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継続教育プログラム

　日本動物病院会は動物病院を利用する人びとのために、その設備、管理、知識、
技術、倫理のより高い基準を設け、会員は、その基準を達成するために、常に世界
の獣医学を学び、実践し、さらに、地域社会の理解を深めるとともに、獣医学およ
び医学を通じて、社会に貢献することを目的とする。

博多会場（福岡朝日ビル12号室）3/17（火），18（水）
福岡市博多区博多駅前2-1-1　
TEL（092）431-1228
博多駅博多口より　  １分

名古屋会場（ウインクあいち 1004号室）3/14（土），15（日） 
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38
TEL（052）571-6131（受付9:00～ 20:00）
JR名古屋駅桜通口から
　ミッドランドスクエア方面　　  5 分
　ユニモール地下街　５番出口　　  2 分

札幌会場（北海道獣医師会館）予定しています
札幌市西区二十四軒４条５丁目9-3　
TEL（011）642-4826
地下鉄東西線琴似駅⑤番出口より　  １分

東京会場（交通ビル地下1階会議室）3/20（金），21（土），22(日)
東京都港区新橋5-15-5　
TEL（03）3437-6733
ＪＲ新橋駅烏森口より徒歩６分
都営三田線御成門駅A3、A4出口より　  ５分

北海道
獣医師会館

www.naha-edu.com
Mail.   office@naha -edu.com

PLACE
会場

振込票の控えをもって領収書にかえさせて頂きます。特に領収
書が必要な場合は事務局に請求して下さい。

日 本 動 物 病 院 会
〒108-0074

銀 行 口 座

郵 便 振 替

東京都港区高輪4-23-6　 ハイホーム高輪901
TEL.03-3446-1600　FAX.03-3446-1658
Eメール：office@naha-edu.com
●三菱東京UFJ銀行　品川駅前支店
　店番号 588　普通口座　1017250
●ゆうちょ銀行
　店番号 019　当座　0401939
00170-7-401939
　　　　　　  名義　日本動物病院会

申込用紙に所定事項記入のうえ、日本動物病院会事務局へFAX又は
E-mailにてお申し込み下さい。その際に必ず送金方法を記載して下さい。

注意事項
！個人申込においては申し込み本人が出席不能の場合、同一病
院スタッフの代理出席ができます。（個人パスポートご利用
の場合を除く）
！教職員・学生は、セミナー申込用紙に教職員・学生証のコピー
を添付し、事務局までご送付下さい。
！キャンセルは、参加される日の３日前までにご連絡を頂いた
場合は、全額返金致します。
！講義中のビデオ・写真撮影・携帯電話のご使用はご遠慮下さい。
　ハンドアウトのコピーは法律により禁止されています。

ご出席予約の受付
「出席したいけど、当日もしかしたら行けないかもしれない」
というお忙しい先生のために、ご出席予約をお受けします。
ご希望の出席日を予めお聞きして、会場受付の名簿にお載せ

　しておき、会場にて料金をお支払いいただきます。
（詳しくは事務局まで）

APPLICATION
申込方法

■名古屋会場：2015年６月20日（土）～ 21日（日）
■博 多 会 場：2015年６月23日（火）～ 24日（水）
■東 京 会 場：2015年６月26日（金）～ 28日（日）
■札 幌 会 場：（ビデオセミナーを予定しています。）

NEXT SEMINAR
次回セミナーのご案内

福岡朝日ビル

脳外科のテクニック
プラスワンセミナー　東京会場
脳外科のテクニック
プラスワンセミナー　東京会場

2014年度　第77回国際セミナー

～豊富な動画を用いてわかりやすく～

『脳神経学』セミナー

DR. Rodney S. Bagley
DVM, DACVIM (Neurology and Internal Medicine)
Professor and Chair, Veterinary Clinical Sciences,

Executive Director of the Lloyd Veterinary Medicine Center
Iowa State University

『ペイン‐コントロール
　　〝患者の痛みと苦痛を知る″』

2015年度　
第78回 NAHA国際セミナー

講師：Dr. Bonnie Wright 
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TOPICS
セミナー内容とスケジュール

セミナー日時

名古屋セミナー DAY 1　３/14（土） 12:00～19:00
DAY 2　３/15（日） 09:00～17:00 

博多セミナー DAY 1　３/17（火） 12:00～19:00
DAY 2　３/18（水） 09:00～17:00

東京セミナー　DAY 1　３/20（金） 12:00～19:00
　DAY 2　３/21（土） 10:00～18:00
DAY 3　３/22（日） 09:00～17:00

札幌ビデオセミナー 開催予定。　日程調整中

セミナーは全会場２日日程となります。
東京会場では、第３日目にプラスワンセミナーが設定されています。
札幌ビデオセミナーのトピックスは東京会場と同じです。

※講義内容は進行状況で前後する場合があることなどを
　ご承知おき下さい。セミナー内容

DAY1　名古屋・博多・東京会場

ビ
デ
オ

セ
ミ
ナ
ー

● 受　講　料 ●

◆　受　講　料

ハンドアウト料金（会場価格）１冊 5,000円

① 病院単位申込み………… Ａ.基本料金 ＋ Ｂ.受講料金

② 個人申込み………………1日の受講料：20,000円

③ 学　　　生………………1日の受講料：  2,000円

④ シニア会員・教職員・招待者……………無　　料

⑤ 非　会　員………………1日の受講料：30,000円
　　　　　　　　　　　 　　　　　（名古屋を除く）

今回は札幌で開催されます。事前登録が必要です。

３日間収録分　：　15,000円

●病院会員の病院スタッフ（院長，DVM，AHT）が、どこの会場に何人でもご参
加できます。事前に、NAHA事務局にスタッフ名の登録を済ませてください。

●病院会員のスタッフがお一人で参加の場合など、一人参加の場合のすべて
　の人が対象です。

●獣医学部生および無収入の獣医大学院生が対象です。
　研修生、研究生などは対象とはなりません。

ハンドアウトは、参加者全員に購入していただきます。
受講料とともに事前にお振込をお願いします。

Ａ.基本料金
　3日間コース（東京・名古屋・博多のうち2ケ所以上か、東京のみの場合）75,000円
　2日間コース（名古屋、博多の2ケ所か、いずれか1ケ所の場合）50,000円
Ｂ.受講料金
　上記基本料金に、各コース1人あたり1日につき、1,000円を加算してください。

　参加例）○○太朗　東　京　1日目　2日目　3日目　加算額　1,000円×3日間　3,000円
　　　　　□□二郎　名古屋　1日目　2日目　　　　  加算額　1,000円×2日間　2,000円
　　　　　◆◆花子　博　多　1日目　　　　　　　　 加算額　1,000円×1日間　1,000円

追加料金     6,000円
基本料金　75,000円

合計受講料金額　81,000円

３日間収録分　：　25,000円

会　　　員

非　会　員

本セミナー

ハンドアウト

懇親会

ビデオセミナー

EXPENSES
受講料

セミナー第1日目の終了後には、講師を交えて懇親会を毎
回各会場で開催しております。どなたでも参加できますの
で、ふるってご参加下さい！

豊富なビデオや画像を用いたわかりやすい講義で
定評のあるバグレイ先生の魅力あるセミナーです。
貴重な動画を見逃さず、診療にお役立ていただき
たく、ぜひご参加くださいませ！

DAY2　名古屋・博多・東京会場

１．姿勢と外観に異常がある動物の臨床評価を症例に
基づいた形式で述べる。斜頚や筋萎縮、顔貌異常、
四肢の位置や体位のような異常の臨床的解釈では
症例に基づいた動画例に重点を置く。

　　ここでは、こういった臨床的に検出可能な異常と
基礎にある臨床的病因とを関連付けていく。

２．不随意運動の異常と発作のある動物の臨床的評価
の続き。

　　臨床的異常について症例を基にした形式で述べる。
　　斜頚や旋回、転倒、行動異常、発作のような異常

の臨床的解釈では症例に基づいた動画例に重点を
置く。

　　発作性疾患かその他の散発的異常があるのかの臨
床的判断について概説する。発作を起こしている
動物の臨床評価と治療戦略についても述べる。

歩行障害と運動異常のある動物の臨床評価を症例に基
づく形式で述べる。歩様と歩行の臨床評価では症例に
基づいた動画例に重点を置く。跛行や運動失調、測定
過大、不全麻痺のような異常についても述べる。
評価には歩幅評価の重要性も含まれる。
麻痺状態の動物への臨床アプローチについても述べる。
新たに認められた、あるいは解明された疾患をより多
く認められる疾患過程と合わせて述べる。

DAY3　東京会場（プラスワンセミナー）

●見た目や行動が奇妙な犬と猫－
姿勢と、外観、不随意運動の異常の評価

●歩行できない犬と猫－ 麻痺した動物の評価

本講義は、症例に基づいた形式を使った歩行障害のあ
る動物の臨床評価の続き。
歩様と歩行の臨床評価では症例に基づいた動画例に重
点を置く。
様々な神経疾患および神経以外の疾患の歩様への影響
を概説する。歩様異常での神経性の原因と神経以外の
原因との鑑別診断も述べる。新たに認められた、ある
いは解明された疾患をより多く認められる疾患過程と
合わせて述べる。

●変に歩く犬と猫－ 歩様異常のある犬と猫の評価

脳外科の〝いろは″について。
開頭手術の方法から、手術中の画像などを多用してわ
かりやすく解説する。

脳外科のテクニック

DR. Rodney S. Bagley
DVM, DACVIM (Neurology and Internal Medicine)

米国獣医内科学会認定専門医（神経学および内科学）
アイオワ州立大学獣医学部　獣医臨床科学主任教授
ロイド･ベテリナリー･メディカルセンター常任理事

神経学や神経外科、内科学に関する200を超える科学論
文と要約、本の章の著者。
1996年にはベテリナリー・クリニクス・オブ・ノース
アメリカの頭蓋内疾患に関する版の編集を勤めている。
"Fundamentals of Veterinary Clinical Neurology" と
いう著書が Wiley Blackwell Publishingから2006年9
月に出版され、またWiley Blackwellで出版されている 
"Practical Small Animal MRI"  で Dr. Pat Gavin と共
に共著者となっている。
米国獣医内科学会や米国獣医外科学会のフォーラム、西
部州獣医会議など国内の学会で250を超える科学講演を
行なっており、国際的にも、神経学と神経外科に関する
題目での講演をイギリス、フランス、ブラジル、日本、チリ、
オーストラリア、ロシアで行なっている。
現在アイオワ州立大学獣医学部獣医臨床科学科の臨床業
務部の副部長代行であり前学科長である。神経学・神経
外科の教授であり、以前はアイオワ州立大学獣医学部ベ
テリナリー・メディカルセンター（教育病院）の事務局
長を務めたこともある。

SPEAKER
講師のご紹介

講師のプロフィール


