
平成22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 時間 テ ー マ 会 場 開催地区 申請団体 

1 4月5日 (月) 13:00 腫瘍学Ａ 天満研修センター 大阪市 日本動物病院福祉協会 

2 4月6日 (火) 9:00 腫瘍学Ｂ 天満研修センター 大阪市 日本動物病院福祉協会 

3 4月26日 (月) 13:00 腫瘍学Ａ アリミノビル 東京都新宿区 日本動物病院福祉協会 

4 4月27日 (火) 9:00 腫瘍学Ｂ アリミノビル 東京都新宿区 日本動物病院福祉協会 

5 4月18日 (日) 14:30 日常で遭遇しやすい頭蓋内疾患の診断と治療のコツ 久喜総合文化会館 久喜市 埼玉県獣医師会 

6 5月29日 (土) 14:00 細胞診Ａ アリミノビル 東京都新宿区 日本動物病院福祉協会 

7 5月30日 (日) 10:00 細胞診Ｂ アリミノビル 東京都新宿区 日本動物病院福祉協会 

8 6月6日 (日) 10:00 細胞診Ｃ 福岡国際会議場 福岡市 日本動物病院福祉協会 

9 6月10日 (木) 14:00 細胞診Ｃ もくせい会館 静岡市 日本動物病院福祉協会 

10 6月11日 (金) 14:00 細胞診Ｃ ＷＩＮＣあいち 名古屋市 日本動物病院福祉協会 

11 6月13日 (日) 10:00 細胞診Ｃ 仙台コミュニケーションアート専門学校 仙台市 日本動物病院福祉協会 

12 4月19日 (月) 18:15 がっちり腫瘍シリーズ；その弐「軟部組織肉腫」 日本大学 藤沢市 日本大学動物病医院 

13 7月11日 (日) 18:00 消化器疾患の診断と治療 神奈川県民センター 横浜市 横浜市獣医師会 

14 5月24日 (月) 13:00 第76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 

15 12月10日 (土) 10:30 第4回日本家畜臨床感染症研究会シンポジウム 日本獣医生命科学大学 武蔵野市 日本家畜臨床感染症研究会 

16 5月23日 (日) 13:00 獣医師と動物行動学 帯広畜産大学 帯広市 北海道獣医師会 

17 5月31日 (月) 13:00 循環器疾患の診断治療PartⅠ もくせい会館 静岡市 静岡県獣医師会 

18 6月27日 (日) 13:00 ウサギの多発疾患の診断と治療 もくせい会館 静岡市 静岡県獣医師会 

19 7月11日 (日) 13:00 循環器疾患の診断治療PartⅡ もくせい会館 静岡市 静岡県獣医師会 

20 5月9日 (日) 14:00 心エコー検査～プロープ捜査の基本からエコー所見と治療方針 万代シルバーホテル 新潟市 新潟県獣医師会 

21 4月25日 (日) 15:00 ネコからヒトへのトキソプラズマ感染を防ぐために飼い主に説明すべき事 岐阜大学 岐阜市 岐阜大学 

22 5月17日 (月) 18:15 刺してみよう！！～穿刺系検査の概要を習得する～ 日本大学 藤沢市 日本大学動物病院 

23 6月6日 (日) 10:00 小動物の呼吸器病学～咽喉頭、気管・気管支疾患を五感で理解！～ 大阪府立大学 泉佐野市 大阪府立大学 

24 5月9日 (日) 13:00 市場環境変化に対応する病院経営について 福岡センタービル 福岡市 福岡県獣医師会 

25 6月13日 (日) 10:30 それでも造影やりますか？～消化器疾患のX線＆超音波画像診断 弘前プリンスホテル 弘前市 青森県獣医師会 

26 7月18日 (日) 14:00 犬の脱毛症に対する臨床的アプローチ ベルサール神田 東京都千代田区 日本獣医皮膚科学会 

27 7月19日 (月) 14:00 犬の脱毛症に対する臨床的アプローチ 京都リサーチパーク 京都市 日本獣医皮膚科学会 

28 7月31日 (土) 10:00 整形外科手術の術後管理 大宮ソニックシティ さいたま市 獣医麻酔外科学会 

29 7月31日 (土) 10:00 
獣医麻酔外科学会 麻酔・疼痛管理専門部会が提案した「動物の麻酔モニタリング

指針」を考える 
大宮ソニックシティ さいたま市 獣医麻酔外科学会 

30 7月31日 (土) 10:00 1.心不全と麻酔、2.麻酔と不整脈 大宮ソニックシティ さいたま市 獣医麻酔外科学会 

31 8月1日 (日) 10:00 CTと整形外科 大宮ソニックシティ さいたま市 獣医麻酔外科学会 

32 8月1日 (日) 10:00 咳と呼吸困難 大宮ソニックシティ さいたま市 獣医麻酔外科学会 



No. 月日 曜 時間 テ ー マ 会 場 開催地区 申請団体 

33 8月1日 (日) 14:00 膵臓疾患の外科を考える 大宮ソニックシティ さいたま市 獣医麻酔外科学会 

34 6月13日 (日) 10:00 ガン克服の最前線～ガン治療のすすめ いまどきの肥満細胞腫 松本ホテル花月 松本市 長野県獣医師会 

35 8月5日 (木) 10:00 眼科学 新梅田研修センター 大阪市 日本動物病院福祉協会 

36 8月19日 (木) 15:00 心臓病学A アリミノビル 東京都新宿区 日本動物病院福祉協会 

37 8月20日 (金) 9:30 心臓病学B アリミノビル 東京都新宿区 日本動物病院福祉協会 

38 8月21日 (土) 9:30 心臓病学C アリミノビル 東京都新宿区 日本動物病院福祉協会 

42 6月6日 (日) 13:30 猫の犬糸状中症 メッセウィングみえ 津市 三重県獣医師会 

43 7月4日 (日) 10:00 現場で役立つウサギの臨床獣医学－特に画像診断を中心に－ 熊本県畜産会館 熊本市 熊本県獣医師会 

44 6月6日 (日) 10:00 麻酔のモニターの見方 国際ペットビジネス専門学校 金沢市 石川県獣医師会 

45 6月6日 (日) 13:00 より安全に麻酔をかけるために 国際ペットビジネス専門学校 金沢市 石川県獣医師会 

46 6月13日 (日) 10:00 呼吸器系の腫瘍、消化器系の腫瘍、癌性疼痛の管理について 香川県獣医畜産会館 高松市 香川県獣医師会 

47 7月11日 (日) 10:00 
1.眼科検査テクニック、2.涙器とＫＣＳ、3.ぶどう膜の疾患、4.猫の眼底疾患、5.

眼科の救急疾患 
日本獣医生命科学大学 武蔵野市 比較眼科学会 

51 6月27日 (日) 10:00 犬と猫の前眼部疾患 ホテルニューイタヤ 宇都宮市 栃木県獣医師会 

52 7月4日 (日) 10:00 口腔内疾患の診断と治療 北九州市獣医師会 北九州市 北九州市獣医師会 

53 6月13日 (日) 10:00 点眼薬や眼科検査について 岡山コンベンションセンター 岡山市 岡山県獣医師会 

54 6月21日 (月) 18:15 What benefits ω-3 fatty acids can provide？ 日本大学 藤沢市 日本大学動物病院 

55 8月28日 (土) 13:00 
1.放射線学の基礎－読影をする前に知っておきたいこと－、2.ヒトの

Capnocytophaga感染症の臨床 
御殿山ガーデンホテルラフォーレ東京 東京都品川区 日本小動物獣医師会 

56 8月28日 (土) 13:00 1.超音波基礎・肝胆嚢エコー、2.腎・泌尿器の超音波診断 御殿山ガーデンホテルラフォーレ東京 東京都品川区 日本小動物獣医師会 

57 8月28日 (土) 13:00 
1.膝蓋骨脱臼の病態生理と治療法－最近の話題について－、2.麻酔の基礎 健康体

～疾患別の麻酔 
御殿山ガーデンホテルラフォーレ東京 東京都品川区 日本小動物獣医師会 

58 8月28日 (土) 13:00 再生医療 御殿山ガーデンホテルラフォーレ東京 東京都品川区 日本小動物獣医師会 

59 8月28日 (土) 13:00 軽視するな口腔内疾患 御殿山ガーデンホテルラフォーレ東京 東京都品川区 日本小動物獣医師会 

60 8月28日 (土) 17:30 1.上腕骨関節内骨折、2.橈骨・尺骨骨折 御殿山ガーデンホテルラフォーレ東京 東京都品川区 日本小動物獣医師会 

61 8月29日 (日) 9:00 1.獣医事問題Q＆A、2.Carynebacterium ulcerans感染症 御殿山ガーデンホテルラフォーレ東京 東京都品川区 日本小動物獣医師会 

62 8月29日 (日) 9:00 1.消化管と膵臓の超音波検査、2.心エコー法の基礎 御殿山ガーデンホテルラフォーレ東京 東京都品川区 日本小動物獣医師会 

63 8月29日 (日) 9:00 
1.上腕骨、大腿骨の髄内釘固定、2.創外固定法、3.プレート固定、4.T型カッタブ

ルプレートとリコンストラクションプレートを用いた小型犬橈骨尺骨骨折の治療 
御殿山ガーデンホテルラフォーレ東京 東京都品川区 日本小動物獣医師会 

64 8月29日 (日) 9:00 POMR（問題志向型診療記録）に沿った診断法について 御殿山ガーデンホテルラフォーレ東京 東京都品川区 日本小動物獣医師会 

65 8月29日 (日) 9:00 1.CTとMRI－それぞれの特性の違いと今後の活用方法－、2.循環器（体外循環） 御殿山ガーデンホテルラフォーレ東京 東京都品川区 日本小動物獣医師会 

66 8月29日 (日) 9:00 モルモットの臨床、問題点と対処法 御殿山ガーデンホテルラフォーレ東京 東京都品川区 日本小動物獣医師会 

67 8月29日 (日) 9:00 
1.犬の前眼部疾患（角膜・強膜・ぶどう膜）の診断・治療：よく診る疾患の復習と

注意点、2.前眼部炎症性疾患の診断と治療 
御殿山ガーデンホテルラフォーレ東京 東京都品川区 日本小動物獣医師会 

68 8月29日 (日) 13:00 動物病院のマネジメントへの経営学からの提案 御殿山ガーデンホテルラフォーレ東京 東京都品川区 日本小動物獣医師会 

69 8月29日 (日) 13:00 内科実習 御殿山ガーデンホテルラフォーレ東京 東京都品川区 日本小動物獣医師会 



No. 月日 曜 時間 テ ー マ 会 場 開催地区 申請団体 

70 8月29日 (日) 13:00 1.整形外科手術の基礎、2.外科実習 御殿山ガーデンホテルラフォーレ東京 東京都品川区 日本小動物獣医師会 

71 8月29日 (日) 13:00 1.犬のバベシア症の診断と治療、2.犬の血栓症～臨床像およびその対応について～ 御殿山ガーデンホテルラフォーレ東京 東京都品川区 日本小動物獣医師会 

72 8月29日 (日) 13:00 
1.免疫介在性皮膚疾患、2.フェンタニール・レミフェンタニルを用いた一歩進んだ

麻酔管理 
御殿山ガーデンホテルラフォーレ東京 東京都品川区 日本小動物獣医師会 

73 8月29日 (日) 13:00 全国学校飼育動物担当者情報交換会 御殿山ガーデンホテルラフォーレ東京 東京都品川区 日本小動物獣医師会 

74 8月29日 (日) 13:00 
1.水晶体・硝子体・後部ぶどう膜の解剖、2.水晶体・硝子体疾患、3.安全な白内障

手術を実践するには、4.難易度の高い白内障手術の実際 
御殿山ガーデンホテルラフォーレ東京 東京都品川区 日本小動物獣医師会 

75 11月14日 (日) 18:00 血液外来で問題となる主要10疾患～最新治療マニュアル 神奈川県民センター 横浜市 横浜市獣医師会 

76 7月18日 (日) 14:30 
腰ぬけにならないために～椎間板ヘルニアの診断、鑑別すべき脊髄疾患、治療、リ

ハビリ～ 
久喜総合文化会館 久喜市 埼玉県獣医師会 

77 6月27日 (日) 13:00 肝臓・胆道・膵臓の外科 大阪市獣医師会 大阪市 大阪市獣医師会 

78 8月22日 (日) 13:30 犬・猫の内分泌疾患について 石神井公園区民交流センター 東京都練馬区 東京都獣医師会 

79 7月4日 (日) 10:00 胆嚢と膵臓の疾患について考える 日本大学 藤沢市 日本大学獣医学会 

80 11月8日 (月) 9:00 生産獣医療技術研修（発展コース） 帯広畜産大学畜産フィールド科学センター 帯広市 帯広畜産大学 

81 11月15日 (月) 9:00 生産獣医療技術研修（基礎コース） 帯広畜産大学畜産フィールド科学センター 帯広市 帯広畜産大学 

82 7月11日 (日) 10:00 画像診断ノウハウ～腹部疾患の診断と治療について 岡山国際交流センター 岡山市 動物臨床医学会 

83 8月22日 (日) 10:00 臨床検査データの系統的見方、考え方、Part17 最新の内科学トピックス 岡山国際交流センター 岡山市 動物臨床医学会 

84 6月27日 (日) 13:30 心臓病の身体検査から鑑別診断まで 群馬県獣医師会 前橋市 群馬県獣医師会 

85 2月6日 (日) 13:30 心臓病の鑑別と治療法の選択 群馬県獣医師会 前橋市 群馬県獣医師会 

86 6月27日 (日) 10:00 胆外胆道・膵臓疾患に対する内科診断と治療 広島県健康福祉センター 広島市 広島県獣医師会 

87 7月25日 (日) 15:00 フレキシブル・アリゲータ鉗子による犬糸状虫摘出術 岐阜大学 岐阜市 岐阜大学 

88 7月30日 (金) 12:00 畜産飼料との食の安全・安心 那須北農業共済組合 那須郡 栃木県獣医師会 

89 8月19日 (木) 12:00 エンドトキシンショックと高張食塩液 那須北農業共済組合 那須郡 栃木県獣医師会 

90 7月16日 (金) 19:30 猫の肥大方心筋症～変わりつつある診断・管理の実際 三茶しゃれなあど 東京都世田谷区 東京都獣医師会 

91 6月24日 (木) 18:00 肥満細胞腫の外科 岩手県獣医師会館 盛岡市 岩手県獣医師会 

92 6月26日 (土) 14:00 最新乳腺腫瘍、肥満細胞腫攻略法 兵庫県学校厚生会館 神戸市 神戸市獣医師会 

93 8月22日 錨日) 13:00 循環器疾患の診断治療 PartⅢ もくせい会館 静岡市 静岡県獣医師会 

94 7月12日 (月) 18:15 CTとMRI、そしてさらなる新しい画像診断 日本大学 藤沢市 日本大学動物病院 

95 7月4日 (日) 13:00 小動物臨床腫瘍学 羽島市文化センター 羽島市 岐阜県獣医師会 

96 8月8日 (日) 13:00 小動物臨床腫瘍学 わかくさプラザ 関市 岐阜県獣医師会 

97 7月24日 (土) 14:00 網膜疾患あれこれ 兵庫県民会館 神戸市 神戸市獣医師会 

98 7月11日 (日) 10:00 創傷管理の基礎と応用 広島グランドインテリジェントホテル 広島市 広島県獣医師会 

99 8月8日 (日) 10:00 慢性下痢の診断アプローチと治療 ユー･アイふくい 福井市 福井県獣医師会 

100 10月3日 (日) 10:00 犬猫のエマージェンシー 福井県職員会館 福井市 福井県獣医師会 

101 12月5日 (日) 10:00 小鳥の臨床－外科・内科 福井県職員会館 福井市 福井県獣医師会 

102 7月25日 (日) 14:00 人獣共通感染症・咬傷 群馬県獣医師会 高崎市 群馬県獣医師会 



No. 月日 曜 時間 テ ー マ 会 場 開催地区 申請団体 

103 8月11日 (水) 13:30 口蹄疫・宮崎県現場での対応について 群馬県獣医師会 高崎市 群馬県獣医師会 

104 9月9日 (木) 13:30 ストレスを最小限にし、生産性および健康状態を改善するための牛のサインの見方 仙台ガーデンパレス 仙台市 日本家畜臨床学会 

105 9月20日 (月) 10:00 アレルギーの診療における検査法とその結果に基づいた治療法の選択 京都府中小企業会館 京都市 京都市獣医師会 

106 8月15日 (日) 13:30 
1.猫のワクチン関連肉腫、2.動画で見る消化管疾患の超音波診断、3.小型犬種の橈

骨・尺骨骨折、4.緑内障の最近の治療 
京葉銀行文化プラザ 千葉市 千葉県獣医師会 

107 9月5日 (日) 13:40 小動物の整形外科学（失敗しない整形外科のこつ） 三井ガーデンホテル千葉 千葉市 千葉県獣医師会 

108 8月21日 (土) 15:40 Why don't Lenses Form Tumors? They Have All The Tools！ 梅田スカイビル 大阪市 比較眼科学会 

109 8月22日 (日) 11:10 
1.アジア諸国における動物眼科学の展望、2.Common Opthalmic Problems Affecting 

Marine Mammals 
梅田スカイビル 大阪市 比較眼科学会 

110 7月25日 (日) 13:00 心疾患を上手に診るための臨床検査 四季彩 一力 郡山市 福島県獣医師会 

111 9月5日 (日) 10:00 臨床家のための血液学セミナー～Vol.2 骨髄検査法と骨髄疾患～ 鳥栖JAグリーンパレス 鳥栖市 佐賀県獣医師会 

112 9月5日 (日) 10:00 いまさら聞けない、本当は聞きたいこと～外科手技の基礎から応用までの解説～ 福岡国際会議場 福岡市 福岡県獣医師会 

113 8月20日 (金) 13:30 1.バイトリルに関する最新の治験、2.分娩前後の疾病管理 大分県農業共済組合連合会 大分市 大分県獣医師会 

114 11月5日 (金) 15:00 腹部/軟部外科B ① 研究者英語センター 東京都新宿区 日本動物病院福祉協会 

115 11月6日 (土) 9:30 腹部/軟部外科B ② 研究者英語センター 東京都新宿区 日本動物病院福祉協会 

116 11月7日 (日) 9:30 腹部/軟部外科B ③ 研究者英語センター 東京都新宿区 日本動物病院福祉協会 

117 11月9日 (火) 15:00 腹部/軟部外科B ① 天満研修センター 大阪市 日本動物病院福祉協会 

118 11月10日 (水) 9:30 腹部/軟部外科B ② 天満研修センター 大阪市 日本動物病院福祉協会 

119 11月11日 (木) 9:30 腹部/軟部外科B ③ 天満研修センター 大阪市 日本動物病院福祉協会 

120 8月13日 (金) 15:00 1.豚の暑熱対策を中心とした飼養管理、2.沖縄県における口蹄疫侵入防止対策 沖縄市農民研修センター 沖縄市 沖縄県獣医師会 

121 8月29日 (日) 15:00 迫りくる「人と動物の共通感染症」とのお付き合い 大阪国際会議場 大阪市 大阪府立大学 

122 9月26日 (日) 13:00 猫の代表的肝疾患と犬猫の膵臓UP-to-DATE 池上会館 東京都大田区 東京都獣医師会 

123 8月20日 (金) 13:30 抗体検査とPCR検査で見るサーコワクチンの評価と野外事例 三重県中央家畜保健衛生所 津市 三重県獣医師会 

124 9月2日 (木) 13:20 口蹄疫防疫研修会 三重県総合文化センター 津市 三重県獣医師会 

125 9月23日 (木) 10:00 基礎から学ぶ皮膚科診療の実際 アストプラザ 津市 三重県獣医師会 

126 8月22日 (日) 13:00 犬の問題行動に対する予防 ホテルKANKOH 土浦市 茨城県獣医師会 

127 2月6日 (日) 10:00 軟部外科 part-Ⅲ 福井県職員会館 福井市 福井県獣医師会 

128 9月1日 (水) 13:30 動物の不安と問題行動 日本大学 藤沢市 神奈川県獣医師会 

129 10月14日 (木) 19:00 義眼の挿入・・・講義と実演 日本高度動物医療センター 川崎市 神奈川県獣医師会 

130 11月25日 (木) 14:00 獣医歯科 Part-1 日本大学 藤沢市 神奈川県獣医師会 

131 1月20日 (木) 14:00 獣医歯科 Part-2 日本大学 藤沢市 神奈川県獣医師会 

132 10月24日 (日) 10:00 最新の犬の痒みの治療法 青森国際ホテル 青森市 青森県獣医師会 

133 10月3日 (日) 15:00 胸腔に針を刺してみましょう「胸腔ドレナージと嚢穿刺テクニック」 京都センチュリーホテル 京都市 京都府獣医師会 

134 12月12日 (日) 14:00 心疾患を診断治療するために「心疾患の診断と治療方法」 ホテル京阪京都 京都市 京都府獣医師会 

135 9月5日 (日) 9:30 
1.デジタル化したＸ線装置を診療に生かす、2.腹部超音波検査の基本：知って得す

る豆知識、3.診断・治療に困る消化器疾患の診断の進め方とトピックス 
鹿児島大学 鹿児島市 鹿児島県獣医師会 
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136 9月17日 (金) 13:30 口蹄疫に関する国際的取り組みと宮崎県での防疫対策の問題点 かごしま県民交流センター 鹿児島市 鹿児島県獣医師会 

137 9月15日 (水) 14:00 牛マイコプラズマ性乳房炎と抗生物質の適正使用 十勝NOSAI 帯広市 北海道獣医師会 

138 9月5日 (日) 14:30 犬の脱毛症の診断と治療 久喜総合文化会館 久喜市 埼玉県獣医師会 

139 10月11日 (月) 13:30 
苦手克服整形外科の診断をマスターしよう－代表的な整形外科疾患と慢性的関節

炎の管理－ 
本庄商工会議所 本庄市 埼玉県獣医師会 

140 10月31日 (日) 14:00 小動物眼科臨床の実際 パート１ 東松山市紫雲閣 東松山市 埼玉県獣医師会 

141 9月11日 (土) 14:00 網膜疾患あれこれ 兵庫県民会館 神戸市 神戸市獣医師会 

142 11月11日 (木) 14:00 
1.ヒト・ノロウイルス培養系確立を目指す新たな研究視点、2.食と法律の接点、3.

食品微生物面からみた近江のなれずし、4.消費者視点の食の安心 
滋賀県立芸術劇場 大津市 日本食品微生物学会 

143 11月12日 (金) 13:10 1,食品クレームの現状とその微生物検査の展望、2.今、注目すべき食品媒介病原体 滋賀県立芸術劇場 大津市 日本食品微生物学会 

144 10月3日 (日) 13:30 モルモットの臨床 群馬県獣医師会 前橋市 群馬県獣医師会 

145 10月3日 (日) 13:00 肝臓腫瘍と門脈シャント－手術及びその周術期管理－ 崎陽軒ヨコハマジャスト1号館 横浜市 横浜市獣医師会 

146 10月9日 (土) 14:00 医療領域における最近の話題 日本大学 東京都千代田区 日本大学獣医学科 

147 10月17日 (日) 13:30 胃拡張・胃捻転症候群の診断治療 羽島市文化センター 羽島市 岐阜県獣医師会 

148 10月22日 (金) 12:00 牛の分娩時の疾病およびその対応 栃木県酪農試験場 那須郡 栃木県獣医師会 

149 11月28日 (日) 14:00 見逃せない！日常でのＸ線 ゆうぽうと 東京都品川区 東京都獣医師会 

150 11月14日 (日) 13:00 肝臓・胆嚢疾患の外科治療 万代シルバーホテル 新潟市 新潟県獣医師会 

151 10月2日 (土) 16:00 今から始める眼検査－初歩の初歩－ 北里大学薬学部 東京都港区 北里大学 

152 9月27日 (月) 18:15 がっちり腫瘍シリーズ；その参「口腔内腫瘍」 日本大学 藤沢市 日本大学動物病院 

153 9月26日 (日) 14:00 小動物の輸液療法 さいたま文化センター さいたま市 埼玉県獣医師会 

154 10月23日 (土) 16:00 肝疾患と消化器疾患の考え方（症例を交えて） ＪＡ・ＡＺＭホール 宮崎市 宮崎県獣医師会 

155 11月14日 (日) 15:10 インフォームド・コンセント 万代シルバーホテル 新潟市 新潟県獣医師会 

156 11月7日 (日) 10:00 腹部エコー 国際ペットビジネス専門学校金沢 金沢市 石川県獣医師会 

157 11月3日 (水) 10:00 倫理面からみた動物の診療－皮膚科臨床をひとつのモデルとして－ 京都獣医畜産会館 京都市 京都市獣医師会 

158 10月24日 (日) 10:00 小動物の麻酔－全身麻酔のモニタリングと術中管理を中心に－ 熊本県畜産会館 熊本市 熊本県獣医師会 

159 11月2日 (火) 20:00 動物のアレルギー 町田市忠生市民センター 町田市 東京都獣医師会 

160 11月6日 (土) 13:00 「ペットフードの選び方」と「高齢期に多い病気と食事管理」 プラザホテルむつ むつ市 青森県獣医師会 

161 12月19日 (日) 14:30 犬の跛行 久喜総合文化会館 久喜市 埼玉県獣医師会 

162 11月12日 (金) 14:00 岩手における胚移植・クローン牛生産の取り組み 大阪府立大学 泉佐野市 大阪府獣医師会 

163 10月22日 (金) 13:30 人獣共通感染症 ～Corynebacterium ulcerans～ 名古屋市獣医師会館 名古屋市 名古屋市獣医師会 

164 10月12日 (火) 20:00 失敗から学ぶ骨整形外科 琉薬 浦添市 沖縄県獣医師会 

165 10月31日 (日) 15:00 筋肉弁を用いた犬の会陰ヘルニア修復の実際 岐阜大学 岐阜市 岐阜大学 

166 10月17日 (日) 10:00 1.救急医療：急性心肺窮迫治療、2.小動物の救急患者におけるショックと輸液療法 広島グランドインテリジェントホテル 広島市 広島県獣医師会 

167 9月30日 (木) 14:00 牛のクロストリジウム感染症とワクチン 三重県中央家畜保健衛生所 津市 三重県獣医師会 

168 2月5日 (土) 14:00 動物由来感染症 大阪マーチャンダイズマート 大阪市 大阪府獣医師会 

169 10月14日 (木) 14:30 感染制御と獣医療 ホテル東日本盛岡 盛岡市 岩手県獣医師会 
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170 11月7日 (日) 15:00 レントゲン読影：「ここまでは」わかるようにしておこう！ 崎陽軒ヨコハマジャスト1号館 横浜市 横浜市獣医師会 

171 12月5日 (日) 15:00 基礎から学ぶ皮膚科診療の実際 横浜セネックス サクラピア 横浜市 横浜市獣医師会 

172 10月31日 (日) 10:00 
1.眼瞼・結膜・瞬膜の疾患、2.緑内障の病態・分類および診断、3.緑内障の治療、

4.白内障手術適応症例の選択 
飯田橋レインボービル 東京都千代田区 比較眼科学会 

173 12月4日 (土) 14:00 

1.Vision in Dogs、2.Advanced imaging methods for ocular toxicology studies 

as well as considerations in species selection for ocular toxicology studies、

3.Avian ophthalmology: anatomy, physiology, diseases and therapy 

日本赤十字看護大学 東京都武蔵野市 比較眼科学会 

174 11月22日 (月) 9:00 第77回豚病研究会等 つくば国際会議場 つくば市 日本豚病研究会 

175 10月24日 (日) 10:00 小動物の臨床腫瘍学Ⅱ ルポールみずほ 秋田市 秋田県獣医師会 

176 11月7日 (日) 10:00 1.獣医眼科二次診療からみた獣医一次診療、2.角膜腫瘍の診断と治療 北九州市獣医師会 北九州市 北九州市獣医師会 

177 10月18日 (月) 18:15 60点の神経学的検査 日本大学 藤沢市 日本大学動物病院 

178 10月26日 (火) 13:30 1.山羊の生理、2.山羊の人工授精 沖縄県畜産研究センター 今帰仁村 沖縄県獣医師会 

179 11月14日 (日) 9:00 画像診断とインターベンショナル・ラジオロジー 大分県獣医師会館 大分市 大分県獣医師会 

180 11月26日 (金) 13:30 牛の繁殖管理における超音波画像診断 鹿児島大学 鹿児島市 鹿児島県獣医師会 

181 11月6日 (土) 15:25 第41回日本家畜臨床学会学術集会学術シンポジウム 天童ホテル 天童市 日本家畜臨床学会 

182 1月22日 (土) 14:00 動物病院の経営学 Ａ アリミノビル 東京都新宿区 日本動物病院福祉協会 

183 1月23日 (日) 10:00 動物病院の経営学 Ｂ アリミノビル 東京都新宿区 日本動物病院福祉協会 

184 1月29日 (土) 14:00 動物病院の経営学 Ａ 天満研修センター 大阪市 日本動物病院福祉協会 

185 1月30日 (日) 10:00 動物病院の経営学 Ｂ 天満研修センター 大阪市 日本動物病院福祉協会 

186 12月19日 (日) 14:00 神経学的検査法：症例をまじえて 埼玉会館 さいたま市 埼玉県獣医師会 

187 10月31日 (日) 10:00 犬・猫の腫瘍 松本ホテル花月 松本市 長野県獣医師会 

188 11月19日 (金) 13:30 牛の呼吸器病 伊那家畜保健衛生所 伊那市 長野県獣医師会 

189 11月23日 (火) 13:30 犬と猫の前眼部疾患 産業センターIIDA 飯田市 長野県獣医師会 

190 12月5日 (日) 10:00 脳脊椎疾患の診断と治療・脳神経外科 熊本県畜産会館 熊本市 熊本県獣医師会 

191 11月7日 (日) 13:00 神経病～動画で見る神経病の診断と治療 休暇村 館山 館山市 千葉県獣医師会 

192 12月12日 (日) 13:30 犬のアトピー・アレルギー・免疫 山崎製パン企業年金会館 市川市 千葉県獣医師会 

193 10月24日 (日) 10:00 
1.学校飼育動物支援事業における獣医師の役割、2.ウサギとモルモットの臨床－発

生頻度の高い疾病の診断と治療－ 
山口県獣医師会館 山口市 山口県獣医師会 

194 11月13日 (土) 13:30 人と動物のウイルス感染症 山口県獣医師会館 山口市 山口県獣医師会 

195 10月29日 (金) 17:30 肝疾患に対する診断アプローチと代表的な犬の肝疾患 アイーナ 盛岡市 岩手県獣医師会 

196 11月18日 (木) 10:00 心臓病の診断と治療 土佐御苑 高知市 高知県獣医師会 

197 11月11日 (木) 13:30 獣医療トラブルと対応 土浦合同庁舎本庁舎 土浦市 茨城県獣医師会 

198 12月19日 (日) 13:00 神経疾患に対する苦手意識を克服しよう！！ 名古屋市獣医師会館 名古屋市 名古屋市獣医師会 

199 11月28日 (日) 13:30 神経疾患～今ホットな脊髄疾患のトピック 三井ガーデンホテル柏 柏市 千葉県獣医師会 

200 12月5日 (日) 13:00 消化器疾患～消化器疾患 Case Study 2010 京葉銀行文化プラザ 千葉市 千葉県獣医師会 

201 12月12日 (日) 10:00 イヌ、ネコの呼吸器病～咽喉頭から気管支まで～ 鳥栖JAグリーンパレス 鳥栖市 佐賀県獣医師会 



No. 月日 曜 時間 テ ー マ 会 場 開催地区 申請団体 

202 11月7日 (日) 10:00 1.ガンの話～基礎の基礎、2.診療簿（カルテ）記載 鹿児島大学 鹿児島市 鹿児島県獣医師会 

203 11月15日 (月) 18:15 宮崎県における口蹄疫対策の業務を体験して 日本大学 藤沢市 日本大学動物病院 

204 11月14日 (日) 10:00 救急疾患に対するX線診断 ホテル福島グリーンパレス 福島市 福島県獣医師会 

205 12月5日 (日) 10:00 肘、膝、肩、股関節疾患の診断から治療の最新情報と整形症例 大阪府立大学 泉佐野市 大阪府立大学 

206 1月16日 (日) 13:30 骨髄穿刺をいつするか～血液疾患に勝つために～ With You さいたま さいたま市 埼玉県獣医師会 

207 11月20日 (土) 9:30 難治性消化管腫瘍に対する臨床的アプローチ：主に胃、腸について 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

208 11月20日 (土) 9:30 犬のリンパ球系皮膚腫瘍 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

209 11月20日 (土) 9:30 頸部椎間板ヘルニア「わたしならこう切る」 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

210 11月20日 (土) 9:30 家畜臨床感染症研究会 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

211 11月20日 (土) 9:30 膀胱腫瘍をいかに克服するか 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

212 11月20日 (土) 14:15 小動物の膵炎 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

213 11月20日 (土) 14:15 犬の椎間板ヘルニアの診断と治療 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

214 11月20日 (土) 14:15 犬の胆嚢疾患の病態と診断・治療 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

215 11月20日 (土) 14:15 犬の関節疾患Update 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

216 11月21日 (日) 8:45 消化器型リンパ腫を診断する 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

217 11月21日 (日) 8:45 重傷症例における栄養管理の重要性とその方法 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

218 11月21日 (日) 8:45 非炎症性腹水が溜まる疾患をチェック 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

219 11月21日 (日) 8:45 猫の診断 もう一度見直そう 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

220 11月21日 (日) 8:45 胃拡張胃捻転症候群の最新情報を通じてよりよい外科手術を考える 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

221 11月21日 (日) 8:45 実践エキゾチックアニマルの薬物療法 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

222 11月21日 (日) 8:45 犬の消化器疾患の内科学的アプローチ 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

223 11月21日 (日) 13:15 犬と猫の消化器疾患の管理 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

224 11月21日 (日) 13:15 家畜衛生談話会 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

225 11月21日 (日) 15:00 肺水腫における救急処置と治療法－臨床家にとって必須の呼吸器疾患－ 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

226 11月21日 (日) 15:00 会陰ヘルニアの整復法 －再発させない方法－ 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

227 11月21日 (日) 15:00 マラセブーマラセチア 脂漏性皮膚炎の治療に関するエビデンスのインターナショナルレビュー 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

228 11月21日 (日) 15:00 猫における腸炎・膵炎・胆管肝炎（三臓器炎）の診断と治療 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

229 11月21日 (日) 15:00 橈尺骨の湾曲のすべて 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

230 11月21日 (日) 15:00 口腔X線検査の撮影法と読影の基本 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

231 11月21日 (日) 15:00 犬のぶどう膜炎を制圧する 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

232 11月21日 (日) 15:00 カルシウム異常への挑戦 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

233 11月21日 (日) 15:00 不明の発熱を診断する 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

234 11月21日 (日) 15:00 猫の心筋症（いかに診断し治療するか） 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

235 11月21日 (日) 15:00 エキゾチックペット（エキゾチックアニマル）の骨折とその治療 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

236 11月21日 (日) 15:00 病理医の頭の中は 病理と臨床の相互理解のために 大阪国際会議場 大阪市 動物臨床医学会 

237 1月29日 (土) 13:30 血液ガス分析を麻酔管理や日常診療に活かす 福岡国際会議場 福岡市 獣医麻酔外科学会 
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238 1月30日 (日) 14:30 外傷性関節脱臼の低侵襲治療 福岡国際会議場 福岡市 獣医麻酔外科学会 

239 1月29日 (土) 10:00 脊髄損傷性疾患の外科1・2 福岡国際会議場 福岡市 獣医麻酔外科学会 

240 1月29日 (土) 10:00 帝王切開術の麻酔 福岡国際会議場 福岡市 獣医麻酔外科学会 

241 1月30日 (日) 10:00 骨盤骨折 福岡国際会議場 福岡市 獣医麻酔外科学会 

242 1月30日 (日) 14:30 抜歯の基礎を学ぶ 福岡国際会議場 福岡市 獣医麻酔外科学会 

243 1月29日 (土) 14:30 猫の動脈血栓塞栓症をいかに治すか 福岡国際会議場 福岡市 獣医麻酔外科学会 

244 2月13日 (日) 13:30 心エコーからみた心疾患治療薬の使い方 With You さいたま さいたま市 埼玉県獣医師会 

245 12月12日 (日) 13:00 1.ちょっと気になる共通感染症、2.大阪府立大学での腫瘍疾患への取り組み 大阪ぺピイ動物看護専門学校 大阪市 大阪市獣医師会 

246 11月26日 (金) 14:00 
1.最新のマルポフロキサシンにおける肺炎治療、2.抗菌剤を中心とした薬剤の効果

的使用方法 
NOSAI三重 津市 三重県獣医師会 

247 1月14日 (金) 14:10 我が国の狂犬病予防（近隣アジア諸国における狂犬病の発生状況から） 新潟県自治会館 新潟市 新潟県獣医師会 

248 1月20日 (木) 13:30 生物多様性と動物のふれあい 新潟東映ホテル 新潟市 新潟県獣医師会 

249 1月23日 (日) 13:30 再確認～一般臨床における麻酔の基本と注意点を整理する 石神井公園区民交流センター 東京都練馬区 東京都獣医師会 

250 11月30日 (火) 14:00 養鶏場における飼養衛生管理 沖縄市農民研修センター 沖縄市 沖縄県獣医師会 

251 12月15日 (水) 10:00 小動物の内分泌疾患 北海道大学 札幌市 動物臨床医学会 

252 11月28日 (日) 10:00 小動物の神経疾患の診断と治療 マリオス 盛岡市 岩手県獣医師会 

253 12月13日 (月) 18:15 Canine Infectious Respiratory Disease Complex（ケンネル・コフ） 日本大学 藤沢市 日本大学動物病院 

254 2月27日 (日) 13:00 腹部の超音波による診断と治療 ＪＡビル 和歌山市 和歌山県獣医師会 

255 1月28日 (金) 12:00 牛へのステロイド剤投与 牛に人体役を使うには 那須北農業共済組合 那須郡 栃木県獣医師会 

256 1月16日 (日) 10:00 
1.不正咬合（小型草食動物の歯牙疾患）、2.皮膚疾患・腫瘍疾患、3.福岡県におけ

る学校動物飼育支援 
電気ビル本館 福岡市 福岡県獣医師会 

257 1月23日 (日) 14:00 知っていれば使える眼科診療シリーズ～基本的な眼科検査・角膜疾患 京都センチュリーホテル 京都市 京都府獣医師会 

258 1月9日 (日) 10:00 臨床に役立ててほしい循環器講座～基礎と臨床 猿沢荘 奈良市 奈良県獣医師会 

259 1月9日 (日) 10:00 軟部組織外科の基礎知識 鹿児島大学 鹿児島市 鹿児島県獣医師会 

260 12月15日 (水) 13:30 狂犬病の侵入と蔓延に備えて防疫対策の整備を図ろう ホテル東日本 盛岡市 岩手県獣医師会 

261 1月16日 (日) 10:00 
初心者のための動画でみる神経病（前庭・小脳症状、てんかん発作、後躯麻酔）～

症状から診断にいたるまでのアプローチ 
岡山コンベンションセンター 岡山市 岡山県獣医師会 

262 2月26日 (土) 16:00 ペットロスとコミュニケーション ニューウエルシティ宮崎 宮崎市 宮崎県獣医師会 

263 2月25日 (金) 15:00 クリティカル・ケアＡ アリミノビル 東京都新宿区 日本動物病院福祉協会 

264 2月26日 (土) 9:30 クリティカル・ケアＢ アリミノビル 東京都新宿区 日本動物病院福祉協会 

265 2月27日 (日) 9:30 クリティカル・ケアＣ アリミノビル 東京都新宿区 日本動物病院福祉協会 

266 3月1日 (火) 15:00 クリティカル・ケアＡ 天満研修センター 大阪市 日本動物病院福祉協会 

267 3月2日 (水) 9:30 クリティカル・ケアＢ 天満研修センター 大阪市 日本動物病院福祉協会 

268 3月3日 (木) 9:30 クリティカル・ケアＣ 天満研修センター 大阪市 日本動物病院福祉協会 

269 2月4日 (金) 13:30 
1.CT、MRIの有用性、2.シクロスポリンの投与により良好な経過を長期間維持している猫アレルギー

性皮膚炎の1例、3.アライグマの現状、4.管内における動物用医薬品特例店舗販売業の現状と課題 
埼玉県農業共済会館 さいたま市 埼玉県獣医師会 
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270 2月27日 (日) 13:30 見直そう角結膜疾患 熊谷文化創造館さくらめいと 熊谷市 埼玉県獣医師会 

271 3月6日 (日) 14:00 動画で見る神経病 埼玉会館 さいたま市 埼玉県獣医師会 

272 1月22日 (土) 16:00 ノロウイルスによる食中毒、感染症の現状と対策 福岡県獣医畜産会館 福岡市 福岡県獣医師会 

273 1月23日 (日) 13:30 てんかん発作の診断と治療 グランヴェール岐山 岐阜市 岐阜県獣医師会 

274 1月17日 (月) 18:15 獣医眼科診療の現状と課題 日本大学 藤沢市 日本大学動物病院 

275 2月14日 (月) 18:15 1.猫のSTSの診断、2.猫のSTSの外科、3.猫のSTSの放射線治療 日本大学 藤沢市 日本大学動物病院 

276 1月23日 (日) 13:00 眼の炎症及び腫瘍 中野サンプラザ 東京都中野区 比較眼科学会 

277 2月20日 (日) 10:00 卒後教育・角膜、水晶体、眼底の病変 東京八重洲ホール 東京都中央区 比較眼科学会 

278 1月30日 (日) 10:00 腹部の超音波による診断と治療 名古屋市獣医師会館 名古屋市 名古屋市獣医師会 

279 2月6日 (日) 13:00 地域の生物多様性保護とアライグマ問題 万代シルバーホテル 新潟市 新潟県獣医師会 

280 2月6日 (日) 15:10 最近、気になる止血異常～診断のカギとなる止血機能検査 万代シルバーホテル 新潟市 新潟県獣医師会 

281 2月24日 (木) 9:15 宮崎県における口蹄疫発生の検証と今後の防疫対策 ヤクルトホール 東京都港区 全国農業共済協会 

282 1月23日 (日) 13:30 人獣共通感染症とその具体的対策 コラボしが21 大津市 滋賀県獣医師会 

283 1月30日 (日) 13:30 獣医師から見た野生動物界の異変～特に外来生物の実態と脅威 ライズヴィル都賀山 守山市 滋賀県獣医師会 

284 2月6日 (日) 10:00 術後のリハビリテーションと理学療法 ライズヴィル都賀山 守山市 滋賀県獣医師会 

285 2月20日 (日) 15:00 心臓病の診断と治療 崎陽軒ヨコハマジャスト1号館 横浜市 横浜市獣医師会 

286 1月12日 (水) 13:30 鳥インフルエンザとは？～発症から対処法まで～ 熊谷家畜保健衛生所 熊谷市 埼玉県獣医師会 

287 2月13日 (日) 14:00 慢性腎不全に対する新しいアプローチ 東松山市紫雲閣 東松山市 埼玉県獣医師会 

288 1月20日 (木) 13:00 1.高病原性鳥インフルエンザの防疫、2.養鶏場のバイオセキュリティー 三重地方自治労働文化センター 津市 三重県獣医師会 

289 1月27日 (木) 14:00 忘れられた死の病 狂犬病のことをもっと知ろう アスト津 津市 三重県獣医師会 

290 2月6日 (日) 13:00 新しいアレルギー治療方法と治療戦略のパターン 三重県総合文化センター 津市 三重県獣医師会 

291 2月20日 (日) 14:00 野生鳥獣救護センターの活動と地域と関わり～京都市動物園の傷病鳥獣救護 アスト津 津市 三重県獣医師会 

292 3月6日 (日) 14:00 ペットと安心して暮らすために～人と動物の共通感染症－ 三重県教育文化会館 津市 三重県獣医師会 

293 2月13日 (日) 10:00 胸部（心臓病）の超音波による診断と治療 鹿児島大学 鹿児島市 鹿児島県獣医師会 

294 1月30日 (日) 15:00 臨床データに基づいた貧血に対する今日的アプローチ 岐阜大学 岐阜市 岐阜大学 

295 2月13日 (日) 10:00 犬と猫の後眼部疾患 ホテルニューイタヤ 宇都宮市 栃木県獣医師会 

296 2月27日 (日) 10:00 救急疾患に対する対応方法の基礎と応用 小山グランドホテル 小山市 栃木県獣医師会 

297 1月23日 (日) 10:00 大腿骨骨折・膝蓋骨脱臼・上腕骨骨折 サウスブリーズホテル 高知市 高知県獣医師会 

298 2月20日 輺日) 10:00 日々の診療で遭遇する対処方法 熊本県畜産会館 熊本市 熊本県獣医師会 

299 1月16日 (日) 10:00 腹部の超音波による診断と治療 仙台市シルバーセンター 仙台市 宮城県獣医師会 

300 1月30日 (日) 15:00 One World, One Health ホテルモントレー仙台 仙台市 宮城県獣医師会 

301 2月27日 (日) 10:00 循環器について 仙台市シルバーセンター 仙台市 宮城県獣医師会 

303 1月30日 (日) 10:00 1.開業医が知っておきたい心臓病、2.消化器系・難しい症例から学ぶテクニック 琉薬 浦添市 沖縄県獣医師会 

304 2月6日 (日) 13:30 動物行動学 長野第一ホテル 長野市 長野県獣医師会 

305 1月28日 (金) 10:00 牛白血病の現状と対策 ホテル福島グリーンパレス 福島市 福島県獣医師会 

307 3月1日 (火) 19:30 副腎疾患の診断と治療 武蔵野スイングホール 武蔵野市 東京都獣医師会 
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308 2月21日 (月) 13:00 麻酔について-産業動物全般- 大分県農業共済組合連合会 大分市 大分県獣医師会 

309 3月6日 (日) 10:00 高度画像診断（CT） ホテルサンシャイン青山 姫路市 兵庫県獣医師会 

310 1月30日 (日) 17:00 
超音波メスと超音波骨メスの有用性と臨床使用からの報告－安全な低侵襲手術を

めざして－ 
埼玉グランドホテル深谷 深谷市 埼玉県獣医師会 

311 2月25日 (金) 13:30 1.食の安全・安心を担う獣医師の役割、2.農場管理獣医師協会のあり方 大宮ラフォーレ清水園 さいたま市 埼玉県獣医師会 

313 2月27日 (日) 13:00 実地医療に即した慢性心臓病の診療～基本・エビデンス・経験論を交えて～ 大阪ぺピイ動物看護専門学校 大阪市 大阪市獣医師会 

315 2月20日 (日) 13:30 1.猫の排泄の問題、2.むだぼえの原因と対処法 成田国際文化会館 成田市 千葉県獣医師会 

316 2月15日 (火) 14:00 牛白血病の現状と対策 沖縄船員会館 那覇市 沖縄県獣医師会 

317 2月16日 (水) 14:00 黒毛和種における牛白血病ウイルスの母子感染状況及びまん延防止対策の検討 八重山合同庁舎 石垣市 沖縄県獣医師会 

318 3月13日 (日) 10:00 画像診断読影のポイント パート2 福山大学社会連携研究推進センター 広島市 広島県獣医師会 

319 2月27日 (日) 13:30 慢性腎臓病の診断と治療 羽島市文化センター 羽島市 岐阜県獣医師会 

320 3月6日 (日) 10:00 症例から学ぶ血液疾患Ⅰ ホテルニューイタヤ 宇都宮市 栃木県獣医師会 

321 2月20日 (日) 13:30 
1.生活科・総合的な学習の時間における動物飼育の充実、2.実践紹介～獣医師の支

援で衛生不安を回避して負担の少なく楽しい飼育を行う 
山口県総合保健会館 山口市 山口県獣医師会 

322 3月9日 (水) 13:30 乳房炎と生産獣医師 伊那家畜保健衛生所 伊那市 長野県獣医師会 

323 3月13日 (日) 13:15 いかに猫のかゆみ動作をうまく攻略するか：最新の話題 パシフィコ横浜 横浜市 日本皮膚科学会 

324 3月3日 (木) 13:00 酪農場のバイオセキュリティー－口蹄疫を防ぐために－ 群馬県獣医師会 前橋市 群馬県獣医師会 

325 3月9日 (水) 13:30 1.豚の疾病対策、2.豚の採血実習 群馬県家畜保健衛生所 前橋市 群馬県獣医師会 

326 3月29日 (火) 13:30 牛の超音波検査－こんな症例にエコーが役立ちます－ 熊本県畜産会館 熊本市 熊本県獣医師会 

327 3月6日 (日) 10:00 大阪府立大学獣医臨床研友会 第４回研究会 大阪府立大学 泉佐野市 大阪府立大学 

328 3月13日 (日) 13:30 
知っておけば使える眼科診療シリーズPart2「ぶどう膜疾患および結膜・瞬膜・強

膜疾患」 
京都獣医畜産会館 京都市 京都府獣医師会 

329 2月27日 (日) 13:30 
1.宮城県で発生した口蹄疫から学ぶ、2.国内の高病原性鳥インフルエンザの発生状

況と防疫対策、3.2010年に流行したアカバネ病の発生状況と特徴 
ホテル東日本 盛岡市 岩手県獣医師会 

330 3月20日 (日) 10:00 
1.あなたはＭＲの治療薬をどう決めていますか～心エコーから診た治療薬の選択、

2.臨床医が知っておくべき放射線治療の知識、3.小動物の脳神経・脊椎・脊椎外科 
長野第一ホテル 長野市 長野県獣医師会 

331 3月20日 (日) 10:00 犬・胸部（心臓病）の超音波による診断と治療 松本ホテル花月 松本市 長野県獣医師会 

332 3月27日 (日) 10:00 消化器疾患の診断と治療 福岡センタービル 福岡市 福岡県獣医師会 

333 3月10日 (木) 14:00 生産現場のHACCPと管理獣医師 三重県中央家畜保健衛生所 津市 三重県獣医師会 

334 3月27日 (日) 10:00 老齢動物を中心とした全身麻酔と疼痛管理 天満研修センター 大阪市 大阪府獣医師会 

335 3月20日 (日) 10:00 ヒトと動物の共通感染症及び感染防御 高知県獣医師会館 高知市 高知県獣医師会 

336 3月31日 (木) 14:00 平成22年度家畜診療棟技術全国研究集会伝達、等 三重県中央家畜保健衛生所 津市 三重県獣医師会 

337 2月18日 (金) 13:30 悪性乳房炎の症例検討 ＪＡいせはら本所 伊勢原市 神奈川県獣医師会 

 


