
10/13

10/13

13:00 〜 15:00

15:30 〜 17:30

講師●入交眞巳 先生（北里大学／どうぶつの総合病院）

「猫の気持ちのわかり方と 
猫が幸せになる 
家の作り方」

「猫が怖い思いをしないで 
病院に来られるように 
何ができるのか？」

日

日

　入交先生は日本でも数少ない米国動物行動学
臨床専門医の資格を有する女性獣医師。実際に
猫と暮らす入交先生による猫の行動学について
の講演です。猫の食生活、トイレに関する行動、
猫同士の相性…犬の行動学に比べて、まだまだ
未知の猫の行動学。猫の魅力を交えながら、と
てもわかりやすく楽しくお話しをしてください
ます。この機会に猫の行動の知識を得て、日々
の診療や飼い主様へのアドバイスに。そして、
飼い主様は御愛猫の心に寄り添い猫ライフを満
喫する為に、ぜひお役立てください。

　昨年は設立40周年として開催いたしました
が、会員の皆様や企業の皆様のご支援、ご協
力で盛会に終えることができましたこと、大
変感謝しております。
　今年の年次大会も昨年と同じテーマで、動
物病院で働く人々と動物とご家族の皆様が共

に近未来の人と動物の暮らしを考えていけるような大会にし
たいと考えています。
　今年もまた多くの方にお目にかかれることを楽しみにして
います。

会長  木俣　新 年次大会実行委員会 委員長  横山 篤司

 昨年はJAHA設立40周年として、多くの方
にご協力いただき盛会のうちに終えることが
できましたが、今年は気持ちを改めて次なる
一歩を踏み出す年と位置づけています。
 市民公開講座、人と動物のふれあい活動報
告、看護師セミナー、獣医師セミナー、フォ

トコンテスト等幅広いプログラムを用意して多くの皆様に
楽しんでいただけるよう実行委員会一同で知恵を絞りました。
是非とも多くの皆様のご参加を会場にてお待ちしております。

入交眞巳 先生

会　長　挨　拶 実行委員長挨拶

【一条ホール】

【一条ホール】

【後 援】農林水産省／環境省／東京都
公益社団法人 日本獣医師会／公益社団法人 東京都獣医師会／公益社団法人 神奈川県獣医師会／公益社団法人 埼玉県獣医師会／公益社団法人 千葉県獣医師会／
公益社団法人 川崎市獣医師会／公益社団法人 横浜市獣医師会／一般社団法人 日本小動物獣医師会／一般社団法人 日本獣医麻酔外科学会／
一般社団法人 日本臨床獣医学フォーラム／一般社団法人 日本動物看護職協会／日本動物看護学会／公益社団法人 日本愛玩動物協会／
公益社団法人 日本動物福祉協会／公益財団法人 日本動物愛護協会／公益社団法人 Knots ／一般財団法人 Ｊ－ＨＡＮＢＳ
 （申請中含む）

年次大会
人とどうぶつの
健康で幸せな未来を、
動物病院と共に創造する

JAHA 
2019 2019年10月13日（日）、14日（月祝）

東京大学 弥生講堂一条ホール、弥生講堂アネックス他

テーマ

日程

会場

協　賛

主　催

特別公開講座 【参加費無料】VET VN 学生 市民



10/13

10/14

10/14

10/14

10/14

10/14

13:00 〜 15:00

10:00 〜 12:30

14:00 〜 16:30

10:00 〜 12:30
14:00 〜 16:30

12:30 〜 14:00

14:30 〜 17:00
【2号館第1講義室】

【2号館第2講義室】

【2号館第2講義室】

【2号館第3講義室】

【中島ホール】

（軽食付）
【2号館第1講義室】

動物看護師プログラム

獣医師プログラム

VET

VET

VN

学生

学生

講師●村上昭弘 先生（葉山どうぶつ病院）
※このプログラムは2018年に行ったセミナーと同じ内容です。

講師●金本英之 先生（DVMs どうぶつ医療センター横浜）
※このプログラムは2018年に行ったセミナーと同じ内容です。

講師●樋口翔太 先生（ひぐち動物病院・整形外科病院）

モデレーター●落合幸介 先生（熊谷夜間救急動物病院）
コメンテーター●森　淳和 先生（ONE for Animals）

アドバイザー●西村亮平 先生（東京大学）、賀川由美子 先生（ノースラボ）、長谷往明 先生（はせ動物病院）
座　　　　長●東田周三 先生（ベル動物病院）

モデレーター●中村篤史 先生（TRVA夜間救急動物医療センター）
コメンテーター●江口徳洋 先生（Vets Dental & Oral Surgery Office）＆症例提示

補講：看護に活かす病気の知識①
「動物看護師だからできること。 

がん治療を支えるための基礎知識」

補講：看護に活かす病気の知識③
「糖尿病の基礎知識」

「歯科学」

「JAHA流ラウンド① 
猫の救急：事故」

「認定医を目指すための症例発表会」

「JAHA流ラウンド④ 歯科の救急」

日

動物のがんに関する正しい基礎知識をもう一度確
認するとともに、明日からのがん治療に役立つ臨
床テクニックや、がんで苦しんでいる動物や不安
や悲しみを抱えている飼い主に対して、どう接し
たらいいのかわからない時の道標（みちしるべ）
を、分かりやすくご説明します。

注意：現在動物看護師は獣医療業務を行うことはできませんが、獣医師の補助をより効果的に円滑に行うために知識として学ぶためのプログラムとなっています。

　今年もJAHA流ラウンドを開催いたします。このプロ
グラムでは、救急診療と専門獣医療の最前線で活躍して
いる先生方が、同じ症例について意見交換を行い初期対
応から根治までのプロセスを包括的に考察していきます。
　今回のプログラムには交通事故や落下など外傷時の応
急処置と治療計画について整形外科と歯科・口腔外科分
野の問題に対し初めて討論課題に含めています。整形外
科では猫の事故にスポットをあて、歯科・口腔外科につ
いては外傷に限らず早期対応が望ましい症例について
ショートレクチャーや症例集を含めながら進めます。

　また一次診療において時に救命救急対応が必要となる
ような問題を、救急診療の現場ではどのように対応して
いるのか知りたい先生方は多いと思います。腹部軟部外
科と猫の循環器科分野について、実際の症例をもとに、
どうすべきであったかを専門医と意見交換し考察してい
きます。
　JAHA流ラウンドは受講される先生方も意見交換の輪
の中に入り一つずつ疑問点を解決していくプログラムと
なっておりますので是非ご参加ください。

「糖尿病」という言葉は、一般の方でも知ってい
る言葉です。しかし、「動物の糖尿病」と考えると、
意外とわからないことはは多いのではないでしょ
うか。素朴だけど考えてみると意外と難しい、そ
うした疑問を少しでも解決していただき、今後の
臨床にお役立ていただければと思います。

獣医師でありながら人の歯科医師でもある樋口先
生だからこそ話せる人と動物の歯科学の違いを、
わかりやすくお話しいただきます。
内容：	歯科学に必要な解剖学／歯周病とは？／治療したの

にまた悪くなるのはなぜか／なぜ歯磨きが必要か／
乳歯はいつ抜けるのか、抜けないとどのようなトラ
ブルが起こるのか／看護師に見つけてほしい口腔内
の異常／飼い主に理解してもらうための説明方法

江口徳洋 先生

金本英之 先生

樋口翔太 先生

村上昭弘 先生

岩永孝治 先生高木　哲 先生中村篤史 先生森　淳和 先生落合幸介 先生

10/14
9:30 〜 12:00

【2号館第1講義室】 モデレーター●中村篤史 先生（TRVA夜間救急動物医療センター）
コメンテーター●岩永孝治 先生（東京動物心臓病センター）

「JAHA流ラウンド③ 
猫の救急：循環器科」

月祝

月祝

月祝

月祝

月祝

月祝10/13
15:30 〜 17:30

【中島ホール】 モデレーター●中村篤史 先生（TRVA夜間救急動物医療センター）
コメンテーター●高木　哲 先生（麻布大学）

「JAHA流ラウンド② 
腹部軟部外科の救急」

日



10/13

10/13

10/14

10/14

10/14 10/14

10/14

10/14
13:00 〜 15:00

15:30 〜 17:30

10:00 〜 11:40

14:00 〜 15:00

15:40 〜 16:25 16:30 〜 17:00

13:30〜14:00【一条ホール】

14:00 〜 17:00

定員：先着40名

要事前登録

※ オンライン申
し込みが必要
です。

特別講演

11:30 〜 13:30

ホスピタルプログラム

市民公開講座

第９回 人と動物の絆　写真展

★受賞作品の発表

人と動物の絆をテーマにご応募いただいた写真
の掲示をします。

VET

VET

VN

VN

市民

学生 市民

報告者●夏目百合子 先生（赤坂動物病院）

報告者●熱田　靖 氏（ユニ・チャーム株式会社）

報告者●上加世田豊美 氏（千葉県がんセンター）

講師●坂東由紀 先生 
 （北里大学メディカルセンター）

講師●阿部容子 先生 
 （あべ動物病院）

講師●本池俊仁 先生 
 （清澄白河アニマルクリニック）
出演●JAHA認定こいぬこねこ教育アドバイザー 

中村篤史 先生（TRVA夜間救急動物医療センター）
杉浦洋明 先生（DVMsどうぶつ医療センター横浜）
相澤菜野 氏（日本動物医療センター）
関拓真 氏（㈱イン・クローバー）

吉田　剛 先生（よしだ動物病院）
木村真治 先生（王禅寺ペットクリニック）
宮下ひろこ 先生（アシスト・ヒューマンリレーションズ）

プ
レ
ゼ
ン
タ
ー

プ
レ
ゼ
ン
タ
ー

講師●寄田幸司 先生（ヨリタ歯科クリニック） 講師●J-Laboマネジメント研修専任講師

モデレーター●中村篤史 先生（TRVA夜間救急動物医療センター）
コメンテーター●江口徳洋 先生（Vets Dental & Oral Surgery Office）

「千葉県こども病院での調査研究」
「ア二マルセラピーの効果検証報告 

～高齢者・セラピー犬そしてボランティアの方々への効果について～」
「オキシトシンとコルチゾール測定」
「千葉県がんセンターでのアニマルセラピーの実際 

　　～ボランティア支援室での活動報告～」

調
査
研
究
報
告

「ペットとの豊かな暮らしで知っておきたい :
ここまでわかっている、犬・猫アレルギー」

「子犬と子猫に幸せな未来を!
こいぬこねこ教育アドバイザーからの提案」

「一緒に活動するってこんなに楽しい！ 
　　～しつけ教室からCAPPで広がる仲間～」

「JAHA流TED」 「JAHA流TED×Business」

「ワクワク楽しい歯科医院
～いい組織作りとは？～」

「動物病院のための
チーム力向上セミナー」

日

日

社員が主体性を発揮し、チーム
が一丸となって患者様の感動を
生み出す歯科医院「ヨリタ歯科
クリニック」代表の寄田院長が、
ワクワク楽しいチームづくり、
「社員が主役！」の組織づくり
について語ります。

多様性を活かす力、活気ある職
場風土をつくるコツを、ゲーム
演習を通して学びます。
内容：	リーダーの役割と仕事／職場

の相乗効果の高め方（コミュニ
ケーション、ゲーム演習）／リー
ダーシップの神髄「多様性を活かす力」／自己の
タイプを踏まえたコミュニケーション術

太田光明 先生 上加世田豊美 氏

寄田幸司 先生

熱田　靖 氏夏目百合子 先生

【アネックス】

【アネックス】

【一条ホール】

【一条ホール】

【一条ホール】

【アネックス】

【アネックス】

月祝

月祝

月祝 月祝

月祝

月祝

写真展企画セミナー VET VN 学生 市民

JAHAフォトコンテストの
インスタグラム
photocon.jaha

講師●yayoi 氏（@yayoi89）
インスタで人気の猫アカウント管理人による写真の撮り方講座です。

（軽食付）

10/13 10/13
10/14

1412:00
12:00 〜12:45【アネックス エンゼル研究棟】

17:00〜日
日

月祝

月祝

「インスタグラマーが教えるSNS映えする 
動物写真の撮り方～背景と色で考える、季節の猫の写真～」

懇親会 10/13 18:00 〜20:00［参加費：5000円］
【一条ホールホワイエ】日 どなたでもご参加いただけます。多くの皆様のご参加をお待ちしています。

報告者●太田光明 先生（東京農業大学）

【参加費無料】



タイムスケジュール

参加費・申込み方法 アクセス 東京大学	農学部	弥生講堂一条ホール
〈地下鉄南北線「東大前」駅より徒歩2分〉

オンライン申し込みもできます。
http://www.jaha.or.jp

※ メイン会場は弥生講堂一条ホールです。受け付けは一条ホール
にお越しください。

※ 正会員病院特別料金について (33,000円)：スタッフ何名でも参
加が可能です。

TEL:03-6262-5252		FAX:03-6262-5253		

メール:info@jaha.or.jp
お申し込み
お問い合わせ

・参加費は税込み2日間の料金です。
・後援団体の会員は会員料金が適用されます。
・参加費は抄録込みです。
・「動物病院のためのチーム力向上セミナー」は参加
登録以外に別途オンライン申込が必要です。先着
40名

・特に事前のご案内等の発送はしておりません
・市民公開講座と特別公開講座は無料です。事前申
し込み不要ですので当日お越しください。

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:009:00

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:009:00

≪懇親会≫ 10／13（日）18:00 〜 20:00 弥生講堂ホワイエ
 参加費：5000円（税込み）

正会員
病院 

（何名でも）
※ 

個人登録 獣医師 個人登録 看護師
学生

会員 会員外 会員 会員外

33,000円 11,000円 16,500円 3,300円 5,500円 2,200円

10:00 ～12:30
補講：看護に活かす病気の知識①
「動物看護師だからできること。がん治療を支えるための基礎知識」
講師：村上昭弘

15:30 ～17:30
「JAHA 流ラウンド②	腹部軟部外科の救急」
モデレーター：中村篤史
コメンテーター：高木哲

16:30 ～17:30
「一緒に活動するってこんなに楽しい！
～家庭犬しつけ	
　インストラクターとしての役割～」
講師：阿部容子

10:00 ～11:40
調査研究報告
「千葉県こども病院での調査研究」夏目百合子
「高齢者施設での調査研究」熱田靖
「オキシトシンとコルチゾール測定」太田光明
「千葉県がんセンターでの	
アンマルセラピーの実際」上加世田豊美

13
日（
日
）

14
日（
月
）祝

12:00 ～12:45
「インスタグラマーが教えるSNS 映えする動物写真の撮り方
～背景と色で考える、季節の猫の写真～」
講師：yayoi

弥生講堂
一条
ホール

13:00 ～15:00
「猫の気持ちのわかり方と猫が
幸せになる家の作り方」
講師：入交眞巳

15:10

～

15:40
表彰式
等

11:30 ～13:30
「JAHA 流 TED×Business」
プレゼンター：吉田剛、
木村真治、宮下ひろこ

9:30 ～12:00
「JAHA 流ラウンド③	猫の救急：循環器科」

モデレーター：中村篤史
コメンテーター：岩永孝治

10:00 ～12:30
補講：看護に活かす病気の知識①
「動物看護師だからできること。がん治療を支えるための基礎知識」
講師：村上昭弘

14:00 ～16:30
補講：看護に活かす病気の知識③

「糖尿病の基礎知識」
講師：金本英之

10:00 ～12:30
「人と動物を幸せにする未来の
動物看護師のための歯科知識」

講師：樋口翔太

14:00 ～16:30
「人と動物を幸せにする未来の
動物看護師のための歯科知識」

講師：樋口翔太

12:30 ～14:00
「認定医を目指すための

症例発表会」

14:30 ～17:00
「JAHA 流ラウンド④	歯科の救急」

モデレーター：中村篤史
コメンテーター：江口徳洋

14:00 ～17:00
「動物病院のためのチーム力向上セミナー」
講師：J-Laboマネジメント研修専任講師

14:00 ～15:00
「ペットとの
豊かな暮らしで
知っておきたい：
ここまで
わかっている

犬・猫アレルギー」
講師：坂東由紀

15:40 ～16:25
「子犬と子猫に
幸せな未来を！
こいぬこねこ教育
アドバイザーから
の提案」

講師：本池俊仁他

13:00 ～15:00
「JAHA 流 TED」

プレゼンター：中村篤史、
杉浦洋明、相澤菜野、関拓真

13:00 ～15:00
「JAHA 流ラウンド①	猫の救急：事故」

モデレーター：落合幸介
コメンテーター：森淳和

12:00 ～12:45
「インスタグラマーが教えるSNS 映えする動物写真の撮り方
～背景と色で考える、季節の猫の写真～」
講師：yayoi

16:30 ～17:00
「一緒に活動するってこんなに楽しい！
～家庭犬しつけ	
　インストラクターとしての役割～」
講師：阿部容子

10:00 ～11:40
調査研究報告
「千葉県こども病院での調査研究」夏目百合子
「高齢者施設での調査研究」熱田靖
「オキシトシンとコルチゾール測定」太田光明
「千葉県がんセンターでの	
アンマルセラピーの実際」上加世田豊美

15:30 ～17:30
「猫が怖い思いをしないで病院に
来られるように何ができるのか？」

講師：入交眞巳

15:30 ～17:30
「ワクワク楽しい歯科医院
～いい組織作りとは？～」

講師：寄田幸司

15:30 ～17:30
「JAHA 流ラウンド②	腹部軟部外科の救急」
モデレーター：中村篤史
コメンテーター：高木哲

18:00 ～
20:00
懇親会
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