
協賛企業のご紹介

会員募集のご案内

詳細につきましては、ホームページにて随時公開中
URL: https://dourinken.com

第41回動物臨床医学会年次大会
オンライン学会

2020年11月22日(日)・23日(月･祝)
アーカイブ配信：11月24日～12月1日

募集ページURL ▶http://dourinken.online/
　　　　　　　　　 ＊上記URLはオンライン学会のサイトとなります

早期  10月  9日㈮～11月10日㈫
後期  11月11日㈬～11月30日㈪

主 催

登録募集

ペ ー ジ

登録方法

登 録 料

公益財団法人 動物臨床医学研究所・動物臨床医学会

参加登録

区　　分 早　期
10月9日～11月10日

後　期
11月11日～11月30日 備　　考

会　　員
（個人A、個人B、個人C、団体、特別）
＊�団体会員は5名様まで登録可能（同一
アドレスでは不可）

 5,000円  8,000円 ・�プロシーディング（冊子）（C会員以外）、
デジタル版（ActiBook）付

非　会　員 12,000円 17,000円
獣医学部学生

（�社会人大学院生及び社会人研究生は
含みません）

 3,000円  5,000円
・�学生証のコピーを提出してください＊

・�学生会員の方はプロシーディング（冊子、
デジタル版（ActiBook））付

＊ 学生の方は、参加登録と同時に「学生証」のコピーを専用アドレス（nenjitaikai@dourinken.com）にメール添付にてご
送付下さい。

＊ 会員入会ご希望の方はこちらから ▶ https://dourinken.com/member/m-form/（当チラシ裏面もご参照下さい）

獣医総合臨床認定医制度
今回のオンライン学会に参加登録し、聴講された方は、ポイント取得が可能です。

●ポイント取得ガイド（https://dourinken.com/certified/about/）をご覧下さい。

認定医試験免除手続き（特例）ご希望の場合
・免除の基本資格に該当する先生は、本学会が定めた書類に必要事項を記入し申請することにより、認定医試験を免除することができます。
・締め切りは、令和2年12月1日（必着）です。獣医総合臨床認定医制度（細則3�(1)�(2)）をご参照下さい。

ステップⅠ
ポイント手帳購入（2,000円）

ステップⅡ
ポイント取得

ステップⅢ
受験資格審査

ステップⅣ
認定医試験

ステップⅤ
認定医登録申請

動物臨床医学会年次大会事務局
（〒682-0025��鳥取県倉吉市八屋214-10　(公財)動物臨床医学研究所�内）
TEL:�0858-26-0851　FAX:�0858-26-2158　E-mail:�nenjitaikai@dourinken.com

お問い合わせ先

アイウエオ順

協賛内容：企業動画広告、サイト内に特設ページ及びバナー広告の設置、オンライン商談（zoom）
　　　　　＊オンライン商談では、11月22日・23日両日に亘り、直接個人的にご相談頂けます。是非ご利用下さい。

アニコムグループ 共立製薬㈱ 富士フイルムVETシステムズ㈱

プラチナ

会員区分 会員条件 プロシーディング　 動物臨床医学 年会費
個人A会員 動物病院開設獣医師もしくは院長。 配　布 配　布 39,000円

個人Ｂ会員 個人A会員に該当しない獣医師（勤務医など）、看護師、
医師等。 配　布 配　布 20,000円

個人Ｃ会員 会員条件は個人B会員に準ずる。 － 配　布 12,000円

団体会員
企業、研究機関、動物園等の団体で記名式により5名まで
を1会員とする。但し、小動物診療施設は除く。プロシー
ディングは１セットのみ配布。

配　布 配　布 50,000円

特別会員 獣医大学の教職員で年次大会に積極的に協力していただ
ける方。 配　布 配　布 10,000円

学生会員 獣医大学の学生及び大学院生（社会人大学院生、研究生
は除く）。入会・更新時に学生証のコピーを提出。 配　布 配　布  8,000円

＊入会ご希望の方はこちらから ▶ https://dourinken.com/member/m-form/
■毎年度4月更新。
■公益財団法人動物臨床医学研究所の購読会員入会と同時に、動物臨床医学会の会員として登録されます。

協賛内容：サイト内にバナー広告の設置

2020.10.7時点

シルバー

㈱AVS

㈱V and P

㈱united airus

㈱EDUWARD Press

㈱ファームプレス

ミズホ㈱ ㈱メニワン㈱ベアーメディック マルピー・ライフテック㈱

フレックスメディカル㈱

エランコジャパン㈱旭化成ホームズ㈱ ㈱アステック

大阪ECO動物海洋専門学校 クロス・メディカルサービス㈱

日本ヒルズ・コルゲート㈱

島津メディカルシステムズ㈱

ネスレ日本㈱ ネスレピュリナペットケア

㈲ファーストインターナショナルアソシエイト

DSファーマアニマルヘルス㈱

花王㈱

協賛内容：企業動画広告、サイト内にバナー広告の設置ゴールド

千寿製薬㈱ 日本全薬工業㈱ ベーリンガーインゲルハイム
アニマルヘルスジャパン㈱

ユニ・チャーム㈱㈱SOPHIA

＊ 登録ご希望の場合は、上記サイトより申込ページへ遷移し、EDUONE Pass（獣医療関係者専用アカウント
登録サービス）に、氏名、メールアドレス、及びクレジットカード情報をご登録下さい。

＊ 登録後購入手続きを行うと、ご登録頂きましたメールアドレス宛に当日の参加案内が届きます。
＊ お支払いは、基本的にはクレジットカードになります。振込みでのお支払いを御希望の方は、メールにて

御連絡下さい。



22日(日) 〈敬称略〉

10：00～11：00

CM

11：10～12：10

CM

12：20～13：20

CM

13：30～14：30

CM

14：40～15：40

CM

15：50～16：50

CM

17：00～18：00

分科会セミナー①
神経分科会

分科会セミナー③
腎泌尿器分科会 企業セミナー 分科会セミナー④

生殖器・繁殖分科会
分科会セミナー⑥

行動学分科会
分科会セミナー⑦

消化器分科会
分科会セミナー⑨

眼科分科会

ヘミラミだけじゃない！�～胸腰
部椎間板ヘルニアの各種術式～

王寺　隆
（ネオベッツVRセンター）

腎不全時の輸液療法

石塚　友人
（�VES合同会社/日本動物麻酔科医協会/
動物救急センター）

慢性腎臓病の管理に重要なリン・
カルシウム代謝異常とFGF-23
宮川　優一（日本獣医生命科学大学）

協賛： 富士フイルム　　
VETシステムズ㈱

繁殖科診療における性ホルモ
ン測定の意義

堀　達也
（日本獣医生命科学大学）

柴犬の攻撃行動�－深刻な攻撃
に発展させないために－

奥田　順之
（ぎふ動物行動クリニック）

消化器疾患：誤診しやすいこ
んな病気

大野　耕一
（東京大学）

猫の眼腫瘍アップデート

髙橋　広樹
（麻布大学）

分科会セミナー②
呼吸器分科会 企業セミナー

分科会セミナー⑤
運動器分科会 企業セミナー 分科会セミナー⑧

エキゾチックペット分科会 動物のいたみ研究会

気管支鏡を用いて採取した気管
支肺胞洗浄液解析の臨床応用

城下　幸仁
(犬・猫の呼吸器臨床研究会)

動物のSFTSと小動物臨床における人獣共通感染症

松鵜　彩
（鹿児島大学）

協賛：㈱エンベット

知っておくべき猫の整形外科
疾患

質疑応答
LIVE

本阿彌　宗紀
（東京大学）

実践！猫特発性膀胱炎
どうケアする？

服部　幸（東京猫医療センター）

協賛： 日本ヒルズ・
コルゲート㈱

鳥類の細菌感染症の臨床的診
断と治療

小嶋　篤史
（鳥と小動物の病院リトル・バード）

日常診療で明日から使える！
一歩進んだペインコントロール

田村　純
（北海道大学）

23日(月・祝)
10：00～11：00

CM

11：10～12：10

CM

12：20～13：20

CM

13：30～14：30

CM

14：40～15：40

CM

15：50～16：50

CM

17：00～18：00

分科会セミナー⑩
歯科分科会 企業セミナー 企業セミナー 分科会セミナー⑬

腫瘍分科会 企業セミナー
分科会セミナー⑮

画像診断分科会
分科会セミナー⑰

感染症分科会

小動物用X線装置と歯科用X線
装置を用いた口腔内Ｘ線撮影
法と読影

網本　昭輝
（アミカペットクリニック/山口大学）

医療スタッフが家族に伝えたい
ペットの防災　～犬猫目線で考
える防災～

入交　眞巳
（どうぶつの総合病院行動診療科）

協賛：日本全薬工業㈱

活動量・ジャンプ回数・睡眠
を定量化して視えてきたコト
～ Plus�Cycleのデータは新し
い臨床的指標となり得るか？～

枝村　一弥（日本大学）

協賛：  ㈱日本動物高度
医療センター

サージカルマージンを考える

廉澤　剛
（小動物腫瘍外科アドバイザー /

日本小動物医療センター）

「心臓が大きくなってますね」
から一歩踏み込む心エコー

中村　健介
（北海道大学）

協賛：キヤノン医療用品㈱

頭頸部のＸ線とCT：撮像から
読影まで

新坊　弦也
（北海道大学）

臨床獣医師は新型コロナウイル
スにどこまで気を配るべきか

水谷　哲也（東京農工大学）
木村　祐哉（北里大学）　　

分科会セミナー⑪
内分泌分科会

分科会セミナー⑫
循環器分科会 企業セミナー 分科会セミナー⑭

血液・免疫分科会 企業セミナー 分科会セミナー⑯
皮膚分科会 小動物臨床栄養学研究会

マニュアルどおりには行かな
いクッシングの診断

西飯　直仁
（岐阜大学）

心臓病に対してどんな利尿薬
をどう使うか�－フロセミドか
らトルパプタンまで－

質疑応答
LIVE

合屋　征二郎
（日本大学）

ホームドクターが行う眼科診療
Part2

上岡　尚民（うえおか動物病院）

協賛：千寿製薬㈱

第54回小動物臨床血液研究会

免疫介在性溶血性貧血の診断
と治療�－米国獣医内科学会
consensus�statement準拠－

森下　啓太郎
（北海道大学）

難治性慢性外耳炎　診断と治療

臼井　玲子
（犬猫耳の病院）

協賛：㈱V and P

耳疾患の診断と治療におけるビ
デオオトスコープの活用方法
～獣医耳科学の基礎からス
テップアップまで～

杉村　肇
（どうぶつ耳科専門クリニック主の枝）

子犬子猫の栄養

岡田　ゆう紀
（�Veterinary� Nutrition� Specialty�
Service,� founder� and�American�
College� of� Veterinary� Nutrition�
(ACVN)）

アーカイブ配信：11月22日～ 12月1日 ＊変更になることがあります。ご了承下さい。

第41回動物臨床医学会年次大会　オンライン学会　　　　　　　―大会日程―
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