
平成２０年度獣医師生涯研修事業ポイント取得対象プログラム（申請分のみ） 

（このほか、地区学会・学会年次大会並びに日本獣医師会主催の講習会等もポイント取得対象プログラムです。） 
 
No. 月 日 曜 開始時間 テーマ 会 場 開催地区 申 請 団 体 

10 4月21日 (月) 18:15 イヌの口腔内腫瘍 日本大学 藤沢市 日本大学動物病院 

1 4月27日 (日) 13:30 椎間板ヘルニア攻略法 久喜総合文化会館 久喜市 (社)埼玉県獣医師会 

20 5月16日 (金) 12:20 第73回日本豚病研究会研究集会 文部科学省研究交流センター つくば市 日本豚病研究会 

19 5月18日 (日) 13:00 小動物診療に関する診療について 福岡朝日ビル 福岡市 (社)福岡県獣医師会 

23 5月19日 (月) 18:15 小動物の呼吸器真菌症 日本大学 藤沢市 日本大学動物病院 

22 6月7日 (土) 12:30 獣医学領域におけるCT画像解析の応用 日本大学 藤沢市 日本大学獣医学会 

11 6月8日 (日) 13:00 犬猫の緊急救命疾患について 静岡コンベンションアーツセンター 静岡市 (社)静岡県獣医師会 

31 6月8日 (日) 14:00 1.細胞診の見方、2.老化の比較生物学 万代シルバーホテル 新潟市 (社)新潟県獣医師会 

26 6月10日 (火) 14:00 牛の第一胃機能と生菌剤の有用性と今後 十勝NOSAI本所 帯広市 (社)北海道獣医師会 

4 6月14日 (土) 14:00 疾患別・手術別麻酔プロトコール－A 日本出版クラブ会館 新宿区 (社)日本動物病院福祉協会 

34 6月15日 (日) 9:00 1.腎・膀胱・前立腺腫瘍の治療戦略、2.オピオイドを用いた一歩進んだ周術期管理 JAアズムホール 宮崎市 (社)宮崎県獣医師会 

5 6月15日 (日) 10:00 疾患別・手術別麻酔プロトコール－B 日本出版クラブ会館 新宿区 (社)日本動物病院福祉協会 

27 6月15日 (日) 10:00 診療の基本～心臓編・腎臓編 丸善薬品㈱ 帯広市 (社)北海道獣医師会 

32 6月15日 (日) 10:00 神経病学～疑問を解消して明日に役立てる 大阪府立大学 堺市 大阪府立大学 

25 6月17日 (火) 14:00 分娩管理と子牛の健康 NOSAIオホーツク 北見市 (社)北海道獣医師会 

6 6月19日 (木) 10:00 疾患別・手術別麻酔プロトコール－C 福岡朝日ビル 福岡市 (社)日本動物病院福祉協会 

65 6月19日 (木) 21:30 脳神経検査 名古屋市獣医師会館 名古屋市 (社)名古屋市獣医師会 

7 6月21日 (土) 14:00 疾患別・手術別麻酔プロトコール－A 天満研修センター 大阪市 (社)日本動物病院福祉協会 

41 6月21日 (土) 14:00 犬と猫の臨床繁殖学 ラッセホール 神戸市 (社)神戸市獣医師会 

8 6月22日 (日) 10:00 疾患別・手術別麻酔プロトコール－B 天満研修センター 大阪市 (社)日本動物病院福祉協会 

9 6月22日 (日) 10:00 目の診察の仕方と角膜疾患 熊本県畜産会館 熊本市 (社)熊本県獣医師会 

21 6月22日 (日) 10:00 エキゾチックアニマルの生物学と臨床 岡山国際交流センター 岡山市 (社)岡山県獣医師会 

39 6月22日 (日) 13:00 当科を受診する症例から考える内科診療とインフォームドコンセントの理論と実際 群馬県獣医師会 前橋市 (社)群馬県獣医師会 

42 6月23日 (月) 18:15 肝臓機能と食事管理 日本大学 藤沢市 日本大学動物病院 

29 6月27日 (金) 10:35 
1.快適な牛舎環境と福祉・北海道の実情、2.食の安全・安心～快適な畜舎環境が及ぼ

す疾病対策等について 
ホテルモントレ仙台 仙台市 (社)宮城県獣医師会 

35 6月28日 (土) 10:00 動物のリハビリテーション 大宮ソニックシティ さいたま市 獣医麻酔外科学会 

36 6月28日 (土) 14:00 X線読影の原点に戻る 大宮ソニックシティ さいたま市 獣医麻酔外科学会 

37 6月29日 (日) 10:00 内分泌腫瘍の外科的治療のコツ 大宮ソニックシティ さいたま市 獣医麻酔外科学会 

38 6月29日 (日) 10:00 ピモベンダンupdate2008 大宮ソニックシティ さいたま市 獣医麻酔外科学会 

40 6月29日 (日) 10:00 犬種と皮膚疾患について 松本グリーンホテル 松本市 (社)長野県獣医師会 

30 7月4日 (金) 14:00 
1.狂犬病の発生事例から知るその課題と備えについて、2.映像によるイヌ狂犬病の臨

床診断について 
パレス神戸 神戸市 (社)兵庫県獣医師会 



No. 月 日 曜 開始時間 テーマ 会 場 開催地区 申 請 団 体 

2 7月5日 (土) 15:30 小動物の網膜疾患の診断と治療 梅田スカイビル 大阪市 比較眼科学会 

73 7月5日 (土) 16:00 高齢者福祉施設等で実施されるアニマルセラピーについての効果 パシフィックホテル沖縄 那覇市 (社)沖縄県獣医師会 

85 7月6日 (日) 9:00 
1.学校で動物を飼育する異議及びそこに支援していく獣医師の姿勢、2.学校飼育動物

の飼育法及び治療 
広島県獣医畜産会館 広島市 (社)広島県獣医師会 

3 7月6日 (日) 13:00 小動物の主要赤眼疾患の診断と治療 梅田スカイビル 大阪市 比較眼科学会 

43 7月6日 (日) 14:00 一般動物病院で可能な最新癌治療の紹介 大阪ぺピイ動物看護専門学校 大阪市 (社)大阪市獣医師会 

24 7月13日 (日) 10:00 Common diseaseの診断アプローチにおける腹部画像診断の位置付け 熊本県畜産会館 熊本市 (社)熊本県獣医師会 

68 7月13日 (日) 13:00 
直面しやすいエキゾチックアニマル診療における落とし穴～より確かな治療を求めて

～ 
産業商工会館 東京都杉並区 (社)東京都獣医師会 

69 7月13日 (日) 13:00 赤目の診断と治療 池上会館 東京都大田区 (社)東京都獣医師会 

47 7月19日 (土) 13:00 1.心臓病学Part1、2.小動物領域における循環器疾患に対する手術法 椿山荘 東京都文京区 日本小動物獣医師会 

48 7月19日 (土) 13:00 1.高周波めすの特性と使用法、2.キャナイン6Ⅱ・9Ⅱの有用性と安全性 椿山荘 東京都文京区 日本小動物獣医師会 

49 7月19日 (土) 13:00 1.胸部エコーはこの基本走査から始まる、2.エコーによる胸部診断のコツ 椿山荘 東京都文京区 日本小動物獣医師会 

50 7月19日 (土) 13:00 1.真菌症について、2.顕微鏡でわかるZoonosis 椿山荘 東京都文京区 日本小動物獣医師会 

51 7月20日 (日) 9:00 心臓病学Part2 椿山荘 東京都文京区 日本小動物獣医師会 

52 7月20日 (日) 9:00 1.犬に多発する膝関節疾患の診断と治療法、2.術後のフォローアップ 椿山荘 東京都文京区 日本小動物獣医師会 

53 7月20日 (日) 9:00 1.ウサギの血液検査、2.ウサギの麻酔と手術管理 椿山荘 東京都文京区 日本小動物獣医師会 

54 7月20日 (日) 9:00 整形領域における代替医療法によるペインコントロール 椿山荘 東京都文京区 日本小動物獣医師会 

55 7月20日 (日) 9:00 1.エコーウェットラボ～基本走査法、2.エコーウェットラボ～走査実習 椿山荘 東京都文京区 日本小動物獣医師会 

56 7月20日 (日) 9:00 1.再生医療、2.橈尺骨骨折の治療法と新しいプレートの開発 椿山荘 東京都文京区 日本小動物獣医師会 

57 7月20日 (日) 9:00 ワクチン抗体価の評価について 椿山荘 東京都文京区 日本小動物獣医師会 

58 7月20日 (日) 9:00 1.前眼部の外科療法～外科療法の実際、2.前眼部の外科療法～適応と選択 椿山荘 東京都文京区 日本小動物獣医師会 

59 7月20日 (日) 13:30 
1.心臓病の診断と治療指針、2.犬のうっ血性心不全の治療指針、3.猫の心筋症の治療

指針 
椿山荘 東京都文京区 日本小動物獣医師会 

60 7月20日 (日) 13:30 
1.ノンユニオンに挑む、2.ステムセルで骨を再建させる、3.口蓋の外科、4.創外固定法

の適応範囲と注意点 
椿山荘 東京都文京区 日本小動物獣医師会 

61 7月20日 (日) 13:30 1.消化管内視鏡Part1、2.消化管内視鏡Part2、3.内視鏡ドライラボセミナー 椿山荘 東京都文京区 日本小動物獣医師会 

62 7月20日 (日) 13:30 
1.院内ラボ～一次診療の細胞診、2.扁平上皮癌の診断と治療指針、3.腫瘍の画像診断

～X線を中心とした腹腔内腫瘍診断 
椿山荘 東京都文京区 日本小動物獣医師会 

63 7月20日 (日) 13:30 
1.ドミトールを見直す、2.肝胆膵疾患に対する超音波検査、3.腹腔鏡を交えた肝胆膵疾

患の診断と治療 
椿山荘 東京都文京区 日本小動物獣医師会 

64 7月20日 (日) 13:30 1.皮膚科への臨床アプローチ、2.皮膚科治療薬、3.アトピーの診断治療のコツ 椿山荘 東京都文京区 日本小動物獣医師会 

71 7月23日 (水) 13:30 
1.繁殖和牛の死亡壊死と積極的な繁殖計画のために、2.牛白血病対策の取り組みに

ついて 
大分県農業共済組合連合会 大分市 (社)大分県獣医師会 

67 7月24日 (木) 20:40 犬における下顎骨骨折の整復 岐阜大学 岐阜市 岐阜大学 

28 7月25日 (金) 13:00 新しい削蹄法を目指して 帯広畜産大学 帯広市 (社)北海道獣医師会 



No. 月 日 曜 開始時間 テーマ 会 場 開催地区 申 請 団 体 

13 7月26日 (土) 10:00 血液病とリンパ腫のエビデンスに基づいた診断と治療－A サンケイプラザ 千代田区 (社)日本動物病院福祉協会 

14 7月27日 (日) 9:30 血液病とリンパ腫のエビデンスに基づいた診断と治療－B サンケイプラザ 千代田区 (社)日本動物病院福祉協会 

12 7月27日 (日) 13:00 犬猫の画像診断について 静岡コンベンションアーツセンター 静岡市 (社)静岡県獣医師会 

15 7月27日 (日) 13:00 血液病とリンパ腫のエビデンスに基づいた診断と治療－C サンケイプラザ 千代田区 (社)日本動物病院福祉協会 

33 7月27日 (日) 13:00 消化器外科の基本から応用について 摺上亭大鳥 福島市 (社)福島県獣医師会 

70 7月27日 (日) 13:00 犬のリハビリテーション 広島アニマルケア専門学校 広島市 (社)広島県獣医師会 

89 7月28日 (月) 18:15 犬の心エコー検査～僧帽弁閉鎖不全症へのアプローチ～ 日本大学 藤沢市 日本大学動物病院 

18 7月31日 (木) 10:00 臨床家のための最新の診断学；血液病学・腫瘍学－C 新潟テルサ 新潟市 (社)日本動物病院福祉協会 

75 7月31日 (木) 13:00 獣医療に係る法律的諸問題など ホテルＣＡＮＫＯＨ 土浦市 （社）茨城県獣医師会 

16 8月2日 (土) 14:00 臨床家のための最新の診断学；血液病学・腫瘍学－A 天満研修センター 大阪市 (社)日本動物病院福祉協会 

17 8月3日 (日) 10:00 臨床家のための最新の診断学；血液病学・腫瘍学－B 天満研修センター 大阪市 (社)日本動物病院福祉協会 

74 8月3日 (日) 10:00 循環器科・腎臓科診断治療マニュアル2008 ホテル日航金沢 金沢市 （社）石川県獣医師会 

83 8月3日 (日) 13:30 理論的アプローチによる画像診断の実際～胸部 わかくさプラザ 関市 (社)岐阜県獣医師会 

91 8月6日 (水) 13:30 1.学校飼育動物について、2.子供の自発性を育む教育について 塩尻総合文化センター 塩尻市 (社)長野県獣医師会 

92 8月10日 (日) 13:30 1.FIV感染症ワクチンについて、2.獣医療法の一部改正について タカノビル別館 津市 (社)三重県獣医師会 

87 8月24日 (日) 10:00 基礎から学ぶ最新の肝臓病 北九州市獣医師会館 北九州市 (社)北九州市獣医師会 

84 8月24日 (日) 13:30 理論的アプローチによる画像診断の実際～腹部 岐阜大学 岐阜市 (社)岐阜県獣医師会 

103 8月24日 (日) 13:00 嘔吐・下痢を主体とした消化器疾患の病態及び鑑別診断と治療 群馬県獣医師会 前橋市 (社)群馬県獣医師会 

45 8月25日 (月) 9:00 生産獣医療技術研修（基礎コース） 帯広畜産大学 帯広市 帯広畜産大学 

86 8月27日 (水) 9:30 
1.学校における生命尊重の指導と動物飼育、2.学校における動物飼育が子供に及ぼ

す影響と成果 
広島県立教育センター 東広島市 (社)広島県獣医師会 

93 8月31日 (日) 13:30 ホームドクターと夜間診療施設の良好な関係作り ハービスプラザ大阪 大阪市 大阪府立大学 

46 9月1日 (月) 9:00 生産獣医療技術研修（発展コース） 帯広畜産大学 帯広市 帯広畜産大学 

82 9月7日 (日) 10:00 
1.椎間板ヘルニア攻略法、動画で見る神経病、2.循環器系疾患におけるいくつかの新

しい外科手術法 
北海道大学 札幌市 (財)鳥取県動物臨床医学研究所 

100 9月7日 (日) 10:00 犬と猫の輸液療法について 松本グリーンホテル 塩尻市 (社)長野県獣医師会 

104 9月7日 (日) 10:00 消化器疾患について 福岡センタービル 福岡市 (社)福岡県獣医師会 

101 9月7日 (日) 13:00 最先端ガン治療をペットに～光線力学的温熱化学療法～ 鹿児島大学 鹿児島市 (社)鹿児島県獣医師会 

96 9月9日 (火) 13:30 英国における乳牛のアニマルウェルフェアと生産性 仙台ガーデンパレス 仙台市 日本家畜臨床学会 

120 9月14日 (日) 10:00 リンパ腫の基礎から最新情報 長野第一ホテル 長野市 (社)長野県獣医師会 

66 9月14日 (日) 13:00 循環器疾患の診断・治療に関するアップデート グランシップ 静岡市 (社)静岡県獣医師会 

99 9月18日 (木) 9:30 
1.銘柄牛の生産現場から、2.和牛の産地形成に向けた技術支援と課題、3.和牛の飼料

給与と肉質 
NOSAI山形 山形市 (社)全国農業共済協会 

137 9月22日 (月) 18:15 各種サンプルからのホルモン濃度測定と繁殖ホルモン剤の使い方 日本大学 藤沢市 日本大学動物病院 

130 9月27日 (土) 14:00 犬の前肢の破行診断 ラッセホール 神戸市 (社)神戸市獣医師会 

72 9月28日 (日) 10:00 犬猫の呼吸病学 ユー・アイふくい 福井市 (社)福井県獣医師会 



No. 月 日 曜 開始時間 テーマ 会 場 開催地区 申 請 団 体 

112 9月28日 (日) 10:00 日常遭遇する小動物の内分泌疾患Part2～甲状腺疾患・糖尿病～ JAグリーンパレス 鳥栖市 (社)佐賀県獣医師会 

108 9月28日 (日) 13:00 CT・MRI入門アップデート～ここまでわかる断層画像、臨床例を中心に～ 横浜セネックス 横浜市 (社)横浜市獣医師会 

134 9月28日 (日) 13:00 エキゾチック動物の診療－１ 京葉銀行文化プラザ 千葉市 (社)千葉県獣医師会 

135 9月28日 (日) 13:30 獣医療のリスクマネージメント～獣医事問題について ホテルグリーンタワー千葉 千葉市 (社)千葉県獣医師会 

88 9月28日 (日) 14:30 犬の感染症-丁寧に皮膚を診てみよう- 越谷サンシティーホール 越谷市 (社)埼玉県獣医師会 

109 9月30日 (火) 12:00 病気に打ち勝つメカニズム・子牛と免疫 栃木県酪農試験場 那須塩原市 (社)栃木県獣医師会 

97 10月1日 (水) 9:00 1.乳牛の生産病予防と飼養管理、2.乳牛に配慮した飼養環境、3.蹄の構成成分と機能 北海道NOSAI研修所 江別市 (社)全国農業共済協会 

115 10月5日 (日) 10:00 神経病入門～神経病学的検査とその解釈 大分県獣医師会館 大分市 (社)大分県獣医師会 

121 10月5日 (日) 10:00 血液系の異常Part1 松本グリーンホテル 長野市 (社)長野県獣医師会 

153 10月5日 (日) 10:00 
猫の消化器疾患（膵臓疾患、胆管疾患、腸疾患）における検査データの解釈とその対

応 
岡山国際交流センター 岡山市 (財)鳥取県動物臨床医学研究所 

110 10月9日 (木) 9:00 牛の消化器疾患における病態 和歌山県JAプラザ 和歌山市 (社)全国農業共済協会 

142 10月9日 (木) 13:30 輸液療法の基本と疾患毎の輸液療法 日本大学 藤沢市 (社)神奈川県獣医師会 

131 10月11日 (土) 14:00 DICの発生を考慮した臨床的対応の進め方 神戸商工貿易センタービル 神戸市 (社)神戸市獣医師会 

117 10月11日 (土) 16:00 A lecture on canine cardiac emergencies 北里大学薬学部 東京都港区 北里大学獣医学部 

118 10月11日 (土) 18:00 今から始める心エコー（ウェットラボ） 北里大学薬学部 東京都港区 北里大学獣医学部 

128 10月12日 (日) 13:30 神経病パート2 氷川会館 川越市 (社)埼玉県獣医師会 

132 10月12日 (日) 13:30 犬と猫の糖尿病 さわやかちば県民プラザ 柏市 (社)千葉県獣医師会 

156 10月13日 (月) 10:00 手術の基本とちょっとしたコツ－軟部外科の新しい概念の紹介－ ウェルピア伊予 伊予市 (社)愛媛県獣医師会 

157 10月13日 (月) 9:00 
1.ネコ免疫不全ウイルス（FIV）感染症の診断と予防、2.口腔腫瘍の外科、3.関節炎－炎

症性関節症の診断と治療関節機能を維持するために 
浦添市産業振興センター 浦添市 獣医麻酔外科学会 

163 10月14日 (火) 18:15 1.最新の心不全の治療戦略、2.心不全の栄養管理 日本大学 藤沢市 日本大学動物病院 

116 10月19日 (日) 9:00 腫瘍の治療 国際教育センター 広島市 (社)広島県獣医師会 

105 10月19日 (日) 10:00 基礎から学ぶ犬と猫の臨床繁殖学－1～発情、交配、妊娠、分娩における正常と異常 福井県職員会館 福井市 (社)福井県獣医師会 

180 10月19日 (日) 13:00 嘔吐・下痢を主体とした消化器疾患の病態及び鑑別診断と治療～Part2 群馬県獣医師会 前橋市 (社)群馬県獣医師会 

90 10月19日 (日) 14:00 学校飼育動物の診療 ニューオータニイン東京 東京都品川区 (社)東京都獣医師会 

161 10月20日 (月) 13:00 第７４回日本豚病研究会研究集会 東京大学 東京都文京区 日本豚病研究会 

98 10月23日 (木) 9:00 
1.和牛子牛の多発疾病と対策、2.牛の生殖制御技術の基礎となる卵巣と子宮の機能に

ついて、3.家畜共済制度について 
岡山県農業共済会館 岡山市 (社)全国農業共済協会 

119 10月23日 (木) 21:00 COX－２阻害薬と腫瘍性疾患 岐阜大学 岐阜市 岐阜大学 

76 10月24日 (金) 15:00 腹部・軟部外科Ａ 天満研修センター 大阪市 （社）日本動物病院福祉協会 

77 10月25日 (土) 9:30 腹部・軟部外科Ｂ 天満研修センター 大阪市 （社）日本動物病院福祉協会 

78 10月26日 (日) 9:30 腹部・軟部外科Ｃ 天満研修センター 大阪市 （社）日本動物病院福祉協会 

94 10月26日 (日) 10:00 小動物医療現場におけるX線撮影画像と診断 山口県獣医医師会館 山口市 (社)山口県獣医師会 

162 10月26日 (日) 10:00 1.X線読映入門～知っておきたい正常像・異常像、2.犬猫の中枢神経疾患 青森グランドホテル 青森市 (社)青森県獣医師会 

146 10月26日 (日) 13:30 動物福祉の理論と実践 うだ・アニマルパーク内動物学習館 宇陀市 (社)奈良県獣医師会 
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79 10月28日 (火) 15:00 腹部・軟部外科Ａ JAビル 千代田区 （社）日本動物病院福祉協会 

80 10月29日 (水) 9:30 腹部・軟部外科Ｂ JAビル 千代田区 （社）日本動物病院福祉協会 

81 10月30日 (木) 9:30 腹部・軟部外科Ｃ JAビル 千代田区 （社）日本動物病院福祉協会 

140 10月30日 (木) 12:00 バイオメカニクスから見た牛の蹄病 那須北農業共済組合 那須郡 (社)栃木県獣医師会 

113 10月30日 (木) 13:30 牛の難治療例と治療措置 熊本県畜産会館 熊本市 (社)熊本県獣医師会 

175 10月31日 (金) 13:30 
1.「人畜共通感染症教育モデルカリキュラムの開発」への取り組み、2.食品衛生を巡る

最近の動向 
鹿児島大学動物病院 鹿児島市 (社)鹿児島県獣医師会 

114 11月2日 (日) 10:00 腫瘍外科の総論 熊本県畜産会館 熊本市 (社)熊本県獣医師会 

170 11月2日 (日) 10:00 1.消化器疾患に対する画像診断、2.アレルギーの基礎と臨床 香川県獣医畜産会館 高松市 (社)香川県獣医師会 

186 11月2日 (日) 10:00 小動物整形外科疾患の基礎と応用 岡山国際交流センター 岡山市 (社)岡山県獣医師会 

147 11月2日 (日) 14:00 イヌ、ネコの糖尿病－最新の治療戦略－ 京都獣医畜産会館 京都市 (社)京都府獣医師会 

169 11月2日 (日) 14:00 レプトスピラ症－ヒトと愛玩動物と野生動物－ JAアズムホール別館 宮崎市 (社)宮崎県獣医師会 

181 11月6日 (木) 13:30 蹄病の診断・治療・処置の最新知見 群馬県獣医師会 前橋市 （社）群馬県獣医師会 

185 11月7日 (金) 13:30 海外で起きた犬等の輸入狂犬病について いわて共済ビル 盛岡市 (社)岩手県獣医師会 

95 11月8日 (土) 13:30 牛の白血病の現状と対策 山口県獣医医師会館 山口市 (社)山口県獣医師会 

154 11月8日 (土) 15:00 「食の安全・安心」シンポジウム ウェルサンピア八戸 八戸市 日本家畜臨床学会 

106 11月9日 (日) 10:00 
基礎から学ぶ犬と猫の臨床繁殖学－2～生殖器疾患とホルモンとの関係およびホル

モン治療、繁殖の人為的コントロール 
福井県職員会館 福井市 (社)福井県獣医師会 

176 11月9日 (日) 10:00 アレルギー診断治療の新しいアプローチ法 アステム 鹿児島市 (社)鹿児島県獣医師会 

155 11月9日 (日) 12:00 インターフェロンと家畜への応用の可能性 ウェルサンピア八戸 八戸市 日本家畜臨床学会 

138 11月9日 (日) 13:00 泌尿器疾患一般について 三条・燕リサーチコア 三条市 (社)新潟県獣医師会 

158 11月9日 (日) 13:00 獣医療をめぐる苦情・紛争と対応 長野第一ホテル 長野市 (社)長野県獣医師会 

129 11月9日 (日) 13:30 炎症マーカーとしてのCRP検査～臨床例への応用～ 浦和コミュニティーセンター さいたま市 (社)埼玉県獣医師会 

152 11月9日 (日) 13:30 血液疾患－up to date－ 横浜セネックス 横浜市 (社)横浜市獣医師会 

159 11月9日 (日) 13:30 眼の充血 飯田勤労者福祉センター 飯田市 (社)長野県獣医師会 

174 11月9日 (日) 13:30 ウサギの診断・治療 京都獣医畜産会館 京都市 (社)京都市獣医師会 

188 11月10日 (月) 13:00 子牛の下痢対策について～初乳の重要性と内部寄生虫（コクシジウム）対策 沖縄県畜産会 那覇市 (社)沖縄県獣医師会 

160 11月10日 (月) 13:30 分娩後の繁殖機能～乳房炎の診断と免疫について 伊那家畜保健衛生所 伊那市 (社)長野県獣医師会 

141 11月11日 (火) 12:00 牛の行動学 那須北農業共済組合 那須郡 (社)栃木県獣医師会 

222 11月11日 (火) 14:00 人と動物の共通感染症をひきおこす細菌感染症 アルカディア市谷 東京都千代田区 (社)東京都獣医師会 

217 11月13日 (木) 13:00 ペットロスに対する獣医師の対応 土浦合同庁舎 土浦市 (社)茨城県獣医師会 

223 11月13日 (木) 13:00 1.病性鑑定の実績、2.小動物と産業動物における抗生物質使用状況について ホテル千秋閣 花巻市 (社)岩手県獣医師会 

143 11月13日 (木) 13:30 輸血療法の実際 日本大学 藤沢市 (社)神奈川県獣医師会 

111 11月13日 (木) 13:45 クロウディン16欠損症について ひだプラザホテル 高山市 (社)全国農業共済協会 

44 11月14日 (金) 13:00 家畜衛生フォーラム2008 明治製菓 東京都中央区 日本家畜衛生学会 

144 11月14日 (金) 13:00 乳牛の帝王切開術実習 麻布大学 相模原市 (社)神奈川県獣医師会 
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224 11月14日 (金) 14:00 日本畜産に未来はあるのか～世界情勢と今何ができるか 山形国際ホテル 山形市 (社)山形県獣医師会 

192 11月15日 (土) 9:30 基本から学ぶ前十字靱帯断裂に対する矯正骨切り術 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

208 11月15日 (土) 9:30 第４胃変異の新しいアプローチ～プロダクションメディスンの展望 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

173 11月15日 (土) 13:00 歯とおやつのはなし～歯無しにさせない歯の話 プラザホテルむつ むつ市 (社)青森県獣医師会 

207 11月15日 (土) 14:15 経腸栄養を臨床に取り入れるには 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

194 11月15日 (土) 16:00 骨折の整復、最大の効果を発揮するために 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

195 11月15日 (土) 16:00 短頭種気道症候群の病態と治療 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

196 11月15日 (土) 16:00 大腸疾患の診断と治療最前線 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

197 11月15日 (土) 16:00 顕微鏡DEディスカッション 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

198 11月15日 (土) 16:00 犬の避妊手術に使用する縫合糸に起因する肉芽腫をどう避けるか 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

199 11月15日 (土) 16:00 猫の膵炎とその関連疾患を整理する 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

200 11月15日 (土) 16:00 これができなければ治療に進めない！ 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

201 11月15日 (土) 16:00 中間透光体が透明な盲目疾患 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

202 11月15日 (土) 16:00 慢性腎臓病を考える 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

203 11月15日 (土) 16:00 変性脳疾患について 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

204 11月15日 (土) 16:00 ウサギの消化管通過障害を解明する 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

205 11月15日 (土) 16:00 僧帽弁閉鎖不全症をもう一度見直す 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

206 11月15日 (土) 16:00 各腫瘍症例の外科的切除法と切除後の内科的治療 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

209 11月15日 (土) 16:00 
犬循環器疾患におけるピモベンダン使用の実際と最新の大規模臨床試験「QUEST」の

結果について 
大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

210 11月15日 (土) 16:00 21世紀の獣医心臓病診断 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

211 11月16日 (日) 9:00 難治性下痢にチャレンジ 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

212 11月16日 (日) 9:00 実践ラジオサージェリーワークショップ 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

213 11月16日 (日) 9:00 消化管内視鏡：生検の重要性と治療手技 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

214 11月16日 (日) 9:00 外科手術と疼痛管理・治療成績向上を目指して－1 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

229 11月16日 (日) 10:00 消化器疾患について ホテルニューイタヤ 宇都宮市 （社）栃木県獣医師会 

193 11月16日 (日) 15:15 免疫介在性疾患を極める 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

215 11月16日 (日) 15:15 マニアックエキゾチック 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

216 11月16日 (日) 15:15 外科手術と疼痛管理・治療成績向上を目指して－2 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

219 11月17日 (月) 18:15 1.止血・凝固のメカニズムと臨床検査、2.犬と猫における出血性疾患の臨床 日本大学 藤沢市 日本大学動物病院 

151 11月20日 (木) 9:30 1.牛の代謝性疾患を考える、2.牛白血病の現状と対策 グランドパレス諫早 諌早市 (社)全国農業共済協会 

150 11月20日 (木) 14:45 1.子牛の内科疾病の病態・治療・制御、2.成牛の内科疾病の病態・治療・予防 マロウドイン熊谷 熊谷市 (社)全国農業共済協会 

225 11月21日 (金) 16:00 新型インフルエンザ～獣医師の視点から 山形国際ホテル 山形市 (社)山形県獣医師会 

184 11月23日 (日) 10:00 伴侶動物の骨関節疾患とその治療法Part2 北九州市獣医師会館 北九州市 (社)北九州市獣医師会 

164 11月23日 (日) 14:30 泌尿器系腫瘍 越谷サンシティーホール 越谷市 (社)埼玉県獣医師会 

177 11月24日 (月) 14:00 エキゾチック動物の診療－２～ウサギの画像診断とウサギとげっ歯類の歯科疾患 京葉銀行文化プラザ 千葉市 (社)千葉県獣医師会 
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139 11月26日 (水) 13:30 狂犬病 なぜいま狂犬病か!!～次々登場する重要な人畜共通感染症 新潟県自治会館 新潟市 (社)新潟県獣医師会 

172 11月27日 (木) 13:30 牛の繁殖効率向上対策 十和田市民文化センター 十和田市 (社)青森県獣医師会 

189 11月28日 (金) 14:00 狂犬病の制御と予防注射 三重県男女共同参画センター 津市 (社)三重県獣医師会 

179 11月28日 (金) 20:00 放射線読影について 町田市忠生市民センター 町田市 (社)東京都獣医師会 

102 11月30日 (日) 10:00 アレルギー性疾患 ㈱琉薬 浦添市 (社)沖縄県獣医師会 

145 11月30日 (日) 10:00 がん克服の最前線－リンパ腫・肥満細胞腫・乳腺腫瘍 丸善薬品㈱ 帯広市 (社)北海道獣医師会 

191 11月30日 (日) 10:00 椎間板ヘルニアの診断と治療動画でみる神経疾患 ピアザ淡海県民交流センター 大津市 (社)滋賀県獣医師会 

136 11月30日 (日) 13:00 内分泌疾患について もくせい会館 静岡市 (社)静岡県獣医師会 

226 11月30日 (日) 13:00 眼科検査・診断法～角膜潰瘍の診断、病態や診断・治療法に関して 山形国際ホテル 山形市 (社)山形県獣医師会 

107 11月30日 (日) 13:30 傷病鳥獣保護制度と事業のしくみ～傷病鳥獣の保護 山口県獣医医師会館 山口市 (社)山口県獣医師会 

133 11月30日 (日) 13:30 ヒトと動物の関係～学校飼育動物の診療 サヤンテラス 夷隅郡 (社)千葉県獣医師会 

190 12月1日 (月) 20:00 緊急報告～犬の膿皮症 世田谷区民会館 東京都世田谷区 (社)東京都獣医師会 

182 12月4日 (木) 13:00 比較腫瘍学～骨軟骨腫瘍を克服する－骨肉腫を中心に－ 岡崎コンファレンスセンター 岡崎市 日本比較臨床医学会 

236 12月5日 (金) 13:00 野鳥の分離例からみた養鶏場の防疫について 三重県総合文化センター 津市 （社）三重県獣医師会 

122 12月5日 (金) 15:00 神経病学A JAビル 東京都千代田区 (社)日本動物病院福祉協会 

148 12月6日 (土) 13:00 Infectious and Non－Infectious Corneal Disease 東京大学 東京都文京区 比較眼科学会 

123 12月6日 (土) 9:30 神経病学B JAビル 東京都千代田区 (社)日本動物病院福祉協会 

149 12月7日 (日) 9:00 Conjunctival－Associated Lymphoid Tissue 東京大学 東京都文京区 比較眼科学会 

124 12月7日 (日) 9:30 神経病学C JAビル 東京都千代田区 (社)日本動物病院福祉協会 

221 12月7日 (日) 10:00 
小動物の軟部外科～一般開業医がマスターしておきたい軟部外科手術Part3－会陰

ヘルニア等～ 
鳥栖市民体育センター 鳥栖市 (社)佐賀県獣医師会 

228 12月7日 (日) 10:00 非尿生殖器の外科 大阪府立大学 堺市 大阪府立大学 

237 12月7日 (日) 10:00 内分泌疾患について 仙台シルバーセンター 仙台市 （社）宮城県獣医師会 

165 12月7日 (日) 13:30 心不全の治療－僧帽弁形成術と内科的治療－ 熊谷文化創造館 さくらめいと 熊谷市 (社)埼玉県獣医師会 

220 12月7日 (日) 13:30 肥満細胞腫と組織球系腫瘍の病理 横浜セネックス 横浜市 (社)横浜市獣医師会 

178 12月7日 (日) 14:00 アトピー性皮膚炎の診断と治療に対する新しい攻め方 茂原駅前学習プラザ 茂原市 (社)千葉県獣医師会 

125 12月9日 (火) 15:00 神経病学A 天満研修センター 大阪市 (社)日本動物病院福祉協会 

126 12月10日 (水) 9:30 神経病学B 天満研修センター 大阪市 (社)日本動物病院福祉協会 

127 12月11日 (木) 9:30 神経病学C 天満研修センター 大阪市 (社)日本動物病院福祉協会 

243 12月11日 (木) 21:30 リンパ腫 名古屋市獣医師会館 名古屋市 （社）名古屋市獣医師会 

166 12月14日 (日) 9:00 ペインコントロールの実際・症例を交えて 国際教育センター 広島市 (社)広島県獣医師会 

227 12月14日 (日) 10:00 日常診療に必要な歯科学～歯周病と口腔外科を学ぼう ホテルニューイタヤ 宇都宮市 (社)栃木県獣医師会 

238 12月14日 (日) 10:00 内分泌疾患について 松本グリーンホテル 長野市 （社）長野県獣医師会 

183 12月14日 (日) 13:00 JAHAアンケートからみた動物看護職の実態報告 大阪ペピイ動物看護専門学校 大阪市 (社)大阪市獣医師会 

242 12月14日 (日) 13:00 止血異常DIC及び免疫介在性造血器疾患パート３ 群馬県獣医師会 前橋市 （社）群馬県獣医師会 

258 12月14日 (日) 13:30 ウサギの臨床とエキゾチックアニマルの内部・外部寄生虫疾患 山崎製パン企業年金基金会館 市川市 (社)千葉県獣医師会 
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244 12月15日 (月) 18:15 ペットと人獣共通感染症 日本大学 藤沢市 日本大学 

241 12月21日 (日) 10:00 内分泌疾患について 羽島市文化センター 羽島市 （社）岐阜県獣医師会 

268 12月21日 (日) 15:00 症例から学ぶ神経病学 ホテル白荻 仙台市 （社）宮城県獣医師会 

250 1月10日 (土) 10:00 椎間板ヘルニア 梅田スカイビル 大阪市 獣医麻酔外科学会 

251 1月10日 (土) 10:00 麻酔管理／血圧 梅田スカイビル 大阪市 獣医麻酔外科学会 

252 1月10日 (土) 14:20 大腿骨骨折 梅田スカイビル 大阪市 獣医麻酔外科学会 

253 1月10日 (土) 14:20 麻酔事故とその対策 梅田スカイビル 大阪市 獣医麻酔外科学会 

254 1月11日 (日) 13:15 MRの診断と治療 梅田スカイビル 大阪市 獣医麻酔外科学会 

245 1月12日 (月) 10:00 一般動物病院で可能な最新がん治療の紹介 ピアザ淡海県民交流センター 大津市 (社)滋賀県獣医師会 

246 1月12日 (月) 10:00 心エコーについて 大阪ペピイ動物看護専門学校 大阪市 (社)大阪府獣医師会 

230 1月13日 (火) 15:00 整形外科A 八重洲ホール 東京都中央区 （社）日本動物病院福祉協会 

231 1月14日 (水) 9:30 整形外科B 八重洲ホール 東京都中央区 （社）日本動物病院福祉協会 

232 1月15日 (木) 9:30 整形外科C 八重洲ホール 東京都中央区 （社）日本動物病院福祉協会 

233 1月16日 (金) 15:00 整形外科A 天満研修センター 大阪市 （社）日本動物病院福祉協会 

234 1月17日 (土) 9:30 整形外科B 天満研修センター 大阪市 （社）日本動物病院福祉協会 

235 1月18日 (日) 9:30 整形外科C 天満研修センター 大阪市 （社）日本動物病院福祉協会 

187 1月18日 (日) 10:00 単純・造影X線検査と超音波検査のエッセンス 岡山国際交流センター 岡山市 (社)岡山県獣医師会 

255 1月18日 (日) 10:00 小動物の皮膚疾患－診断、治療の進め方－ 奈良ロイヤルホテル 奈良市 (社)奈良県獣医師会 

240 1月18日 (日) 14:00 症例から学ぶ犬と猫の消化器疾患 大宮ラフォーレ清水園 さいたま市 （社）埼玉県獣医師会 

257 1月18日 (日) 14:00 化学療法剤を極める ホテル京阪京都 京都市 (社)京都府獣医師会 

270 1月19日 (月) 18:15 角膜潰瘍 日本大学 藤沢市 日本大学動物病院 

266 1月20日 (火) 13:30 乳房炎コントロールのマネージメント 群馬県獣医師会 前橋市 （社）群馬県獣医師会 

276 1月24日 (土) 14:00 
児童・生徒の心の発達支援に係る学校飼育動物及び動物介在教育（ふれあい）に関す

る活動 
福岡県獣医畜産会館 福岡市 (社)福岡県獣医師会 

284 1月25日 (日) 14:00 1.猫の肥満と栄養管理について、2.内分泌疾患のモニターと治療法 紫雲閣 東松山市 （社）埼玉県獣医師会 

286 1月25日 (日) 15:00 一般動物病院で可能な最新癌治療の紹介 タカノビル別館 津市 （社）三重県獣医師会 

277 1月27日 (火) 13:00 1.鹿児島県の畜産の現状と今後の展望、2.採光性牛舎の特性と調査結果について 鹿児島県農業共済組合連合会 鹿児島市 (社)鹿児島県獣医師会 

267 1月29日 (木) 20:30 イヌの掻痒性皮膚疾患に対する臨床アプローチ 岐阜大学 岐阜市 岐阜大学 

239 2月1日 (日) 14:00 肝疾患の内科から外科まで新しいアプローチ 京葉銀行文化プラザ 千葉市 （社）千葉県獣医師会 

279 2月7日 (土) 13:30 受胎率向上のとりくみについて 沖縄県畜産会 那覇市 (社)沖縄県獣医師会 

295 2月8日 (日) 9:00 腹部超音波実習 香川県獣医畜産会館 高松市 （社）香川県獣医師会 

167 2月8日 (日) 10:00 骨折治療と最近の考え方とペインコントロール エバルスアグロテック 広島市 (社)広島県獣医師会 

271 2月8日 (日) 10:00 気道疾患の鑑別診断と治療法－特に外科的治療法を中心に－ ㈱琉薬 浦添市 (社)沖縄県獣医師会 

288 2月8日 (日) 10:00 
1.動物理学療法を始める前の５W１H、2.動物理学療法のTherapeutic Exercise、3.動物

医療における臨床教育の充実とパラメディカル部門の立ち上げの意義 
㈱アトル 福岡市 (財)鳥取県動物臨床医学研究所 

287 2月8日 (日) 13:30 昆虫ダニが媒介する人獣共通感染症と最近の話題 タカノビル別館 津市 （社）三重県獣医師会 
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297 2月8日 (日) 13:30 聴診を中心とした心臓病の治療法－心疾患の内科的、外科的療法－ 京葉銀行文化プラザ 千葉市 (社)千葉県獣医師会 

274 2月8日 (日) 15:00 消化器疾患への画像診断アプローチ 新潟東映ホテル 新潟市 (社)新潟県獣医師会 

291 2月12日 (木) 14:00 子牛の下痢症 JAアズムホール 宮崎市 (社)宮崎県獣医師会 

269 2月13日 (金) 14:00 牛のボツリヌス症について 大阪府農林会館 大阪市 (社)大阪府獣医師会 

259 2月17日 (火) 10:00 臨床皮膚病学 福岡朝日ビル 福岡市 (社)日本動物病院福祉協会 

272 2月18日 (水) 12:00 反芻獣としての牛：第一胃の機能 那須北農業共済組合 那須郡 (社)栃木県獣医師会 

275 2月18日 (水) 13:30 乳牛の免疫・主として乳房炎の予防と治療について 伊那家畜保健衛生所 伊那市 (社)長野県獣医師会 

260 2月18日 (水) 14:00 臨床皮膚病学 新梅田研修センタ－ 大阪市 (社)日本動物病院福祉協会 

261 2月19日 (木) 10:00 臨床皮膚病学 新梅田研修センタ－ 大阪市 (社)日本動物病院福祉協会 

293 2月20日 (金) 9:00 周産期における諸問題 札幌グランドホテル 札幌市 (社)北海道獣医師会 

296 2月20日 (金) 13:00 

1.獣医師が提供する肉用牛飼養管理テクニック、2.牛白血病抵抗性遺伝子を指標とし

た大分県の実態調査及び活用、3.牛白血病ウイルスによる白血病発症機構の解明と

その制御方法 

大分県農業共済組合連合会 大分市 （社）大分県獣医師会 

283 2月20日 (金) 14:00 分娩後の卵巣機能の子宮への関わり JAいせはら本所 伊勢原市 （社）神奈川県獣医師会 

262 2月21日 (土) 14:00 臨床皮膚病学 日通本社ビル 東京都港区 (社)日本動物病院福祉協会 

248 2月22日 (日) 9:30 小動物における内視鏡の有用性 西宮市民会館 西宮市 (社)兵庫県獣医師会 

263 2月22日 (日) 10:00 臨床皮膚病学 日通本社ビル 東京都港区 (社)日本動物病院福祉協会 

273 2月22日 (日) 10:00 四肢の整形外科Ⅲ 小山グランドホテル 小山市 (社)栃木県獣医師会 

280 2月22日 (日) 10:00 整形外科疾患と神経疾患の見きわめ方 姫路じばさんびる 姫路市 （社）兵庫県獣医師会 

292 2月22日 (日) 10:00 現代獣医療の課題 JAアズムホール 宮崎市 (社)宮崎県獣医師会 

218 2月22日 (日) 13:00 内分泌疾患について JAビル 和歌山市 (社)和歌山県獣医師会 

256 2月22日 (日) 13:30 小動物における歯科診療の基礎と実際－歯周病治療と口腔外科－ 熊谷文化創造館 熊谷市 (社)埼玉県獣医師会 

294 2月22日 (日) 13:30 小動物の甲状腺疾患と副腎疾患 横浜セネックス 横浜市 (社)横浜市獣医師会 

302 2月23日 (月) 18:15 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センターの概要及び動物由来感染症 日本大学 藤沢市 日本大学動物病院 

290 2月26日 (木) 13:30 動物福祉 熊本県畜産会館 熊本市 (社)熊本県獣医師会 

299 2月26日 (木) 14:00 豚の損耗防止策 沖縄県家畜衛生試験場 那覇市 (社)沖縄県獣医師会 

264 2月27日 (金) 9:30 
1.家畜共済損害防止事業の今後の方向、2.家畜共済損害防止事業と生産獣医療、3.21

年度からの家畜共済特定損害防止事業の実施について 
ヤクルトホール 東京都港区 （社）全国農業共済協会 

171 3月1日 (日) 10:00 内分泌疾患について 香川県獣医畜産会館 高松市 (社)香川県獣医師会 

249 3月1日 (日) 10:00 小動物臨床外科手技の実際 加古川プラザホテル 加古川市 (社)兵庫県獣医師会 

307 3月1日 (日) 13:00 猫の口内炎の診断と治療、及び抜歯術の適応の判断と各種抜歯手技 群馬県獣医師会 前橋市 (社)群馬県獣医師会 

265 3月1日 (日) 14:00 うさぎのよくある外科適用疾患 （社）大阪市獣医師会 大阪市 （社）大阪市獣医師会 

306 3月1日 (日) 14:00 末梢神経及び筋疾患について 氷川会館 川越市 (社)埼玉県獣医師会 

303 3月4日 (水) 13:00 人の狂犬病について 松本勤労者福祉センター 松本市 (社)長野県獣医師会 

310 3月4日 (水) 13:30 
1.九州地域のアカバネ病発生状況及び熊本県における病性鑑定状況について、2.アカ

バネ病対策（主にワクチン）について 
三重県中央家畜保健衛生所 津市 (社)三重県獣医師会 
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168 3月8日 (日) 9:00 心臓病 広島県民文化センターふくやま 福山市 (社)広島県獣医師会 

301 3月8日 (日) 10:00 免疫介在性疾患 長野第一ホテル 長野市 (社)長野県獣医師会 

278 3月8日 (日) 13:30 日常診療技術の向上－内分泌疾患2009；診療制度を上げるために－ 四街道市文化センター 四街道市 (社)千葉県獣医師会 

298 3月8日 (日) 13:30 犬毛包虫症と疥癬の診断と治療 サンシャインシティー 東京都豊島区 (社)東京都獣医師会 

314 3月9日 (月) 18:15 生命は直線より指数モデル 日本大学 藤沢市 日本大学動物病院 

308 3月10日 (火) 12:00 飼養管理のアドバイスのポイント 群馬県獣医師会 前橋市 (社)群馬県獣医師会 

304 3月12日 (木) 10:00 
1.家畜共済制度の歴史と仕組みについて、2.家畜共済傷病事故診療の給付基準につ

いて 
ホテル福島グリーンパレス 福島市 (社)福島県獣医師会 

281 3月15日 (日) 9:30 科学シンポジウム～かゆみを科学する こまばエミナース 東京都目黒区 日本獣医皮膚科学会 

247 3月15日 (日) 10:00 跛行（関節疾患）について 大阪コミュニケーションアート専門学校 大阪市 (社)大阪府獣医師会 

282 3月15日 (日) 15:05 臨床シンポジウム～円形細胞腫要の診断検査は何を語るのか こまばエミナース 東京都目黒区 日本獣医皮膚科学会 

300 3月15日 (日) 10:00 泌尿器外科のアップデート フェニックス・プラザ 福井市 (社)福井県獣医師会 

311 3月15日 (日) 10:00 犬の褐色細胞腫におけるクロモグラニンAの応用 大阪府立大学 堺市 大阪府立大学 

313 3月15日 (日) 13:00 凝固障害について 大分県獣医師会館 大分市 (社)大分県獣医師会 

316 3月15日 (日) 10:00 1.門脈体循環シャントⅡ、2.腫瘍外科 ㈱琉薬 浦添市 （社）沖縄県獣医師会 

318 3月15日 (日) 10:00 消化器疾患について かごしま県民交流センター 鹿児島市 （社）鹿児島県獣医師会 

315 3月17日 (火) 20:00 狂犬病再流行の危険を回避するための獣医師の役割 世田谷区民会館 東京都世田谷区 （社）東京都獣医師会 

317 3月19日 (木) 14:00 心不全の治療～新薬を中心に～ 日本大学 藤沢市 （社）神奈川県獣医師会 

305 3月22日 (日) 10:00 
1.開業獣医師が日々遭遇する外科疾患へのワンポイントアドバイス、2.開業獣医師が

遭遇する医療問題への対応 
コラッセふくしま 福島市 (社)福島県獣医師会 

309 3月22日 (日) 13:00 癌ワクチンを含めた腫瘍の免疫療法の基礎と臨床応用 群馬県獣医師会 前橋市 (社)群馬県獣医師会 

312 3月22日 (日) 13:00 腹部レントゲン読影法と動画で見る神経病学について 松本グリーンホテル 松本市 (社)長野県獣医師会 

289 3月29日 (日) 10:00 難治性下痢・嘔吐の原因を見極める 岡山コンベンションセンター 岡山市 (財)鳥取県動物臨床医学研究所 

285 3月29日 (日) 14:00 免疫抑制剤の種類と使い方：血液疾患と不明熱を中心に 埼玉会館 さいたま市 （社）埼玉県獣医師会 

 


