
「WVC獣医師外科セミナー2019年10月次開催」へのお誘い 

 

（特定非営利活動法人）小動物疾患研究所の理事長小宮山典寛（三鷹獣医科グループ院長）より、WVC

（米国の西部獣医会議）主催による 2019 年「WVC 獣医師外科セミナー」10 月次開催のご案内をさせ

ていただきます。当セミナーは利益目的としない、内閣府認定の NPO（特定非営利活動）法人で 

開催しております。 

―WVC（西部獣医会議）継続教育、オクエンドセンターでの実習ラボ― 

＜セミナー日程＞ 201９年10月21日（月）～23日（水） 3日間 

＜セミナー内容＞ Dr.William Culp の日本人向け泌尿器、皮膚形成、 

胃腸器のマスターコース 

＜セミナー費用＞ 283,000円（26名様限定） 

―申込金等はWVCの規定によりありません― 

＜主催者＞  Western Veterinary Conference (WVC) 

＜企画・運営＞ 特定非営利活動法人 小動物疾患研究所 

＜後援＞  有限会社スピリッツ HJS事務局 日本獣医救急医療研究会 

日本獣医クリティカルケア＆ネージメント研究会  

＜特別協賛＞  株式会社 V and P（VetzPetz ） 

        ペットコミュニケーションズ株式会社 

＜協賛＞  テルコム株式会社 

＜講師＞  WVCの規定に準じて講師は3名 

・Dr.William Culp, VMD, DACVS（カリフォルニア大学デービス校の教授） 

・Dr. Jim Perry, DVM. phD ,ACVIM ,ACVS （ペンシルバニア大学、助教授） 

・Dr. Ameet Singh . BSc, DVM, DVSc, ACVS （オンタリオ大学の外科の助教授） 

・通訳者：久保田朋子先生 

＜お申込締切日＞ 最終締め切り 2019年10月14日（月） 

※人数に満たない場合は締切り後でもお受け致しますが、申し込み人数に達した場合は締め切り前でも

締め切らせていただきます。 ご了承ください。 

今回、特定非営利活動法人 小動物疾患研究所のセミナーはオクエンドセンターの実習の指導基準であ

る「実習は参加者、原則的に8人につき1人の講師」の原則を守り、3人を招聘しています.。講師の先

生方を簡単にご紹介いたしましょう。Dr.William Culp,先生は、カリフォルニア大学デービス校の外科

の主任教授であり、腫瘍やインターベンショナルを得意しています。Dr. Jim Perry, 先生は、ペンシル

バニア大学助教授で、特に免疫学の腫瘍が主な研究のテーマで、外科専門医と内科専門医の2つの専門

医の資格を有しており、更にめずらしいことに研究テーマの免疫の腫瘍で獣医学博士（ＰｈＤ）も併せ

持っているため、非常に珍しいトリプルホルダーと称されています。またDr. Ameet Singh 先生は 

オンタリオ大学の外科の助教授で、最小侵襲手術、手術部位の感染症の細菌の研究をテーマにしていま

す。このように豪華な講師陣が結集、 メンバーが十分に時間を掛け、各々の持ち味を生かして、詳細に

打ち合わせした企画でのスペシャルな開催となります。以下にプログラム概要を記します 

https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/013010784
https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/013010784


泌尿器系、皮膚と形成、消化器系－Urinary, Skin and Reconstruction, Gastrointestinal－ 

Day Time Topics Instructors 

１日目： 

2019年 

10月 21日（月） 

 

泌尿器系 

Urinary 

08:00-10:00 

2 hours 

講義 1 

膀胱固定術、膀胱癭チューブ設置、尿管再移

植術、犬の尿管ステント設置術  

 

10:00-12:00 

2 hours 

実習 1 

膀胱固定術、膀胱癭チューブ設置、尿管再移

植術、犬の尿管ステント設置術  

 

13:00-14:00 

1 hours 

講義 2 

前₋/陰嚢尿管癭設置術、会陰尿道設置術、経

恥骨尿道造設置術                      

 

14:00-17:00 

3 hours 

実習 2 

前₋/陰嚢尿管癭設置術、会陰尿道設置術、経

恥骨尿道造設置術 

 

２日目： 

2019年 

10月 22日（火） 

 

皮膚と形成 

Skin and 

Reconstruction 

08:00-10:00 

2 hours 

講義 3 

皮弁と移植片の原則、H型形成術、回転皮

弁、浅後腹壁皮弁、胸背皮弁  

 

10:00-12:00 

2 hours 

実習 3 

H型形成術、回転皮弁、浅後腹壁皮弁、胸背

皮弁 

 

13:00-14:00 

1 hours 

講義 4（Lecture 4） 

乳腺腫瘍のアプローチ、局所乳腺摘出術

（犬）、片側性根治的乳腺摘出術（猫）、 

軸性ひだ皮弁、鼠径ひだ皮弁 

 

14:00-17:00 

3 hours 

実習 4 

局所乳腺摘出術（犬）、片側性根治的乳腺摘

出術（猫）、軸性ひだ皮弁、鼠径ひだ皮弁  

 

３日目： 

2019年 

10月 23日（水） 

 

消化器系 

Gastrointestinal  

08:00-10:00 

2 hours 

講義 5 

肛門嚢摘出術、直腸プルスルー術、粘膜反転

法、恥骨骨切り術、結腸切除吻合術 

 

10:00-12:00 

2 hours 

実習 5 

肛門嚢摘出術、直腸プルスルー術、粘膜反転

法 

 



13:00-14:00 

1 hours 

講義 6 

胆嚢疾患のまとめ、胆嚢十二指腸吻合術、胆

嚢摘出術  

 

14:00-17:00 

3 hours 

実習 6 

恥骨骨切り術、結腸切除吻合術、胆嚢十二指

腸吻合術、胆嚢摘出術 

 

 

■プログラム概要 

＜初日午前＞泌尿器系。膀胱固定術から始まり、関連する膀胱癭チューブ設置、尿管再移植術、犬の尿

管ステント設置術をマスターします。近年では尿管の閉塞は、犬は尿管ステント設置術、猫はサブシス

テムと言われています。 

＜初日午後＞前₋/陰嚢尿管癭設置術、会陰尿道設置術、経恥骨尿道造設置術。  

＜2 日目午前＞皮膚と形成。皮弁と移植片の原理と原則を学んだ上で、適応の多い、H 型形成術、回転

皮弁、浅後腹壁皮弁、胸背皮弁を学びます。 

＜2 日目午後＞乳腺腫瘍のアプローチ即ち、局所乳腺摘出術（犬）、片側性根治的乳腺摘出術（猫）、軸

性ひだ皮弁、鼠径ひだ皮弁等の乳腺腫瘍に関連した術式 

＜最終日午前＞消化器。肛門嚢摘出術から始まって、直腸プルスルー術、粘膜反転法、恥骨骨切り術、

結腸切除吻合術を学びます。 

＜最終日午後＞消化器中でも胆嚢疾患のいろいろ。胆嚢十二指腸吻合術、胆嚢摘出術の術式を、学びま

す。実習は、恥骨骨切り術、結腸切除吻合術、胆嚢十二指腸吻合術、胆嚢摘出術を行います。 

 

セミナー詳細、プログラムや講師紹介の詳細は添付の「WVC セミナー2019 年 10 月次開催のご案内」

ファイルをご覧ください。以下は添付のご案内ファイルの目次です、お読みの際にご利用ください。ま

た、HPも同内容を更新しております。http://samri.intellectual-japan.com/wvc201910_info.html 

 

＜お申込み方法＞ 

ホームぺージに設置してあります申込みフォームよりセミナー申込書に必要事項をご記入の上、送信し

て下さい。お申込みフォームの記載事項のなかに、お振込予定日の記載欄がございますのでお振込み予

定日をご記入ください。またセミナー費用は、下記お振込先からお選びいただき、入金予定日までにお

振込みください。こちらでのお振込確認でき次第、お申込み完了メールを送信させていただきます。そ

のメールを持ちまして、申し込み手続き完了とさせていただきます。なお、お振込依頼人名はご参加者

様のお名前でお願いいたします。また、振込手数料はご負担いただきますようお願いいたします。 

●三井住友銀行 

 支店名：三鷹支店（店番：247）  預金種目：普通預金  口座番号：7440624 

 口座名義：特定非営利活動法人小動物疾患研究所 

 （トクテイヒエイリカツドウホウジンシヨウドウブツシツカンケンキユウジヨ） 

http://samri.intellectual-japan.com/wvc201910_info.html
http://samri.intellectual-japan.com/wvc201910_info.html


 

●ゆうちょ銀行 

 口座番号：記号10120 番号86697881  口座名義：特定非営利活動法人 小動物疾患研究所 

 この口座を他金融機関からの振込の受取口座として利用される際は 次の内容をご指定ください。 

【店名】〇一八（読み ゼロイチハチ）【店番】018 【預金種目】普通預金 【口座番号】8669788 

 ※窓口で手続きを行った場合、振込手数料はかかりません。 

 （ATMをご利用された場合、振込手数料がかかることがあります。） 

 

●楽天銀行 

 支店名：第二営業支店（252） 

 預金種目：普通預金 

 口座番号：7732835 

 口座名義：特定非営利活動法人小動物疾患研究所 

 フリガナ ： トクヒ）ショウドウブツシッカンケンキュウジョ 

 

●セミナーの申込みについては、こちらをご覧ください。 

http://samri.intellectual-japan.com/201910_application.html 

 

●セミナーお申込みはホームページのお申し込みフォームをご利用ください。 

お申し込みフォームはこちらです。 

http://samri.intellectual-japan.com/201910_form.html 
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●2019年度後半のセミナーも開催が決定しております。 

http://samri.intellectual-japan.com/wvc201910_plans.html 

 

●2020年はWVC大会の直前の、2月13日（木）-15日（土）＜WVCの日本人向けのセミナー、緊急

医療＞講師は上田一徳先生（カルフォルニア大学獣医学部、米国獣医救急医療専門医）、Kenichiro Yagi, 

RVT, VTS (ECC, SAIM), MS、中村篤史先生、川瀬広大先生を予定しています。WCVの Convention

は、16日（日）から始まりますが、展示は18日（月）から始まります。 

 

●また2020年の9月1日（火）から3日（木）はDr. Brian Beale、Dr.Caleb Hudson、 

Dr.Tetsuaki Koreeda（是枝哲彰先生）の整形外科シリーズ。 

1日目：小型犬の角変形症 

2日目：トイ犬種の前十字靭帯断裂と膝蓋骨内側脱臼の併発症ー難治例  

3日目：トイ犬種の橈尺骨の骨折を予定しています。 

 

 

●今年の 11 月 7-10 日の第 66 回ハワイ獣医師会年次大会の申し込みに、クレジット・カードでの参加

申し込みを御希望の方は、参考： https://hawaiivetmed.org/japan-registration/ から行って下さいと

のハワイ獣医師会からのお知らせです。少し分かり難いかもしれないので、その際は 

https://hawaiivetmed.org/registration-instructions/を参照してください。不明の場合は、 

特定非営利活動法人、小動物疾患研究所または、旅行の手配の株式会社ティ・アイ・コンソーシア ト

ラベルアイ東京第二営業部 今田明博さんにお尋ねください。 

 

皆様のご参加をお待ちしております。 

 

------------------------------------------------------------------- 

特定非営利活動法人 小動物疾患研究所 理事長小宮山典寛 

180-0006 東京都武蔵野市中町2-6-4（三鷹獣医科グループ内） 

電話：0422-54-5181 メール：info_wvc@pet-hospital.org 

小動物疾患研究所のホームページ：http://samri.intellectual-japan.com 

------------------------------------------------------------------- 
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