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ごあいさつ

コロナ禍でも勉強しよう!
竹村 直行
一般社団法人 日本臨床獣医学フォーラム

会長

今年の日本臨床獣医学フォーラム(JBVP)年次大会も完全オンラインで開催することになりまし
た．コロナ禍も3年目に入り，様々な人との接点が希薄になり，外出の機会が激減し，なんとなく気
持ちが沈んでいる方が増えているようです．もしかしたら，伴侶動物医療の勉強意欲が萎えている獣
医師，動物看護師，ないしは学生がいらっしゃるかも知れません．
今年のJBVP年次大会には，是非ともこのような意欲が萎えた伴侶動物医療従事者にも参加して
欲しいと思います．なんとなく気になったプログラムから視聴して下さい．苦手意識がある分野を視
聴するのも良いでしょう．完全に理解していると自分では思っているプログラムから，何か新しい気
づきが見つかるかも知れません．いずれにせよ，今年のプログラムも参加者のやる気スイッチをオン
にしてくれると確信しています．
今年のプログラムは山岸建太郎先生を中心にJBVP年次大会実行委員会のメンバーが，一般臨床
家の目線に立って力と知識を絞って作り上げた素晴らしいものです．どうか今年のプログラムを視聴
しまくって，明日来院するかも知れない症例，来週ご家族から相談されるかもしれない事案に少しで
も正確に，そして適確に対応できる知識・技術を身につけ，多くの動物とそのご家族の幸せに繋げて
下さい．コロナ禍でも勉強しましょう!

獣医師・動物看護師・スタッフ・ご家族，
みんなで CONNECT！
山岸 建太郎
一般社団法人 日本臨床獣医学フォーラム 年次大会 実行委員長
今年のテーマは CONNECT ．多くの学会やイベントがオンライン開催になり，つながりを意識す
ることが希薄になりがちです．オンラインでの接続だけではなく，世代間，各地域，現在と未来，獣医
療スタッフとご家族，人・動物・環境など，JBVPがテーマにしてきた様々なつながりをもう一度意識
したいとの思いが込められています．
今回は各シリーズを先に考え，それから講演内容を検討し講師の先生にお願いをしました．
「世界
標準を考える」，昨年好評だった「問診シリーズ」など，参加者の皆様も目的を明確にして学んでいた
だけると思います．
また新企画「一般ショートプログラム」があります．診察室で「あるある」の説明や質問・疑問など
をご家族向けの動画にしました．普段は皆様と同じく診療業務をしているJBVPの幹事・実行委員が
みんなで頑張って作りました．一般プログラムは無料で視聴できます．チラシもご用意いたしましたの
で ，ぜひ皆様の病院にご来院されるご家族にもおすすめ頂き，診療の効率化にお役立てください．
来年こそは皆様と会場でお会いできることを楽しみにしつつ，今年はオンラインのJBVP年次大会
に CONNECT してください！

日本臨床獣医学フォーラム 年次大会 実行委員（順不同）
実 行 委 員 長：山岸建太郎
副実行委員長：市川美佳，九鬼正己
実 行 委 員：笠次良宣，金井 泉，桑原孝幸，元田 剛，重田 界，柴内晶子，白井活光，太刀川史郎，冨永博英，
林 幸太郎，人見 誠，藤井忠之，三沢真理，和田昌絵

後援団体（予定・順不同）
公社）日本獣医師会，公社）東京都獣医師会，公社）日本動物病院協会，一社）日本小動物獣医師会，一社）日
本獣医内科学アカデミー，一社）日本獣医麻酔外科学会，一社）日本獣医循環器学会，一社）日本獣医画像診断
学会，一社）日本獣医がん学会，一社）日本獣医皮膚科学会，獣医神経病学会，日本獣医腎泌尿器学会，中部小
動物臨床研究会，比較眼科学会，小動物臨床血液研究会，一社）日本獣医エキゾチック動物学会，日本獣医動物
行動研究会，一社）日本動物看護職協会，一社）日本ペットサロン協会，JSFMねこ医学会，一社）日本獣医救
急集中治療学会
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※ 敬称略．プログラム内容は予告なく変更する場合があります．

基調講演

すべての動物医療関係者にお伝えしたい情報です

特別プログラム・世界標準を知る 詳細

特別プログラム

動物医療関係者は「飼う」・「餌」と決別せよ
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

伴侶動物を
とりまく問題

日本から犬猫がいなくなる？どうなる伴侶動物医療：獣医師の立場から
田中亜紀 / 日本獣医生命科学大学
日本から犬猫がいなくなる？どうなる伴侶動物医療：動物産業界の立場から
石山

恒 / マース ジャパン リミテッド

意外に多い！動物と暮らすと本当に良い効果
石田卓夫 / JBVP名誉会長，赤坂動物病院（東京都）

世界標準を知る
腫瘍学

世界のエビデンスを日本の獣医療現場で活用するために必要な情報を解説
膀胱腫瘍の外科・ディスカッション
廉澤

剛 / 公益財団法人 日本小動物医療センター（埼玉県）

細谷謙次 / 北海道大学
神経病学

欧米の抗てんかん発作薬

−コンセンサス・ステートメントと日本の状況−

長谷川大輔 / 日本獣医生命科学大学
整形外科学

小型犬種，G2後期からG3の膝蓋骨内方脱臼の標準的と思われる治療法
川田

循環器病学

猫の心筋症

睦 / ネオベッツＶＲセンター（大阪府）
−コンセンサス・ステートメント−（ACVIM）

鈴木亮平 / 日本獣医生命科学大学
ACVIMコンセンサス・ステートメントとともに読み解く

−犬の肺高血圧症−

髙野裕史 / どうぶつの総合病院 専門医療&救急センター（埼玉県）
呼吸器病学

腫瘍や鼻炎だけではない

−犬の鼻腔内疾患−

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）
消化器病学

消化器疾患診療におけるガラパゴス？

−世界標準との違い−

大野耕一 / 動物医療センターPECO（東京都）
猫の膵炎
坂井

−コンセンサス・ステートメント−（ACVIM）
学 / 日本大学

プログラム協賛：株式会社 チェリッシュライフジャパン
皮膚科学

犬・猫の皮膚糸状菌症のガイドライン
加納

−紹介と現状について−

塁/ 帝京大学

犬アトピー性皮膚炎ガイドライン
朝比奈良太 / 京都大学
プログラム協賛：日本全薬工業 株式会社
猫のアトピー症候群ガイドライン
関口麻衣子 / アイデックス ラボラトリーズ 株式会社
プログラム協賛：エランコジャパン 株式会社
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世界標準を知る・手技動画 詳細

腎泌尿器病学

細菌性膀胱炎におけるISCAIDガイドラインを読み解く
茂木朋貴 / 東京大学附属動物医療センター

感染症学

伴侶動物医療に求められる抗菌薬の慎重使用
原田和記 / 鳥取大学
プログラム協賛：富士フイルムVETシステムズ 株式会社
術創感染症予防 up to date
藤田

免疫学

免疫介在性溶血性貧血
浅川

薬理学

淳 / 公益財団法人 日本小動物医療センター（埼玉県）
−コンセンサス・ステートメント−（ACVIM）

翠 / どうぶつの総合病院 専門医療&救急センター（埼玉県）

腎機能に影響を与える可能性のある薬物

−薬剤性腎障害−

折戸謙介 / 麻布大学
プログラム協賛：共立製薬 株式会社

手技動画
画像診断学

さまざまなテクニックをスペシャリストの解説付きで，短時間で学べます
一次診療施設における心臓超音波検査

−臨床的有用性の高い計測を中心に解説−

パート1：イントロダクション，計測誤差
佐藤

浩 / 獣医総合診療サポート 循環器診療科

一次診療施設における心臓超音波検査

−臨床的有用性の高い計測を中心に解説−

パート2：2点間計測
佐藤

浩 / 獣医総合診療サポート 循環器診療科

一次診療施設における心臓超音波検査

−臨床的有用性の高い計測を中心に解説−

パート3：ドプラ計測
佐藤

浩 / 獣医総合診療サポート 循環器診療科

犬の体表リンパ節における超音波検査での評価方法
戸島篤史 / 公益財団法人 日本小動物医療センター（埼玉県）
軟部外科学

胸腔カテーテル設置
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）

体表リンパ節の切除１

−頭頚部リンパ節−

市川美佳 / 日本動物高度医療センター 川崎本院（神奈川県）
体表リンパ節の切除２

−体幹のリンパ節−

市川美佳 / 日本動物高度医療センター 川崎本院（神奈川県）
犬の不妊手術
福井

翔 / 江別白樺通りアニマルクリニック（北海道）

猫の不妊手術
福井

翔 / 江別白樺通りアニマルクリニック（北海道）

犬の去勢手術
福井

翔 / 江別白樺通りアニマルクリニック（北海道）

猫の去勢手術
福井
呼吸器病学

翔 / 江別白樺通りアニマルクリニック（北海道）

映像で見る喉頭の異常
末松正弘 / AMC末松どうぶつ病院（大分県）
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※ 敬称略．プログラム内容は予告なく変更する場合があります．

腎瘻チューブ設置手技

手技動画・リアルセミナー収録・アプローチシリーズ 詳細

腎泌尿器病学

山崎寛文 / 日本動物高度医療センター 川崎本院（神奈川県）
麻酔・疼痛管理学

局所麻酔
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
持続局所麻酔

−鎮痛カテーテル−

飯塚智也 / 日本動物高度医療センター 名古屋（愛知県）
臨床病理学

関節液の採取

−膝関節と手根関節−

本阿彌宗紀 / 東京大学
関節液・腹水・胸水の評価
浅川
救急医療

翠 / どうぶつの総合病院 専門医療&救急センター（埼玉県）

胸腔穿刺・心膜穿刺 −胸水・心嚢水をより安全に抜く−
松方

皮膚科学

聡 / TRVA 夜間救急動物医療センター（東京都）

シャンプー療法で結果を出そう！伝わる，指導

−押さえておきたいポイント−

伊佐桃子 / ひだまり動物皮膚科医院（大阪府）

リアルセミナー収録
循環器病学

オンラインではできない，若い世代の参加者とのリアルディスカッションを収録

竹村研究室の心電図ゼミ 2022

後期配信

竹村直行 / JBVP会長，日本獣医生命科学大学
臨床病理学

Dr.小笠原の臨床病理ラウンドテーブルディスカッション１
小笠原聖悟 / アイデックス ラボラトリーズ 株式会社
Dr.小笠原の臨床病理ラウンドテーブルディスカッション２

後期配信

小笠原聖悟 / アイデックス ラボラトリーズ 株式会社

アプローチシリーズ
軟部外科学

多くの手技・診断に必要となる基本的なアプローチを深堀りします

腹部正中切開
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）

開胸
進
整形外科学

学之 / しん動物病院（大阪府）

前肢の整形外科を行う際に習得すべき機能解剖学とアプローチ法
枝村一弥 / 日本大学
プログラム協賛：エランコジャパン 株式会社
後肢の手術解剖学
小林

臨床病理学

−膜を制するものは手術を制す−

聡 / ONE for Animals ONE千葉どうぶつ整形外科センター（千葉県）

リンパ節の腫大の鑑別
小笠原聖悟 / アイデックス ラボラトリーズ 株式会社
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問診シリーズ・エマージェンシー 詳細

問診シリーズ
腫瘍学

診療の流れに沿って，ショートセミナーの「問診」から「診断・治療」まで解説
口にできものができた1
原田

慶 / 公益財団法人 日本小動物医療センター付属日本小動物がんセンター（埼玉県）

口にできものができた2
原田

−問診−
−診断−

慶 / 公益財団法人 日本小動物医療センター付属日本小動物がんセンター（埼玉県）

口にできものができた3

−治療−

市川美佳 / 日本動物高度医療センター 川崎本院（神奈川県）
プログラム協賛：株式会社 HACHI
神経病学

震え1

−問診−

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）
震え2

−診断・治療−

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）
眼科学

眼が赤い：問診・検査編
滝山直昭 / 獣医眼科クリニック名古屋（愛知県）
プログラム協賛：千寿製薬 株式会社
眼が赤い：診断・治療編
滝山直昭 / 獣医眼科クリニック名古屋（愛知県）
プログラム協賛：千寿製薬 株式会社

皮膚科学

脱毛症の問診
村山信雄 / 犬と猫の皮膚科（東京都）
脱毛症の診断と治療
村山信雄 / 犬と猫の皮膚科（東京都）

腎泌尿器病学

排尿トラブルの問診
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
排尿トラブルの診断と治療
佐藤佳苗 / 松原動物病院（大阪府）
プログラム協賛：日本ヒルズ・コルゲート 株式会社

エマージェンシー
腫瘍学

各診療科毎の救急疾患に備えるためのプログラム

Oncologic Emergency
松山

神経病学

新 / University of Guelph（カナダ）

神経疾患エマージェンシー
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）

循環器病学

猫の大動脈血栓塞栓症を起こさせない！
中村健介 / 北海道大学
猫の大動脈血栓塞栓症の救急現場の対応
川瀬広大 / 札幌夜間動物病院（北海道）
猫の大動脈血栓塞栓症ディスカッション！
中村健介 / 北海道大学
川瀬広大 / 札幌夜間動物病院（北海道）
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後期配信

※ 敬称略．プログラム内容は予告なく変更する場合があります．

皮膚科エマージェンシー

エマージェンシー・海外プログラム・主訴を紐解く 詳細

皮膚科学

玉本智枝 / ノースカロライナ州立大学
救急医療

来院数TOP3から学ぶリアル救急
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
救急診療「それマル，それダメ」
塗木貴臣 / TRVA 夜間救急動物医療センター（東京都）

海外プログラム
眼科学

海外の一流講師によるセミナー（日本語訳）
眼科救急医療
Nancy Johnstone-McLean / VCA Veterinary Care Animal Hospital and Referral Center
プログラム提供：VCA Japan 合同会社

画像診断学

胸部Ｘ線検査：整理して考えれば診断に自信が付く！
John Mattoon / Washington State University
プログラム提供：VCA Japan 合同会社

経営学

病院スタッフの魂を救済！獣医療従事者のメンタルヘルス
Carrie Jurney / Jurney Veterinary Neurology
プログラム提供：VCA Japan 合同会社

動物看護学

愛情深い患者ケア
Carolyn Spivock / VCA Inc.
プログラム提供：VCA Japan 合同会社

主訴を紐解く
腫瘍学

主訴から診断・治療までの適切なプロセスを学べます
皮膚のできもの

−知っておくと役立つ肉眼所見と発生部位での鑑別診断−

中野優子 / 林屋動物診療室 どうぶつ腫瘍センター（京都府）
神経病学

斜頸・捻転斜頸や眼振についての診断・治療
齋藤弥代子 / 麻布大学

眼科学

眼脂が気になる
小野

啓 / パル動物病院（静岡県）

プログラム協賛：千寿製薬 株式会社
消化器病学

嘔吐の鑑別と治療
中川泰輔 / 東京大学附属動物医療センター
プログラム協賛：日本全薬工業 株式会社
下痢の鑑別と治療
中川泰輔 / 東京大学附属動物医療センター
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

皮膚科学

舐める，毛をむしる「心がわかる皮膚科」
永田雅彦 / ASC（東京都）
プログラム協賛：株式会社 V and P

Japanese Board of Veterinary Practitioners
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主訴を紐解く・

内科学

目やおしっこが黄色い
桃井康行 / 東京大学

腎泌尿器病学

繰り返す血尿

−猫の下部尿路疾患を総括する−

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：いなばペットフード 株式会社

アーカイブ 詳細
Web LS

Web LSアーカイブ
歯科学

毎週配信しているWebLSから人気の講演をピックアップしました

【WebLS再配信】歯科学シリーズ2
「見落としやすい歯周病の診断と歯科予防処置 −スケーリングだけじゃ不十分！−」：前半
戸田

功 / とだ動物病院

東京犬猫歯科（東京都）

【WebLS再配信】歯科学シリーズ2
「見落としやすい歯周病の診断と歯科予防処置 −スケーリングだけじゃ不十分！−」：後半
戸田
麻酔・疼痛管理学

功 / とだ動物病院

東京犬猫歯科（東京都）

【WebLS再配信】実践麻酔科学シリーズ1
「意外と知らない！？静脈麻酔薬！！

−麻酔導入時のプロポだけじゃない！

全静脈麻酔（TIVA）やアルファキサロンもありますよ！！−」：前半
飯塚智也 / 日本動物高度医療センター 名古屋（愛知県）
【WebLS再配信】実践麻酔科学シリーズ1
「意外と知らない！？静脈麻酔薬！！

−麻酔導入時のプロポだけじゃない！

全静脈麻酔（TIVA）やアルファキサロンもありますよ！！−」：後半
飯塚智也 / 日本動物高度医療センター 名古屋（愛知県）
臨床病理学

【WebLS再配信】臨床病理学4
「CBC −白血球系の評価−」：前半
石田卓夫 / JBVP名誉会長，赤坂動物病院（東京都）
【WebLS再配信】臨床病理学4
「CBC −白血球系の評価−」：後半
石田卓夫 / JBVP名誉会長，赤坂動物病院（東京都）

繁殖学

【WebLS再配信】繁殖学シリーズ7
「不妊手術の方法，問題点」：前半
堀

達也 / 日本獣医生命科学大学

【WebLS再配信】繁殖学シリーズ7
「不妊手術の方法，問題点」：後半
堀
動物看護学

達也 / 日本獣医生命科学大学

【WebLS再配信】スタッフスキルアップシリーズ1
「幸せに働くために必要なこと」：前半
豊田陽一 / 株式会社VDT
【WebLS再配信】スタッフスキルアップシリーズ1
「幸せに働くために必要なこと」：後半
豊田陽一 / 株式会社VDT
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※ 敬称略．プログラム内容は予告なく変更する場合があります．

その他獣医師プログラム

診断，治療に迫る骨関節疾患のX線撮影方法

その他獣医師プログラム 詳細

画像診断学

獣医師を対象としたプログラム（動物看護師，学生もご参加いただけます．）
−応用編−

中條哲也 / ONEどうぶつ整形外科センター東京（東京都）
骨・関節の画像診断
福田祥子 / どうぶつの総合病院 専門医療&救急センター（埼玉県）
これだけはできるようになろう！！呼吸促迫の初期検査
森田

肇 / 公益財団法人 日本小動物医療センター（埼玉県）

プログラム提供：富士フイルムVETシステムズ 株式会社
腫瘍学

犬と猫のがん緩和ケアにおけるサプリメントの可能性
−「センダン葉抽出物」と「ショウキズイセン抽出物」の臨床応用−
川部美史 / 岐阜大学
プログラム提供：リケンベッツファーマ 株式会社

軟部外科学

外科代謝栄養
鳥巣至道 / 酪農学園大学，JBVP学術顧問

整形外科学

猫の運動器疾患と健康寿命の延長のためにできること

−抗NGF抗体薬という新たな選択−

枝村一弥 / 日本大学
プログラム提供：ゾエティス・ジャパン 株式会社
歯科学

ご家族も納得！猫歯肉口内炎の治療
奥村聡基 / パーク動物病院

循環器病学

秋の竹村道場

愛知動物歯科（愛知県）

心電図の苦手意識を解消する

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
冬の竹村道場

循環器疾患のアップデート 2022

後期配信

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
呼吸器病学

呼吸器疾患のより良い内科的管理のために

−上気道疾患の再考−

末松 正弘 / AMC末松どうぶつ病院（大分県）
プログラム提供：日本ヒルズ・コルゲート 株式会社
皮膚科学

投薬が難しい猫ちゃんの皮膚病をニャンとかする！
島崎洋太郎 / 東京農工大学動物医療センター皮膚科
プログラム提供：日本全薬工業 株式会社
自己免疫性皮膚疾患
西藤公司 / 東京農工大学

内分泌学

犬の甲状腺機能低下症
松木直章 / まつき動物病院（東京都）
副腎皮質機能亢進症の診断治療を基本から学び直す
茂木朋貴 / 東京大学附属動物医療センター
プログラム協賛：共立製薬 株式会社
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その他獣医師プログラム 詳細

腎泌尿器病学

猫慢性腎臓病におけるベラプロスト治療を再考する
−内皮細胞障害の重要性およびジメチルアルギニン検査の臨床的意義−
石田 卓夫 / JBVP名誉会長，赤坂動物病院（東京都）
プログラム提供：共立製薬株式会社，東レ株式会社
慢性腎臓病での高リン血症対策を考える
竹村直行 / JBVP会長，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

感染症学

FIPアップデート
石田卓夫 / JBVP名誉会長，赤坂動物病院（東京都）

免疫学

糞便移植療法の可能性
大森啓太郎 / 東京農工大学

臨床病理学

血液ガス入門
佐野忠士 / 酪農学園大学

動物行動学

犬の認知症

治療の

要

−いつから認知症として治療を始めたらいいの？−

入交眞巳 / 東京農工大学，どうぶつの総合病院 専門医療&救急センター（埼玉県）
プログラム提供：株式会社 ワールドエクイップス
米国におけるFear Freeプログラムの概要とその状況
尾形庭子 / パデュー大学
犬猫の来院時の恐怖を少なくするには？ Fear Free Programを基礎からディスカッション！
尾形庭子 / パデュー大学
小田彩子 / Veterinary Anesthesiology Consultant
プログラム協賛：株式会社 ワールドエクイップス
エキゾチック
アニマル医学

ウサギの皮膚疾患
伊藤寿朗 / アイリス動物病院（宮城県）
ウサギの泌尿器疾患
加藤

郁 / 加藤どうぶつ病院（鳥取県）

ウサギの麻酔学
毛利
経営学

崇 / もうり動物病院（島根県）

動物病院における個人情報保護や守秘義務に関連するケーススタディ
田村勇人 / 弁護士法人 フラクタル法律事務所
動物病院開業セミナー
古関一成 / 株式会社 本郷いわしや
山田英生 / 株式会社 VMField
中嶋久男 / 中嶋久男建築研究所
プログラム提供：株式会社 本郷いわしや，株式会社 VMField，中嶋久男建築研究所
動物病院の未来を決める！動物病院

絆パーパス経営2

藤原慎一郎 / 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
獣医師・動物看護師様向け

新しい働き方！「人材派遣」の仕組み徹底公開！

藤原慎一郎，湯野 楓 / 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
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※ 敬称略．プログラム内容は予告なく変更する場合があります．

犬の減少下の業界成長と獣医師不足対策

動物看護師プログラム 詳細

経営学

西川 芳彦 / 株式会社 メディカルプラザ
プログラム提供：株式会社 メディカルプラザ

動物看護師プログラム
腫瘍学

日々の看護業務をスキルアップ！

化学療法を受けている動物と暮らすご家族へのアドバイス
林宝謙治 / 埼玉動物医療センター（埼玉県）
プログラム協賛：株式会社 ワールドエクイップス

軟部外科学

手術器械：特にエネルギーデバイスの取り扱い方
金

眼科学

尚昊 / 北海道大学

動物看護師のための眼科検査基礎知識

−明日からの眼科診療に役立てよう−

藤井裕介 / 上杉動物眼科クリニック（宮城県）
プログラム協賛：株式会社 メニワン
歯科学

即実践！デンタルケアの指導法
戸田

呼吸器病学

功 / とだ動物病院

東京犬猫歯科（東京都）

咳の出る動物のご家族へのアドバイス
中森正也 / 京都動物医療センター呼吸器科（京都府）

皮膚科学

ここがツボ！ご家族に伝えるステロイド外用薬の使い方
伊佐桃子 / ひだまり動物皮膚科医院（大阪府）
プログラム協賛：住友ファーマアニマルヘルス 株式会社
ここが知りたい！皮膚科のクスリ
大嶋有里 / 犬と猫の皮膚科（東京都）
除去食試験，あなたはうまく伝えられていますか？
神田聡子 / 株式会社 VDT

感染症学

予防シリーズ：犬のワクチンで予防できる病気
栗田吾郎 / 北里大学
予防シリーズ：猫のワクチンで予防できる病気
太刀川史郎 / たちかわ動物病院（神奈川県）
SFTSの現状と病院スタッフの注意点
村田佳輝 / むらた動物病院（千葉県）
プログラム協賛：ベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパン 株式会社

麻酔・疼痛管理学

人工呼吸器のきほん
佐野忠士 / 酪農学園大学

血液病学

輸血の準備とモニタリング
宮原由起子 / 苅谷動物病院グループ 市川総合病院（千葉県）
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動物看護師プログラム・学生プログラム・伴侶動物産業従事者プログラム 詳細

栄養学

Dr.Torisuの知ってなきゃダメ！食べない犬猫の栄養管理講座
鳥巣至道 / 酪農学園大学，JBVP学術顧問
Dr.横井のダイエット道場
横井愼一 / 泉南動物病院（大阪府）
プログラム協賛：日本ヒルズ・コルゲート 株式会社

その他

近くて，意外な，中毒物質

−あなたの周りにも「毒」が潜んでいるかも！？−

塗木貴臣 / TRVA 夜間救急動物医療センター（東京都）
画像診断学

【年次大会2021再配信】
X線撮影時の保定の基礎
中條哲也 / ONEどうぶつ整形外科センター東京（東京都）

その他

【WJVF2022再配信】
愛玩動物看護師国家資格概要のアップデート
水越美奈 / 日本獣医生命科学大学

学生プログラム
救急医療

獣医学生の未来について現役獣医師がアドバイスする学生向けプログラム
学生のための救急医による救急のはなし

−未来の臨床医に本気で伝える60分−

塗木貴臣 / TRVA 夜間救急動物医療センター（東京都）
その他

認知科学から考えるキャリアを最高にする方法
豊田陽一 / 株式会社VDT
臨床獣医師としての生き方

後期配信

市川 美佳 / 日本動物高度医療センター 川崎本院（神奈川県）
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（群馬県）
三沢 真理 / いせはら動物病院（神奈川県）
【年次大会2021再配信】
今，夢多き獣医学を研鑽中の皆さんに，今後益々社会的にも注目される伴侶動物を支える様々な
角度からお話しましょう
柴内裕子 /赤坂動物病院（東京都）
【年次大会2021再配信】
海外の専門医について
細谷謙次 /北海道大学

伴侶動物産業従事者プログラム
皮膚科学

学術的立場から動物の福祉向上を目指すプログラム

今，考えたい 伴侶動物におけるスキンケアの意義と手技
−洗うだけではないこれからのスキンケア−
江角真梨子 / Vet Craft

感染症学

伴侶動物の生活環境の消毒・衛生に関する知識
栗田吾郎 / 北里大学

繁殖学

犬における適切な妊娠管理を理解しよう
堀

達也 / 日本獣医生命科学大学

犬における適切な分娩管理を理解しよう
堀
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達也 / 日本獣医生命科学大学
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※ 敬称略．プログラム内容は予告なく変更する場合があります．

「伴侶動物（犬）のハンドリング」の基礎とトレーニング

一般プログラム・一般ショートプログラム 詳細

動物行動学

西川文二 / Can ! Do ! Pet Dog School
新しく犬を迎えるご家族に私たちから伝えておきたい大切なこと
藤井仁美 / Ve.C動物病院グループ 自由ヶ丘動物医療センター 行動診療科（東京都）
栄養学

妊娠期の栄養管理
平 瑛美 / ロイヤルカナン ジャポン 合同会社

一般（ご家族）プログラム
シンポジウム

無料（要登録）で視聴できる，ご家族向けのプログラム

シンポジウム：伴侶動物をとりまく問題点
田中亜紀 / 日本獣医生命科学大学
モデレーター：柴内晶子 /赤坂動物病院（東京都）

画像診断学

X線・エコー・CT・MRIって何？
米地謙介 / 奈良動物二次診療クリニック（奈良県）

循環器病学

我が家のももちゃんが心臓弁膜症になって7年

−治療をやめました−

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
感染症学

狂犬病の正しい知識
栗田吾郎 / 北里大学
マダニの危険を知っていますか？
水谷哲也 / 東京農工大学
プログラム協賛：エランコジャパン 株式会社

栄養学

療法食と普通のゴハンの違い

−ゴハンで病気が治るの？−

徳本一義 / ヘリックス株式会社
動物行動学

外で生活する猫は自由で幸せ？ 猫の生活に関する科学的知識
入交眞巳 / 東京農工大学，どうぶつの総合病院 専門医療&救急センター（埼玉県）

歯科学

【年次大会2021再配信】
間違えやすいデンタルケア
戸田

功 / とだ動物病院

一般ショートプログラム

−無麻酔での歯石除去はよいか？−
東京犬猫歯科（東京都）

よくある質問・疑問などを短時間で気軽に学べるご家族向けのシリーズ

JBVPって何？
爪の切り方・お手入れ：犬編
爪の切り方・お手入れ：猫編
肛門嚢のお手入れ
お薬の飲ませ方：犬編
お薬の飲ませ方：猫編
耳のお手入れ・耳掃除について
耳のお薬の入れ方
皮膚の塗り薬のコツ
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一般ショートプログラム 詳細

殺菌性シャンプーの効果的な使い方
発作がおきたらどうする！？
目薬の入れ方
犬猫の歯磨きトレーニング
ご飯を嫌がる犬猫への工夫
トレーニングを成功させるおやつの使い方
避妊去勢のメリット・デメリット
ウサギに関するよくある質問
マイクロチップって何？
災害時の備え・伴侶動物のケア
リハビリにおけるしっぽのひみつ
災害時の備え：地震編
災害時の備え：水害編
獣医師になった理由
最近多い病気

オンラインJBVP 第24回 年次大会特設サイト
今 年も獣医師からご家族まで幅広い分野の講義をお楽しみいただくため，
全180講義を企画いたしました．
数あるプログラムの中から気になる講義を探してご覧ください．
最新のプログラム情報や詳細は，JBVPウェブサイトで公開しておりますので
是非ご確認ください．

オンライン企業展示 （獣医師・動物看護師・学生・伴侶動物産業従事者

限定）

獣医療関連企業によるオンライン展示を開催いたします．
最 新の製品情 報に加え，企業へのお問合せや資 料請求，お楽しみ抽選 応 募企画もご用意してお
りますので是非ご覧ください．
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