝学などの関連
分野の進歩に伴う最新の知見を取り入れ，獣医微生物学分野に幅広く対応した書．

監 訳：見上 彪
編 集：関崎 勉，高井伸二，堀本泰介，望月雅美

発売日：2011年8月
判 型：B5判 468頁

定 価：10,290円（税込・送料510円）
問合せ：文永堂出版 株式会社

〒113-0033 文京区本郷2-27-18
TEL 03-3814-3321 FAX 03-3814-9407
E-mail : buneido@buneido-syuppan.com



動物用ワクチン ̶その理論と実際̶

本書は，総論，各論，将来展望の3章からなり，
動物用ワクチンを総括的に解説する，わが国初の画
期的な書籍．総論では，ワクチンの歴史，感染症に
対する動物の生体防御，ワクチンの作用機序につい
て難解な免疫学の進展を平易に解説．加えて各種動
物でのワクチネーションプログラムやワクチンの品
質管理，ワクチン許認可制度についても詳述．各論
では，現在市販されている牛，馬，豚，鶏，魚，犬
及び猫の主要なワクチン86製剤について，その製
造株の由来，製造方法，攻撃試験成績，臨床試験成
績，使用方法などを各製薬メーカーの専門家が記述．
将来展望では，これから益々増えるであろう組換え
ワクチンなどの新規ワクチン，新規アジュバント並

びにそのデリバリーについて記述．本書は，現場で
ワクチンを使用する獣医師ばかりでなく，ワクチン
を開発・販売する企業の研究者・販売員やワクチン
学を研究・学習する大学の先生・学生にも必読の書．

編 集：動物用ワクチンhバイオ医薬品研究会
発売日：2011年10月31日
判 型：A4変形版 328頁
定 価：9,870円（税込・送料 510円）

問合せ：文永堂出版㈱
〒113-0033 文京区本郷2-27-18
☎03-3814-3321 FAX 03-3814-9407
E-mail : buneido@buneido-syuppan.com


