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Progress  
through learning!
－学習による進歩－
Improve International は、世界中の獣医師の
キャリア・アップを目指し、獣医学を進歩させて
います。
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Improve International は、生涯にわたるトレーニング・パートナー
シップを通じて、最先端のトレーニングを求めている獣医師をサ
ポートしています。学んだ知識および技術を活用することで、日々
の診療においてより価値の高い診療を施すことができます。より
複雑な症例にも自信を持って取り組むことができます。このパン
フレットでは、私たちの大学院プログラムやコースをご案内してい
ます。

公認 Partner

World Animal Hospital Association

Dr. Heber Alves (DVM PhD)
Operations Director Improve International

獣医師の皆様へ

　2016 年から 2017 年にかけて新たなコースを開講することになりましたことを大変喜ばしく思います。
　私たちは、現在開講中のコースシリーズにおいて受講生ならびに講師からの多くの称賛のお言葉をいただいていることを大変
光栄に思い、日本における今後のコースにおいても世界に名だたる専門医による最新の知識および技術をもってベストなクオリティ
の Continuing　education をご提供し続けることをお約束いたします。
　私たちのトレーニングプログラムは、常に、受講生個々のスキルアップにおける特定のニーズに対応するために少人数制を用い、
学習環境を最適に保つために最新設備で行われます。
　私たちが開催するすべてのトレーニングプログラムは、実践に即役立つよう多くの症例検討と検体を用いた実習を相互に行い
ます。
　受講生は実際の臨床に際したときに、大変有用な多くの知識と技術が得られたことを実感するでしょう。
　これは、受講生がこれまでよりも高い実力の獣医師となり、患者へのより的確な診療を施し、受講生が専門家としても個人的
にも充足感が得られることにつながります。
　このカタログでは、今年から始まる高い実践力を得られるショートコースの新シリーズおよび esVPs 監修による総合診療医認
定コース (GPCert コース ) を紹介しています。
特に新しい GPCert コースでは、救急外科手術、眼科を新たに開講します。
　私たちが開催するコースが獣医師の皆さまのニーズに合うことを願い、コースに対する詳細のお問合せやご連絡をお待ちしてお
ります。

　まもなく始まる新しいコースへ皆さまをお迎えすることを楽しみにしています！



　improve international は、獣医師のための知識およ
び技術訓練をコンセプトに、世界最大 規模で小動物臨床
獣医師のための Continuing education を提供していま
す。improve international は、1998年以来19ヵ国で活
動しており、年に1,200日以上のトレーニング、６ヵ国語で
450名の講師による講義を行っています。過去15年間で、
延べ2万人の獣医師がimprove international が開催する
セミナーに参加しました。

　私達の使命は、世界の獣医師に質の高い訓練を提供する
ことにあります。体系的、論理的、進歩的な訓練により、参
加者は個々の分野での一流の専門医の指導のもとに、スキ
ルや知識を習得できます。

　improve international は、獣医師のための獣医師によ
り運営している会社であることに誇りを持っています。著名
な専門家を含むイギリスの獣医師グループにより1998年
に設立されました。現在でもほとんどのディレクターは獣
医師です。

　Continuing education コースをイギリス、アイルラン
ド、イタリア、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィン
ランド、アイスランド、ポルトガル、スペイン、ドイツ、オース
トリア、ベルギー、オランダ、スイス、フランス、オーストラ
リア、メキシコ、ニュージーランド、チリ、ペルー、日本で開
催しています。

Improve International とは？
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Waha — World animal hospital association

　Wahaは1974年に日本における獣医学の発展のた
め、獣医師の Continuing education を推進するために
設立されました。これまで200冊以上の獣医学書の出
版、欧米の著名な獣医師を日本へ招待し数々の獣医学
セミナーを行うなど、日本の獣医学をけん引してまいり
ました。日本における獣医学が目覚ましい発展を遂げる
中、Continuing educationをさらなるステージへと進め
ることを目標に活動してまいりました。
　そうしている中2013年、improve international のト
レーニングプログラムを知ることになりました。improve 
international は世界各国で行われており、それは世界標
準の獣医学を提供していることを証明します。講義内容
は、座学と実習をバランスよく兼ね備えたモジュールで
構築されており、座学による知識のインプットと実習によ
る技術のアウトプットを習得することは、獣医師にとって
の臨床におけるスキルアップを着実なものとします。

　 また、e s V P sによるG P Ce r t のテストへのチャレンジ
は、獣医師の新たな目標となり、このテストを合格した獣
医師は日々の自信につながることはもちろん、次の世代
のContinuing educationを提唱する獣医師になること
でしょう。
　improve international とWahaは、このような座学
と実習をバランスよく兼ね備えたモジュールで構築され
たトレーニングプログラムを日本へ導入し、日本における
Continuing education をさらなるステージへと推進す
ることとなりました。
　日本においては improve international のトレーニン
グプログラムはこれまでになく画期的で、日本の獣医師に
とって新たなる挑戦となり、獣医学の躍進を意味します。
このすばらしいチャンスを提供してくださいました improve 
international へ心より感謝の言葉を申し上げます。



GPCert 取得

ケースレポート自主学習
講義ノートや esVPs が推奨する

参考文献による学習

GPCert 取得試験

試験

選択肢問題による試験esVPs のフォーマットに沿った
レポートの提出

　GPCert の基準は世界中で一貫しており、この認定証
を取得した獣医師は、特に高い知識と技術を備えている
と認められ、ヨーロッパでは高く評価されます。GPCert
はまた、近年では多くの獣医師が目指す目標となってお
り、取得のための学習過程が獣医師の技術をさらに向上
させることから、取得するに値する資格として広く認識さ
れています。

　GPCert を取得するには、専門医である講師による体
系的に構築されたモジュールプログラムを修了し、最終
試験を合格しなければなりません。受講者は、臨床に支
障を来たすことなく自由時間に学習し、コースワークを終
えるよう必須づけられています。コース受講中は、講師
によるアドバイスを受けることができます。

　この認定証を取得することにより、受講生のスキル
はさらに熟達します。それは受講生の臨床への自信へ
つながり、日々の臨床でこれらのスキルを発揮するこ
とによって、より的確に診療を施すことができます。多
くの獣医師は GPCert の取得を足がかりに、より高い
レベルの教育を受けたり、また別のコースの GPCert
を取得しています。

　この試験は任意です。受験される方は、別
途 esVPs 登録費用および受講費用￥100.000
が必要です。動物看護師臨床テクニックは
￥50.000 になります。

General Practitioner Certificate 
(GPCert) 総合診療医認定書
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European School of Veterinary Postgraduate Studies (ESVPS)

　esVPsは、非営利組 織として、志を同じくする獣医
師により2003年に設立されました。主な目的は、獣医
師へ、達成できる、バランスの取れた資格を提供する
ことにあります。the General Practitioner Certif i-
cate（総合診療医認定証）は、臨床獣医師における一
般診療を高いレベルで行なうことを目的に、知識と技
術のトレーニングをバランスよく習得できるよう企画さ
れています。GPCert は、ヨーロッパにおけるハイレベ
ルな基準で開業していることを保証しています。

　esVPsは３名の理事、学術審議会と認定委員で構成
されています。学術審議会は、会長と６５名の審査官
で構成されています。すべての審査官は欧州（またはア
メリカ）の大学を卒業した獣医師であり、責任を持って

審査／認定します。
2004年に General Practitioner Certif icate が始ま
って以来、2,000人以上の獣医師が esVPsによる総合
診療医認定証を取得しました。esVPs の試験は、ヨー
ロッパの13ヵ国で行われ、オーストラリア、ニュージー
ランド、南アフリカでもGPCertを保持した獣医師がい
ます。

　 e s V P s の ア カ デ ミッ ク 理 事 会 が コ ース 内 容
や、G P Ce r tに至るコースの内容においても、それら
のクオリティへの責任を負っています。それは、コー
ス内容は正式 認可を受けたコース、評 価過程を管 理
するという基準を満たしているということです。試 験
は、esVPsの責任において行われます。



私達が推進している最先端の大学院レベルのトレーニングは、知識
のインプットと技術のアウトプットをバランス良く行い、獣医師の臨床
スキルを着実に高めることを目的にしています。獣医師が日々の臨床
に支障を来たすことなく、学習できるシステムと柔軟性を提供してい
ます。スキルや自信を高め、臨床医において高いクオリティで診療を
行なっていることを認定する総合認定証を得る足掛かりになります。

Progress through learning! －学習による進歩－

• 講義ノート
• ケースレポート
• 参考文献

• 科学論文
• ビデオ／ウェビナー
• フォーラム

e-learning での学習内容 :

• 実習のモジュールでは、受講生は少人
数でひとりひとりに実践的な時間が与え
られ、高いレベルのテクニックの練習の
機会を得ます

• 講義のモジュールでは、講師は授業の
最後に臨床例のケースレポートを提示
し、ディスカッションを行います

• ウェビ ナ ー は 、１時 間 の オンライン
セッションです

ポスト - モジュール
 推奨文献

レベルテスト、評価

モジュール
 講義／実習

プレ - モジュール
 e-learning の資料、教材による学習

レベルテストと自己評価

受講修了証明書

モ
ジ
ュ
ー
ル
の
流
れ
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How our programmes work? －プログラムの進行について－

　GPCert取得するためのプログラムは1年～2年で構成
されており、講義と実習のモジュールが含まれていま
す。日々の臨床で多忙な受講生のスケジュールに合うよ
う講義をオンラインで補っています。登録の後、登録確
認、コースの詳細、オンライン学習(e-learning)にアク
セスするためのユーザー名、パスワードの確認メールが
届きます。コースが始まる約14日前に、e-learningサイ
トへのアクセスが可能になります。個々のモジュールの
前に講義ノートをウェブサイトで読むことができます。
　ジャーナルの記事、写真にもアクセスできます。ベスト
な結果を保証するために、受講生へはコース前後に知識
の査定（レベルテスト）があり、自身のスキルについて熟
考し、ゴールを設定する必要があります。モジュール前に
行われるテストにより、講師が受講生グループのレベル
を正確に判断し、講義内容において受講生のニーズに合
わせられるようになっています。

　コース修了後、improve internationalの受講生は
受講修了証明書を受け取ります。すべてのプログラムは 
esVPs により認定されており、受講生は GPCert を取
得するための受験資格が得られます。
　プログラムの個々のモジュールは、３つの要素から成っ
ています。

1.受講前の知識査定と準備

2.理論的な講義またはシラバスのキーポイントをカバー
した実践的なセッション

3.受講後の知識査定、考査、受講後の学習



実践トレーニングがあなたの技術を向上させる

このプログラムが
お手伝いします

受講生へ

臨床のために

クライアントのために

• GPCert（総合診療認定証）の取得

• 臨床例への取り組みが変わる

• 知識やスキルが向上し、複雑な症例を治療する際
の自信を得られる

• 志を同じくする獣医師のネットワークへのアクセス

• 多忙な日々の診療にフィットした学習

• 診療技術の向上

• 専門医への照会の減少。診療技術の向上

• 知識やスキルを臨床へ応用する

• 実務の強化

• 動物のケアの向上

• より早い診断

• 治療オプション増加

• 飼い主の安心感
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Improve International を選ぶ理由

• 1998 年以来、 質の高い専門能力の継続的開発
（CPD:Continuous Professional Development）

に携わっています。

• 全世界 22 ヵ国で開催しています。

• 獣医師のための CPD モジュールの発案者です。
獣医師のための獣医師により運営されているの団
体です。

• 体系的なモジュールプログラムに参加することに
より、2 万人以上の卒業生が恩恵を受けています。

• Improve International の す べ て の プ ログ ラ ム
は ESVPS（European School of Veterinary 
Postgraduate Studies）の正式認可を受けていま
す。

• 最高水準の実習環境が整えられています。

• 世界的に認められた著名な講師陣が登録されて
おり、臨床に関連した内容を保証した学術的なシ
ラバスを提供します。

• プログラム中には、経験のある専門のスタッフが
サポートします。

• 少人数制の実践的なコース。

• GPCert の試験合格率が 80％ という取得可能な
資格であり、卓越した合格率です。



General Practitioner Certificate Programme 
in Small Animal Medicine

イントロダクション:

公認：

　小動物内科学の２年間のプログラムは、内科診療における主な項目を網羅しています。主な身体組
織とともに、臨床医学、画像診断 方法、内分泌学を含む２3のセッションで構成されています。このプ
ログラムは、顕微鏡ワークショップ、Ｘ線読影、腹部スキャンやウェットラボによる実習を通して、高い
臨床スキルを得られるよう開発されています。コースでは定期的な症例検討も行われます。すべての
モジュールには、講義ノートによる予習復習、ウェブサイトへのアクセスによる自習が必須です。
　このコースはesVPs（european school of Veterinary Post graduate studies)監修のプログラム
で、コース終了後はGPCert (General Practitioner Certificate)、総合診療医認定証を得るための受験
資格が得られます。

akiko Koshino DVM, Dipl eCViM-Ca. Benoit rannou DVM, Msc, Dipl aCVP. Chiara noli DMV, Dipl eCVD. Christine Piek DVM,
PhD, Dipl eCViM-Ca. eric Monnet DVM, PhD, Faha, DaCVs, DeCVs. ian ramsey BVsc PhD CertsaM Dipl eCViM MrCVs.
Julie Byron DVM, Ms, Dipl aCViM (saiM). Justine lee DVM, DaBt, Dipl aCVeCC. Michael Day BsC, BVMs(hons), PhD, DsC,
Dipl eCVP, FasM, FrCPath, FrCVs. Michael Willard DVM, Ms, Dipl aCViM. richard lam BVsc (hons 1), MVetMed, Dip. eCVDi,
MrCVs. shinichi Kanazono DVM, Dipl aCViM (neurology). susana silva DVM CertsaM Dipl eCViM-Ca MrCVs. Yoko Fujii 
DVM,PhD, Dipl aCViM (Cardiology).

２3モジュール

184時間
２年間

滋賀県 
草津市

最大24人

一般価格

分割払い 
￥498.960×４回

一括払い ￥1.814.400
（税抜き￥1.680.000）

WaHa会員価格

分割払い 
￥474.012×４回

一括払い ￥1.723.680
（税抜き￥1.596.000）

価格

6回の実習/ウェットラボ

講師：

GPCert Programme－総合診療医認定プログラム－

小動物内科学
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the programme continues on the following page

泌尿器病学Ⅰ 2016-11-19

尿路疾患検査に用いる診断技術の一覧と解説。急性／慢性腎不全、糸球体疾患および蛋白尿の病態生理学
について解説。急性／慢性腎不全、糸球体疾患、蛋白尿の病態生理学への検査アプローチ法および治療管
理について解説。

泌尿器病学Ⅱ 2016-11-20

犬と猫の結晶尿および尿路結石症の発症の関連因子を考察。犬と猫の下部尿路疾患の管理の原則を考察。
尿失禁の考えられる原因、その診断と管理を解説。犬の前立腺疾患を分類し、それらの病因、診断および
臨床的管理を考察。

皮膚病学1 2017-01-19

皮膚疾患の問題解決のアプローチについて解説。犬と猫の皮膚検査に必要な手順を解説。皮膚疾患における
研究実験で用いられるテクニックのリストを理解し、それらがどのように適用されるのかを考察。掻痒治療にお
ける合理的な問題解決アプローチ、検査および治療の解説。

皮膚病学Ⅱ 2017-01-20

脱毛症への合理的問題解決の接近法、検査および処置についての解説。細菌、寄生虫および真菌性皮膚疾
患における最も一般的な臨床症状について。全身性疾患とその病因において一般的にみられる皮膚徴候を
解説。

免疫学 2017-01-21

基本的な免疫機能および免疫反応の解説。小動物における一般的な免疫介在性疾患の病態病理および診
断アプローチの解説。免疫介在性疾患の治療の基礎について解説。一般的な免疫抑制療法について解説。

感染性疾患Ⅰ 2017-03-18

猫における一般的な感染性疾患の診断と管理について解説。猫に発症する重要な輸入疾患の臨床兆候を解
説。ワクチン接種とワクチン接種計画の原理を解説。

感染性疾患Ⅱ 2017-03-19

犬における主な感染性疾患のリスト。犬における一般的な感染性疾患の診断と管理について解説。犬に発症
する重要な輸入疾患の臨床兆候を解説。ワクチン接種とワクチン接種計画の原理を解説。

内分泌学 Ⅰ 2017-04-15

内分泌器官の解剖学、生理学および病態生理学の基本的原理について解説。犬と猫の副腎皮質、甲状腺お
よび副甲状腺疾患の臨床兆候および診断アプローチについて説明。副腎、甲状腺および副甲状腺に影響を
及ぼす疾患の基本的（適切）な処置と外科的管理についての考察。

内分泌学 Ⅱ 2017-04-16

内分泌系膵臓疾患に関連する病態生理学および臨床兆候についての考察と解説。犬と猫の糖尿病および糖
尿病性ケトアシドーシスの検査と管理について解説。糖尿病制御の失敗の原因と不安定型糖尿病患者へのア
プローチ法の解説。犬と猫の下垂体の内分泌疾患の病態生理学を考察。

消化器病学Ⅰ 2017-06-17

急性・慢性嘔吐の病態生理学の解説と考察。急性・慢性下痢の病態生理学の解説と考察。嘔吐、下痢の診断ア
プローチの検討と考察。胃腸病疾患の診断における内視鏡の原則および基本的な使用法を解説。

消化器病学Ⅱ 2017-06-18

肝臓および肝胆道疾患の病態生理について考察。黄疸を呈する患者への診断アプローチについて解説。肝胆
道疾患が疑われる患者の検査アプローチについて解説。膵外分泌疾患の病態病理についての解説と考察。急
性／慢性膵外分泌疾患の検査アプローチについて解説。肝胆膵疾患の治療選択肢についての検討。

軟性内視鏡 - 上部／下部消化器官の基本テクニック 2017-06-19

上部／下部消化器官内視鏡に検査の適応について検討。上部消化器官内視鏡検査の可能性のある合併症に
ついて考察。患者の準備および一般的な内視鏡技術について考察。食道、胃および十二指腸の正常な内視
鏡画像について考察。回腸、大腸、盲腸および直腸の正常な内視鏡画像について考察。生検技法について
の理解。解剖模型を用いた実践テクニック。



診断テクニック 現在調整中

X線撮影法および放射線学の原則。コントラスト撮影法および放射線防護。症例検討。フィルム読影。

診断テクニック 
超音波画像処理の使用原理。CtとMriの作動原理。症例検討。フィルム読影。

臨床腫瘍学
腫瘍生物学とステージングの原則を考察。癌患者への一般的なアプローチ法について解説。化学療法、放射
線療法および外科腫瘍学の原則を考察。犬と猫の腫瘍に対する一般的な治療管理について解説。腫瘍学的
エマージェンシーの認識と対処法。

呼吸器疾患
犬と猫の呼吸器疾患の一般的な診断法の解説。呼吸器疾患診断のための補助的検査（X線写真術、内視
鏡）の重要性について解説。咳および呼吸困難の病態生理と鑑別診断。第一選択肢および補助的な呼吸器
治療法の原理。

循環器病学I
心疾患が疑われる患者の身体検査の原則と重要性についての考察と解説。心エコー検査の原則についての
考察。心エコーグラフの解釈と一般的な不整脈に対するテクニックの解説と考察。心疾患患者の胸部X線画
像の評価について。基本的な心エコー検査の原則および心疾患の診断における役割と解説。

循環器病学II 
心不全の病態生理学に関わるイベントの解説と考察。収縮期および拡張期障害の定義。先天的および後天的
心疾患の有病率における種間の相違についての検討。犬と猫の主な先天的心疾患の解説。後天性心臓弁膜、
心筋および心膜疾患の病態生理学、診断および処置についての解説と考察。心臓病患者のための治療選択肢
およびその応用について。

臨床神経病学
機能的神経解剖学の原則について解説。神経学的検査の原則と局在病変の説明。神経系疾患の検査に用い
るその他の診断技術の一覧および考察。一般的な神経性症候群の検査および管理について解説。
犬と猫の発作調査および管理手順について考察。犬の神経学的検査。

エマージェンシーとクリティカルケアー
急性疾患や救急患者の主な身体システムの評価と安定化に関与する要素について解説。エマージェンシー
検査室のデータベースの使用についての解説。輸液、電解質および輸血治療の原則の解説。重傷患者のモニ
タリングの重要性と、実用的な側面の解説と考察。小動物の心肺機能停止の認識について考察。一次および
二次心肺蘇生法の応用について考察。

救急医療および救命処置 
この実習ではウェットラボで次のテクニックを学習します：気管切開および胸部ドレナージ設置。緊急時 
の血管アクセステクニック；静脈アクセスのためのテクニック；部位、カテーテル設置、高度なテクニックと骨
内テクニックを含む組織標本作成と合併症について。尿路カテーテル設置と尿路疾患のエマージェンシー。
胸腔穿刺術。腹腔穿刺。緊急開胸術。急性腹症/胃拡張へのアプローチ - 緊急措置法。栄養チューブ設置。

臨床病理学および臨床検査学
異なるサンプル抽出法とサンプル処理について検討し、それぞれのサンプルに影響を及ぼすかもしれない要
因を特定。適切な検査の選択の根拠について考察。再生性貧血、非再生性貧血および止血異常への検査法
について解説。肝胆道疾患および腎疾患に関連する臨床病理を検討。臨床患者の検査データを解釈するた
めの新しい解釈法。さらなる診断検査の方向性を定めるための情報。

細胞診
細胞学的サンプルの採取、保管、準備の原則および実用的な側面の解説と考察。ルーチンな細胞学的サ 
ンプル検査の原則について解説。滲出液、吸引物および洗浄試料の異なる細胞学的特徴を考察。細胞診 
の基本となる病理学的原理について解説。顕微鏡を用いる細胞診の実習。

最新情報はWeBを
ご確認下さい。
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General Practitioner Certificate Programme 
in Small Animal Surgery

イントロダクション:

公認：

　小動物外科学の2年間のプログラムは、小動物外科にかかせない重要な内容を盛り込んだ
座学および実習の22回のセッションで行われます。1年目は軟部外科学の12モジュールで構成
されており、形成再建外科手術、頭部と頸部の手術、消化器官の手術、尿路の手術の4回の実習
が含まれています。2年目は整形外科学の10のモジュールで構成されており、関節と骨折の修復
術、 骨移植術、創外固定および脊髄手術の4回の実習が含まれています。
　すべてのモジュールには、講義ノートによる予習復習、ウェブサイトへのアクセスによる自習
が必須です。
　このコースはesVPs（european school of Veterinary Post graduate studies)監修のプログ
ラムで、コース終了後はGPCert (General Practitioner Certificate)、総合診療医認定証を得るた
めの受験資格が得られます。

２2モジュール ８回の実習/ウェットラボ

176時間
２年間

滋賀県
草津市

最大２４人

一般価格

分割払い 
￥623.700×４回

一括払い ￥2.268.000
（税抜き￥2.100.000）

WaHa会員価格

分割払い 
￥592.515×４回

一括払い ￥2.154.600
（税抜き￥1.995.000）

価格

annick hamaide DVM, PhD, Dip eCVs, MaCVsC, Cert sas. Bianca hettlich Dr Vet Med, Dipl aCVs-sa. Dick White BVetMed,
PhD, Dipl aCVs, Dipl eCVs, DVr Dsas (soft tissue), FrCVs. eric Monnet DVM, PhD, Faha, Dipl aCVs, Dipl eCVs. hannes
Bergmann Dr Vet Med, Dipl eCVs, MrCVs. Paolo Buracco Med Vet, Dipl eCVs. ulrich rytz Dr Vet Med, Dipl eCVs.

講師：

ビデオ：実習のセッションは録画されます。受講生はe-learningエリアよりビデオをご覧になれます。

GPCert Programme－総合診療医認定プログラム－

小動物外科学



外科無菌処理および基本的手術法 - 創傷および創傷治癒 外科3
2016-07-14
―

外科4
2016-07-16

器具および機器の操作。消毒薬、滅菌手法および抗生物質の使用。グローブおよびガウンの使用。創傷治癒
の原則- 遅延一次治癒、二次治癒。形成再建手術の原則 - 皮弁および皮膚移植。排液の原則および適用。

腫瘍外科および形成外科 外科3
2016-07-15
―

外科4
2016-07-17

腫瘍外科学の原則。皮膚腫瘍、口腔内腫瘍、消化管腫瘍、尿生殖器腫瘍および胸壁腫瘍の手術。猫固有の
腫瘍。

上部気管手術。喉頭部・気管手術 外科3
2016-09-15
―

外科4
2016-09-17

鼻 - 新生物、自己免疫性疾患。鼻洞。短頭気管疾患。喉頭部疾患 - 麻痺、虚脱、外傷、狭窄、 新生物。気管手
術 - 気管切開・開口術、虚脱、切除／吻合、外傷、異物、新生物。

口腔・咽頭・耳科の手術 外科3
2016-09-16
―

外科4
2016-09-18

口唇・頬、舌および硬口蓋の手術。咽頭手術。扁桃手術。耳 - 側壁切除、垂直管切除、外耳道全摘出術／外側
鼓室胞骨切術、腹側鼓室胞骨切術、血腫。

形成再建外科 外科3
2016-11-09
―

外科4
2016-11-11

創傷閉鎖-減張、「ドッグイヤー」防止、減張切開。有茎皮弁-伸展皮弁、回転皮弁、横転皮弁。筋皮弁およ 
び大網皮弁 - 外腹斜筋皮弁、大網横転。皮膚移植 - 全層皮膚移植および切手状移植。

頭部・頸部の手術 外科3
2016-11-10
―

外科4
2016-11-12

外耳道全摘出術 (teCa)- 縫合材および特殊機器、術後処置および評価、合併症。腹側鼓室胞骨切術 
- 縫合材および特殊機器、術後処置および評価、合併症。甲状腺手術 - 犬の甲状腺摘出、猫の甲状腺 
摘出のデモンストレーション。片側披裂軟骨外方術 - 術前管理、麻酔、外科解剖学、手術テクニック、術 
後処置および評価。

尿路および生殖器官の手術 外科3
2017-1-26
―

外科4
2017-1-28

尿路解剖学の理解。尿路閉塞疾患における手術テクニックの選択肢に関する考察 - 尿管、膀胱および尿道。
尿路外傷へのアプローチの解説 - 腎臓、尿路、膀胱および尿道。失禁の処置選択肢の考察。尿路腫瘍への
外科的アプローチの解説。雄と雌に共通する生殖器の外科的異常および処置選択肢についての考察。

胸部外科 外科3
2017-1-27
―

外科4
2017-1-29

器具、開胸手順、胸腔ドレナージ。肺葉切除、胸部外傷。横隔膜破裂。乳糜胸。動脈管開存症。

消化器外科I 外科3
2017-04-06
―

外科4
2017-04-08

唾液腺疾患 - 唾液囊腫、外傷、唾液分泌過量、新生物。胃 - 裂孔ヘルニア、胃内異物、拡張／捻転、幽門閉鎖、
胃がん。

消化器外科II 外科3
2017-04-07
―

外科4
2017-04-09

小腸の手術 - 漿膜および大網被覆。巨大結腸、直腸脱出症および狭窄。肛門・肛門周辺 - 鎖肛、肛門囊疾病、
肛門せつ腫症。肝臓、脾臓および膵臓の手術。

消化器官および尿路の手術 外科3
2017-05-18
―

外科4
2017-05-20

食 道 異 物 - 術 前 処 理、 麻 酔、 外 科 解 剖 学、 手 術 テクニック、 術 後 処 置 および 評 価。 胃拡 張 ／捻 転 
- 一 時 的 ／永 久 的 胃 腹 壁 固 定 術。 腎 摘 出 術 お よ び 腎 切 開 - 部 分 的 腎 摘 出、 尿 管 腎 切 除 術；腎 切 
開の適応症。尿道瘻形成術 - 陰嚢前、陰嚢、会陰、前恥骨。

胸部外科 外科3
2017-05-19
―

外科4
2017-05-21

開胸 - 術前処理、麻酔、外科解剖学、手術テクニック、術後処置および評価。肺葉切除 - 部分／全肺 
葉切除。心膜切除術 - 亜全／全切除。動脈管開存症 - 術前処理、麻酔、外科解剖学、手術テクニック、 
術後処置および評価。
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整形外科I – 骨折修復における意思決定 外科3
2017-07-13
―

外科4
2017-07-15

骨折患者の初期評価。骨折分類の説明および適用。骨折修復の原則および意思決。プレートおよび創外固
定器を含む骨折固定およびインプラントの方法。

整形外科II – 骨折修復の合併症 外科3
2017-07-14
―

外科4
2017-07-16

閉鎖式／開放式テクニックを含む骨折修復の原理。海綿骨移植および皮質移植を含む骨移植選択肢。以下の
合併症に対するアプローチ法：癒合遅延、癒合不能、癒合不全および骨髄炎。

整形外科III – 前肢 外科3
2017-09-14
―

外科4
2017-09-16

肩脱臼、骨軟骨症、形成異常、切除関節形成および骨折。肘脱臼、骨発育異常、肘突起癒合不全および骨折。
手根骨および足の発生的疾病、手根骨過伸展および関節固定、脱臼および骨折。成長板障害。

整形外科IV – 後肢 外科3
2017-09-15
―

外科4
2017-09-17

形成不全、脱臼、関節形成および人工股関節全置換術を含む臀部の状態。恥骨骨折。大腿骨骨折。膝
蓋骨脱臼、骨軟骨症、骨折および十字靱帯断裂を含む膝関節の状態。骨軟骨症、脱臼および骨折を含む
後足膝の状態。

内部および外部の創外固定 外科3
2017-11-14
―

外科4
2017-11-17

内部／外部骨折固定。および締結ワイヤーの設置。肘頭および踵骨のテンションバンドワイヤーによる結束。
圧縮スクリューの設置および位置決め。支持材、圧縮材および中和板の設置。創外固定器の設置、異なるタ
イプと組合せ。骨移植。

前肢の関節および骨折の手術 外科3
2017-11-15
―

外科4
2017-11-18

 二頭筋の腱切離および腱固定術。上膊骨の離断性骨軟骨症。内側鉤状突起離断における骨切り術。
肘突起癒合不全の固定術。上腕骨外顆（小頭）骨折の固定術。尺骨の骨切術および髄内固定術。手根骨
の全関節固定術。

後肢の関節および骨折の手術 外科3
2017-11-16
―

外科4
2017-11-19

大転子の骨切術。脱臼股関節置換術および固定術。大腿骨頭／頸の切除。仙腸骨脱臼の固定術。
膝蓋骨脱臼。十字靱帯の修復、tPlo を含む外科テクニック。臀部足根の離断性骨軟骨症。

脊髄の手術I 外科3
2018-01-15
―

外科4
2018-01-19

神経解剖学的局在診断：神経学的検査および解釈。脊柱の画像診断テクニック。環椎軸椎不安定症。
頚椎脊髄症 (csm) - ウォブラー症候群。

脊髄の手術II 外科3
2018-01-16
―

外科4
2018-01-20

頸部椎間板の手術。胸腰部椎間板の手術。腰仙狭窄。脊椎外傷。

脊髄の手術 外科3
2018-01-17
―

外科4
2018-01-21

脊髄造影。腰椎穿刺および大槽の穿刺。椎間板の手術。開窓術および腹側部分切除術。
胸腰部片側椎弓切除。腰仙狭窄 (Dlss) の背側椎弓切除処置。



General Practitioner Certificate Programme 
in Ophthalmology

イントロダクション:
　このコースは包括的で実践的な内容で構成されており、小動物臨床医のために臨床的に系統立て
て企画されています。このコースは眼科解剖学、発生学そして生理学に精通した講師による講義であ
り、家庭で飼育される動物によく見られる眼疾患を網羅しています。
　遺伝性眼疾患、眼科薬理学と治療、眼科病理学と眼科外科の本質についても解説されます。
　実習や講師のデモンストレーションを通して、検査器具の使用法や一般的な外科テクニックを学び
ます。講師と意思疎通を図りながらの講義や臨床症例に基づくハンドアウトを活用することで、コー
ス終了までに、日常の眼科検査に精通し、日頃よく遭遇する眼疾患の診断が可能となります。

12モジュール

滋賀県 
草津市

最大24人

WaHa会員価格

分割払い 
￥337.169×４回

一括払い ￥1.226.070
（税抜き￥1.135.250）

一般価格

分割払い 
￥354.915×４回

一括払い ￥1.290.600
（税抜き￥1.195.000）

価格

3回の実習/ウェットラボ

96時間
1年間

公認：

Fujii Yusuke DVM, Dipl JsCVo. hiroki tsujita DVM, Dipl aCVo. rick F. sánchez BsciBiol DVM Dipl eCVo Fhea MrCVs. Katie
Freeman MeM, DVM, Dipl aCVo.

講師：

GPCert Programme－総合診療医認定プログラム－

眼科学
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眼科検査-実習 2016-09-10

・トランスイルミネーターによる検査、直像鏡検査、双眼スリットランプ検査そして倒像鏡検査を含む診断的
眼科検査器具の使用法

・眼圧計測定法
・隅角鏡観察法
・レントゲン検査、網膜電図検査、超音波検査、Ct、Mri を含む診断のためのより先進的専門的眼科検査テクニック
・細胞診、微生物学的検査、バイオプシーのためのサンプリング法を理解し、これら検査の適用法を認識す

る
・正確なカルテ記録を含む眼科症例の全身的なアプローチ法

眼科解剖学と生理学、基本的な発生学と組織学 2016-09-11

・基本的な眼科発生学と生後の眼の成長を理解する
・包括的眼科解剖学の解説
・涙液膜、眼房水産生、水晶体の代謝、そして網膜生理学を含む眼科生理学の理解
・異常に気づくための組織サンプルの正常、および異常の病理学的所見の評価
・眼科基礎免疫学

眼窩、眼球、眼瞼、瞬膜 2016-11-13

・眼窩、眼球、眼瞼、瞬膜（第三眼瞼）での解剖学的そして臨床的な観察
・先天的および後天的眼窩疾患の、徴候と類症鑑別の理解
・顔面における眼球と眼瞼の構造的役割と効果
・動物種における発症傾向と種の相違性の評価
・眼球突出の病因とその治療法の理解
・様々なタイプの眼瞼内反症と眼瞼外反症、および正常眼球に及ぼす影響の評価
・瞬膜疾患の病因の理解

結膜、涙道系、症例報告の記述方法 2016-12-10

・結膜解剖の解説と結膜疾患の病因、およびその治療の理解
・涙道系の解説と涙道系に悪影響を及ぼす異常
・涙液の分泌と排泄、正常涙液と前角膜涙液膜の構成要素の理解。乾性角結膜炎の評価。
・鼻涙管排泄障害の理解
・症例選択、文献検索と正確な出典の書き方を含む、症例報告へのアプローチ

角膜、強膜、上強膜 2016-12-11

・正常角膜解剖の解説
・正常角膜治癒機構と関連要素の理解
・損傷に対する角膜反応の理解
・角膜潰瘍の原因と治療
・非潰瘍性角膜疾患の解説
・上強膜および強膜の解剖と病態の理解

ぶどう膜、水晶体 2017-02-18

・ぶどう膜の先天的および後天的異常の認識、前部ぶどう膜炎・後部ぶどう膜炎・全ぶどう膜炎臨床徴候の解説、
診断治療アプローチ

・瞳孔の非神経学的異常へのアプローチ
・眼房水混濁の理解
・正常水晶体の解剖と生理の解説
・水晶体疾患、水晶体に影響を及ぼす先天的および後天的疾患、白内障発病の理解
・症例選択、術後管理、合併症を含む白内障手術の理解
・原発および続発水晶体脱臼の評価

the programme continues on the following page



緑内障、神経眼科 2017-02-19

・眼房水の産生と排出の解説、正常眼圧眼の病態生理学の解説
・緑内障の定義、原発および続発緑内障の違いと動物種特異性の理解
・緑内障の治療
・神経眼科疾患への理論的アプローチと、関連のある神経経路および自律神経分布の理解
・正常および異常眼振の認識
・中枢性失明に対する検査と治療オプション
・眼球運動疾患の理解

網膜、硝子体、視神経 2017-04-15

・網膜の正常構造、網膜血管パターンの種の違い、病理学的変化、症状の理解
・脈絡網膜経路の理解
・遺伝性および後天性網膜症の評価
・硝子体の構造、先天的および後天的病態、硝子体変性症の理解
・正常視神経の解剖学的生理学の解説、視神経の先天的および後天的病態の解説、視神経疾患の検査

眼腫瘍、全身疾患の眼科学的特徴 2017-04-16

・眼の原発および続発腫瘍の認識と管理の解説
・感染性、代謝性、栄養性、毒性の免疫学的、もしくは血行性病因を含む全身性疾患の眼科学的特徴の解説
・疑わしい全身疾患の精密検査の理解
・臨床における全身疾患に対する治療オプションの評価

比較眼科学 2017-06-09

・兎、鳥、爬虫類の眼科検査アプローチ法
・眼科進化論への基本的な認識
・眼科解剖学における種の違いの認識
・兎、鳥、爬虫類に見られる共通した疾患を知る
・眼科毒性学における様々な動物種の役割の解説

眼科外科 - 実習　1 日目 2017-06-10

・共通して用いられる . 眼科手術器具の認識とその使用法の理解
・ルーペの使用法と手術に必要な倍率を求める、手術用顕微鏡の理解
・縫合糸の材質と針の形状の正しい選択
・手術患者の術前および術後管理と麻酔のための評価
・眼科手術に付属する基本的な外科的原理

眼科外科－実習　2日目 2017-06-11

・眼窩、眼球、眼瞼、第三眼瞼、結膜、角膜疾患の治療に共通する外科的テクニックの実行
・眼瞼再建術の実行
・眼球摘出術の異なる方法の理解と実践
・眼内手術原理の理解
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General Practitioner Certificate in Emergency 
Medicine and Surgery

Guillaume Chanoit DVM, Msc, PhD, Dipl eCVs, Dipl aCVs, MrCVs. Paul higgs Ma, VetMB, CertsaM, Dipl eCViM-Ca, MrCVs.
Geoff heffner DVM, Dipl aCVeCC. Benoit rannou DVM, Msc, Dipl aCVP. João loureiro DVM, CertVC, Dipl eCViM-Ca 
MrCVs.hiroki tsujita DVM, Dipl aCVo. Justine lee DVM, DaBt, Dipl aCVeCC.

14モジュール 4回の実習/ウェットラボ

講師：

滋賀県 
草津市

最大24人

WaHa会員価格

分割払い 
￥352.688×４回

一括払い ￥1.282.500
（税抜き￥1.187.500）

一般価格

分割払い 
￥371.250×４回

一括払い ￥1.350.000
（税抜き￥1.250.000）

価格

イントロダクション:
　小動物の事故と救急内科と外科に対する需要は、以前にも増して多くなってきています。包括的で実
践的な内容で構成されたコースは、小動物臨床医に高品質で実践的な、臨床に役立つ知識と技術を提
供しています。臨床に関連する内容は、主要な器官へのアプローチ法を学びます。 対話方式によるディ
スカッションおよびモジュールで紹介する臨床ケースは、日々の患者の管理の成功へ導く重要な 要素に
なります。このコースは全ての獣医外科医、特に緊急症例を日常的によく診察する獣医師にとって、計り
知れな い価値があります。このコースは、緊急場面における診察と手術の知識の整理に役立ち、エマー
ジェンシー患者に対する 臨床アプローチの組み立てに役立ちます。
　すべてのモジュールには、講義ノートによる予習復習、ウェブサイトへのアクセスによる自習が必須
です。
　このコースはesVPs（european school of Veterinary Post graduate studies)監修のプログラムで、
コース終了後はGPCert (General Practitioner Certificate)、総合診療医認定証を得るための受験資格
が得られます。

Lv

ビデオ：実習のセッションは録画されます。受講生はe-learningエリアよりビデオをご覧になれます。

96時間
1年間

GPCert Programme－総合診療医認定プログラム－

エマージェンシー

公認：



エマージェンシー患者の救護 2016-09-03

トリアージシステムと、患者への適切な初期対応の正しい理解、ショックの定義、判定、治療
様々な輸液療法のメリットやデメリット、電解質補正の必要性についての正しい理解
静脈確保のおさらい：高度な技術や骨内の技術を含む、位置、カテーテルの配置、準備と問題点
酸塩基平衡、およびその治療に対しての一般的な理解
治療中の合併症のモニターと、中心静脈圧の記録の必要性についての理解
心停止を起こすような素因、CPCr に変化する過程　CPCr からの予後などの評価
様々な CPCr(DaBC) の構成要素や重要性の理解；急性の栄養不良の重要性の認識；経腸で、完全な非経口栄
養もしくは部分的な非経口栄養を与える計画

呼吸器系のエマージェンシー 2016-09-04

呼吸困難への一般的なアプローチ
呼吸器患者のために、局在化する表面下の原因を聴診、レントゲン、内視鏡、動脈血ガス分析を駆使して診断し、
テクニックの幅を広げる
体内の酸素運搬のメカニズムの理解と、治療の効果のモニター
酸素分配とそれに関連する問題の理解
胸腔ドレナージテクニックの解説

麻酔、無痛と鎮静と治療学 2016-11-26

麻酔時の患者の安定化についての詳細
適切な非経口の吸入麻酔の管理の選択、それらに関連したメリット、およびデメリットの理解。鎮静剤 vs 麻酔
麻酔装置、技術のモニタリング、それらのメリット、およびデメリットの理解
エマージェンシー患者のための nsaiDs、オピオイド麻酔、局所麻酔、局所的な治療などのオプション選択の
評価
エマージェンシー患者に一般的に使われている麻酔薬と抗炎症薬、抗菌と抗寄生虫を含む治療薬の有害作用、
薬理ゲノム学、潜在的な相互作用の理解
神経筋遮断薬の使い方の理解
痛みの管理、安定化、モニターの理解

内分泌と代謝のエマージェンシー 2016-11-27

一般的な代謝病で必要となる緊急、エマージェンシー治療についての詳説
患者の体組織における深刻な代謝異常についての理解
副腎機能低下と糖尿病を含む一般的な病気の診断と管理へのアプローチの工夫
鍵となる診断テストと、その効果についての理解
治療法や予防法、管理をしている間に生じるであろう合併症の理解

循環器のエマージェンシー１ 2017-01-26

循環器のエマージェンシーとなった患者における循環器の所見とその管理の理解
心電図、レントゲン、超音波、検査値などの診断のテクニックの駆使とその利用
急性の犬のうっ血生心不全、猫の心筋症および大動脈塞栓症の診断と管理
心膜症の診断と管理、心膜穿刺のやり方の理解
不整脈の診断と管理

循環器のエマージェンシー２ー実習 2017-01-27

実践的な心エコー、実践的なレントゲン撮影、エマージェンシー時の超音波、読影
心電図の評価

検査診断、臨床病理、輸血医療 2017-03-25

標本の抽出、処理、保管、データ記録の理解
血液塗抹、尿沈渣、基礎細胞学など顕微鏡を使う知識を応用して、一般的な患者に見られる急性や慢性の症
状を診断する
止血の評価
血液学、生化学、電解質、動脈および血液ガス分析を含めた臨床実習の医療知識の理解
輸血をいつ考慮しなければならないのかを理解する
有害事態を最小限にする、適切な血液製剤と実験計画の選択
輸血を要するような血液の異常につながる一般状態への対処
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眼科のエマージェンシーー実習編 2017-03-26

1.実践的な臨床的眼科検査
2.正常と変異の識別
3.レッドアイ、眼疼痛、侵出物、失明を含め、一般的なプレゼンテーションへの診断方法を組み立てる
4.角膜潰瘍化、ブドウ膜炎と緑内障を含めた一般の目の状況の医療管理を理解する
5.全身疾患に起因する眼科病変を理解する
6.最新の目薬を選択し、治療を理解する

神経学と毒物学のエマージェンシー 2017-05-13

神経学的検査
適切な診断検査を選択し、個々のケース（Ｘ線撮影とCsF分析を含む）に適用する
一般的な神経学的エマージェンシーの対処法の理解
神経外科の基本を正しく理解する
一般的な毒物（例えば殺虫剤、軟体動物駆除剤、殺鼠剤、除草剤、家庭料理、植物）の再確認
中毒に陥った患者の診断、治療、予後の評価

腎臓、尿道、生殖器、小児科 2017-05-14

研究実験および画像処理を含む診断テクニックの適応
一般的な腎臓と尿道のエマージェンシーの研究、および対処
腎臓、尿道、膀胱の構造、および尿道外科を理解する
膀胱炎へのアプローチ、尿カテーテルの設置と管理の確立を理解する
生殖器の生理および機能、胎児から新生児の循環に切り替わる生理を理解する
よく見られる重要な臨床徴候を、生殖器と小児科のエマージェンシーと結びつけて考える、理解する
これらのケースの診断アプローチを計画し、正常な状態を管理する

胃腸のエマージェンシー 2017-06-10

急性腹症へのアプローチ
食道、胃、小腸、大腸、肝臓、およびすい臓に影響を及ぼす一般的なエマージェンシー状態についての理解
画像診断法の使用を含む診断計画と、およびこれらのケースに対する効果的なモニタリング計画の組み立て
適切な外科的介入の理解

外科手術の原理、外傷へのアプローチ、傷の処理 2017-06-11

手術の前の患者を安定化、手術計画の立案、合併症の管理
速やかに、外科的介入を行えるように、症状を評価する
無菌的な外科手術、手術計画、および患者への合理的な抗菌薬使用を理解
止血、腹部の外傷、脳および／または脊髄の外傷、呼吸器外傷の緊急管理のアプローチ
外部軟部組織の傷害、心筋障害や骨格筋外傷へのアプローチ

エマージェンシーとクリティカル・ケアー実習 2017-09-23

気管切開と胸腔ドレーンの配置
緊急血管アクセス技術 ; 静脈アクセスの技術：位置、カテーテル配置、中心静脈カテーテル配置 ; 上級テクニッ
クと骨内技術を含む、準備と合併症
胸腔穿刺、腹腔穿刺
胸部のエマージェンシー
CrP
栄養チューブの設置

緊急手術手順－実習 2017-09-24

急性腹症と腹膜炎、腸切開と腸切除へのアプローチを含む救急腹部手術
胃拡張／胃捻転および胃腹壁固定術
尿カテーテルと、尿路への緊急処置
急性腹症と胃拡張へのアプローチーと緊急処置



滋賀県 
草津市

最大24人

VTCert in Practical Techniques
8モジュール 8回の実習/ウェットラボ 初心者 Lv

64時間
1 年間

イントロダクション:

公認：

　このコースは動物看護師を対象にしており、小動物臨床における主要分野のより深 い知識や自身
のキャリア育成を目的とした人に向けられています。すべての講師は非常に質の高いトレーニング内
容を提供できる経験を十分に積んだ講師を日本のみならずアメリカ、ヨーロッパからお迎えしていま
す。学習内容は能力開発や系統立った講義と実習、さらに症例ごとのディスカッションを提供できる
よう綿密に考えられています。このコースでは受講生において自信を高め、新しい方法を実践し、専門
家としての満足度を高め、キャリア育成へもつながる非常に双方向性の高い刺激に満ちた内容を学ぶ
ことができます。
　モジュールではエマージェンシー時のトリアージに関する知識や手順、創傷管理、検査技術や理学
療法について学びます。すべてのモジュールには、講義ノートによる予習復習、ウェブサイトへのアク
セスによる自習が必須です。
　このコースはesVPs（european school of Veterinary Post graduate studies)監修のプログラム
で、コース終了後はVtCert、総合診療看護師認定証を得るための受験資格が得られます。

tadashi sano DVM, PhD, CCrP. eric Monnet DVM, PhD, Faha, Dipl aCVs, Dipl eCVs. Benoit rannou, DVM, Msc, Dipl aCVP.

講師：

動物看護師臨床テクニック

WaHa会員価格

分割払い 
￥105.806×４回

一括払い ￥384.750
（税抜き￥356.250）

一般価格

分割払い 
￥111.375×４回

一括払い ￥405.000
（税抜き￥375.000）

価格
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小動物看護に必要な実践的救急処置ー準備、トリアージ、患者評価 2016-11-3

• 救急患者に対する有効な準備の必要性を理解
• 救急時に必要な器具や物品を揃え、準備
• トリアージの考え方を理解し、患者ごとまたは患者集団において適切なトリアージを実践
• 一次調査、全身状態評価を行い、得られた情報を記載
• 致死的な症状を即時に認識し、救命処置を開始すること
• 一次救命処置を理解し、実践

小動物看護に必要な実践的救急処置ーモニタリング、治療、特別な処置 2016-11-4

• 繰り返しのアセスメントとモニタリングの必要性を理解
• 呼吸、心血管系、中枢神経系のモニタリングを実践
• 末梢血管および中心静脈の確保を実践
• 循環性ショックおよび脱水と輸液療法の関係性を理解
• 酸素療法および気管内挿管が実践
• 様々な救急処置の介助ができる（胸腔穿刺、腹腔穿刺、胸腔ドレーン設置、気管切開、緊急的開胸術）

創傷と創傷治癒ー創傷の生理学と創傷治癒セッション 1 2017-01-21

• 創傷管理の歴史と現在の創傷管理の科学的方針について理解
• 創傷管理の生理学と良化させるための管理について説明
 • 様々な創傷の病因論について理解
• 発展的な創傷管理の原理と看護者の役割について理解 
• 創傷治癒遅延を引き起こす重要な因子について理解

創傷と創傷治癒ー創傷管理の実践 2017-01-22

受講者はセッション 1 で得た知識を元に、看護者としていかに創傷を良化させうるかに特化した創傷アセスメ
ントと管理について学ぶ
• 創傷の治癒過程における良化のサインを理解しながら、様々な原因から生じた創傷のアセスメントを行う
• 創傷管理における段階的な管理計画を立てる
• 洗浄とデブリードメントを含む創傷管理の準備の重要性を理解
• 創傷の閉鎖方法について理解し、基本的な縫合手技および適切な被覆方法を実践
• 一次癒合、組織再建、移植あるいは二次癒合の遅延における個々の原因を説明
• ドレーンを用いる理由とドレーンの機能について理解
• 被覆剤の役割と範囲について確かな理解を持ち、創傷の状況に従って何をいつ用いるべきかを決める

臨床検査テクニックー臨床検査、生化学検査、血液学検査の実践 2017-03-23

• 動物種や採取方法、機械によって結果がいかに変動するかを理解
• 生化学検査結果の概要を理解し、様々な検体の取り扱い方法について理解
• 赤血球と白血球の機能と分布を理解し、血液学検査での異常について理解
• 血液塗抹検査と正常な赤血球・白血球・血小板像の理解、および病的変化を示す検体を知り、臨床で応用

する

臨床検査手技：尿検査、ウイルス検査のための検体採取および施設内ウイルス検査の解釈と細胞診検査 2017-03-24

• 検体採取方法と取り扱い方による尿検査への影響について理解できる。検査紙や比重検査、尿沈渣から得
られる情報の限界について理解
• 猫インフルエンザ ’ ウイルス検査を行う猫について、FelV と FiV 検査を施設内と外注検査で行う利点と欠点

について理解
• 細胞診のための最良の検体採取方法および処理方法について理解
• 顕微鏡を用いた症例ごとのスクリーニングの細胞診を実践



犬の理学療法ー用手による手技 2017-05-25

• 理学療法の目的について説明
• 動物に理学療法を行う正当性を理解
• 獣医学領域における理学療法で看護者や獣医師、理学療法士の役割について説明
• 犬の解剖学的構造について概要を理解
• マッサージや受動的運動、ストレッチの適応と禁忌、安全な実施について説明
• 様々なマッサージ技術や受動的運動、ストレッチを犬に行うことができ、日常の実践にも導入

犬の理学療法ー術後のリハビリテーション 2017-05-26

• 温熱／冷却療法と治療的運動の適応と禁忌、安全な実施について説明
• 水治療法の利点と原理について説明
• 温熱／冷却療法や単純な運動を犬に行うことができ、日常の実践に導入
• 筋肉刺激および tens（経皮的末梢神経電気刺激）の利点について説明
• 術後のリハビリテーションの原則について理解
• 術後のリハビリテーションプログラムの立案および実行
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2016 年 9 月 19 日　9 月 20 日
モジュール 1 、2
 このコースの学習目標 
このコースの終了までに受講者は下記の項目を習得する。

• さまざまな実用的な軟部組織手術テクニックを自信を持ってうまく行う方法

• 最近の動向と軟部組織手術の新技術

• 実行プロシージャごとに関連する局所の解剖学

Dick White, BVetMed PhD Dipl aCVs, Dipl eCVs, DVr, Dsas (soft tissue), FrCVs.
講師：

軟部組織外科〈マスタークラス〉

滋賀県 
草津市

最大24人

価格

Soft Tissue Surgery Masterclass
Short Course

イントロダクション:
　このコースは受講者の軟部組織手術方法の様々な技術的な側面を学べるように企画されていま
す。いくつかの ‘理論’ は、講義に含まれますが、各手順を実行する ‘方法’ を特に強調して講義は行 
われます。このため実習時間を最大限長く設けています。
　トピックには臨床の場でよく見られる手術内容を選んでおり、唾液腺切除、陰嚢尿道造瘻術、肛門 
嚢切除術、喉頭タイバック、水平耳道切除、全耳道切除-側胞骨切り術 (teCa-lBo)、15分胃腹壁固定 
術、横隔膜ヘルニア修復術、急速脾臓摘出術などが含まれます。強調すべきことは、各手順を実行す 
るための技術的な側面です。臨床例を用いた動画が実践的に実験室でそれらを練習する前に、それ
ぞれの手法をわかりやすく説明するために講義を通して広く使用されています。

２モジュール 2回の実習/ウェットラボ 中級 - 上級Lv

16時間
2日間

一般価格

一括払い
￥280.800（税抜き￥260.000）

WaHa会員価格

一括払い
￥266.760（税抜き￥247.000）



価格

腹腔鏡手術

Small Animal Laparoscopic Surgery  
Short Course

2016 年 5 月 24 日 
モジュール 1 - リジット内視鏡検査 – 腹腔鏡検査法

　このコースでは、犬と猫への腹腔鏡検査法の原則と基本的なアプローチ法を学びます。腹腔鏡検査
の基本的テクニックから、肝臓、膵臓およびその他の器官のバイオプシーテクニック、全層腸バイオプ
シー、腹腔鏡下胃腹壁固定術およびGi異物除去、経皮空腸瘻チューブの設置と停留精巣切除術など、
詳細に学びます。腹腔鏡下アシスト膀胱鏡検査についても解説され、ドライおよびウェットラボ環境
での腹腔鏡技術と機器の取り扱いについての実習も含まれています。
　講義と実習は24名の少人数制で行われ、講師は現在、軟部組織手術において最も活躍し人気を博
しているDr.eric Monnetをお迎えしました。

腹腔鏡手術の適応についてのディスカッションする　腹腔鏡検査の可能性のある合併症について理解する

腹腔鏡検査のための患者の準備および一般的内視鏡技術を理解する　腹腔とその器官の正常な内視鏡の外観を理解する

器官バイオプシーテクニックについて理解する　ウェットラボ環境での実践テクニック

2016 年 5 月 25 日 
モジュール 2 - リジット内視鏡検査 – 卵巣摘出と 卵巣子宮摘出

　この 20 年間、 低侵襲手術の出現によって外科手術法が大きく変わってきました。多くの獣医診療
所は、雌犬における避妊手術を腹腔鏡下で行っています。この手術法の利点は明白であり、クライ
アントからの要望が多く寄せられることになりました。したがって、リジット内視鏡検査と基本的な
腹腔鏡検査に必要な器具はもちろんのこと、多くのクリニックはフレキシブル内視鏡検査の器具も
持ち合わせています。腹腔鏡検査を行うには、追加装備とトレーニングが必要とされるため、コスト
の面でも検討をしなければなりません。腹腔鏡検査法を行う獣医師の多くは、ほぼ毎日のように行
われる避妊手術を主な手術とみなしており、腔鏡技術は十分に有益であると考えられます。高技術
な手術テクニックを行うレパートリーを拡大することもできます。

滅菌手術に必要な器具類を確認する　腹腔鏡滅菌手順の技術と可能性のある合併症を理解する

卵巣摘出し、低侵襲性アプローチの利点対卵巣子宮摘出術についてディスカッションする

焼灼および切断のための電気手術装置の使用法を理解する　ウェットラボ環境で上記の技術を練習する

eric Monnet DVM, PhD, Faha , Dipl aCVs, Dipl eCVs.

２モジュール 2回の実習/ウェットラボ

滋賀県 
草津市

最大24人

一般価格

一括払い
￥280.800（税抜き￥260.000）

WaHa会員価格

一括払い
￥266.760（税抜き￥247.000）

講師：

16時間
2日間
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腹腔鏡手術〈上級〉

2017 年 5 月 16 日 
モジュール 1 - 軟部組織外科セミナー

2017 年 5 月 17 日 
モジュール 2 - 軟部組織外科セミナー

　このコースでは、一般的に腹腔鏡下で実行される高度なテクニックを学びます。講義では、胆嚢摘出術、副腎摘除術、

腹腔鏡下補助膀胱切開術、腹腔鏡下補助胃腹壁固定術、腹腔鏡胃腹壁固定術、腎摘除術、脾臓摘出術について解説さ

れます。実習では講義で解説されたテクニックを実践します。シングル切開腹腔鏡検査もまた説明される。

eric Monnet DVM, PhD, Faha , Dipl aCVs, Dipl eCVs.

滋賀県 
草津市

最大24人

一般価格

一括払い
￥280.800（税抜き￥260.000）

WaHa会員価格

一括払い
￥266.760（税抜き￥247.000）

価格

講師：

Advanced Laparoscopy Short Course
２モジュール 2回の実習/ウェットラボ 初心者 - 中級Lv

イントロダクション:
　このコースは経験豊富な小動物臨床医のために企画されており、このコースを受講するためには
腹腔鏡に対してある程度習熟していることが求められます。すべての講義では専門の教材 を使用し、
実践的な実習の機会が得られます
　講義と実習は 24 名の少人数制で行われ、講師は現在、軟部組織手術において最も活躍し人気を
博している Dr.eric Monnet をお迎えしました。

16時間
2年間



価格

Arthroscopy Short Course

2017 年 2 月 2 日 
モジュール 1  - 関節鏡検査 1 日目

2017 年 2 月 3 日 
モジュール 2 - 関節鏡検査 2 日目

このコースが終了するまでに受講者は下記の項目を習得する必要があります。

 このコースの学習目標 
• 鏡視下手術の手順に必要な器具類のレビュー

• 一般的な関節病理に関する議論

• 関節鏡の適応の理解

• 患者の準備と肘、肩、膝関節の関節鏡のポータルの作成の理解

• ウェットラボ環境での上記のテクニックの練習

 このコースの学習目標 
• 肘、肩、膝関節の関節鏡検査の実施

• 肘と肩の簡単な関節鏡視下手術の実施

• 上記の手順での起こりうる合併症の理解

• ウェットラボ環境での上記のテクニックの練習

timothy McCarthy DVM, PhD, Dipl aCVs

２モジュール 2回の実習/ウェットラボ 初心者 - 中級

講師：

関節鏡〈中級〉 

滋賀県 
草津市

最大24人

イントロダクション:
　このコースは、小動物整形外科手術に精通し、基本的な外科臨床の基礎を有する経験豊富な小動
物臨床医を対象に企画されています。さらに受講者は肘の異形成、靭帯の障害と肩の傷害を含めた
小動物整形外科疾患の一般的な原因を完全に理解している必要があります。このコースは、小動物
臨床における関節鏡検査装置の安全な使用に基づいて、 経験豊富な臨床医に専用のトレーニングを提
供する画期的な開発プログラムです。関節鏡は、半月板損傷、十字靱帯の病理学、肩の靭帯損傷を
含む多くの一般的な犬の関節の状態を調べる方法のゴールドスタンダードとして受け入れられており、
外科的介入の関節鏡の分野は急速に進歩しています。上手に行われる関節鏡検査は、患者の福祉お
よび臨床卓越性の両面において、多大なる利益をもたらします。コースは講義と実習のトレーニング
が含まれ、受講者は機器を安全に使用する方法を 学び、関節鏡下において肘、肩そして膝関節の小
動物の関節疾患の検査の仕方を学び、より高度な手術を学ぶことで進歩を遂げることでしょう。

Lv
16時間

2日間

一般価格

一括払い
￥280.800（税抜き￥260.000）

WaHa会員価格

一括払い
￥266.760（税抜き￥247.000）

最大24人
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関節鏡〈上級〉

Advanced Arthroscopy
Short Course

2017 年 2 月 4 日 
モジュール 1 -  関節鏡上級

2017 年 2 月 5 日 
モジュール 2 - 関節鏡上級

このコースが終了するまでに受講者は下記の項目を習得する必要があります。

 このコースの学習目標 
肩や肘、膝関節における広範囲な関節疾患を理解します。

この 3 つの関節に対する追加的なアプローチについて理解。

肩、肘、膝関節の関節鏡を用いた外科手術について理解。

関節鏡下手術における関節鏡シェーバーと高周波電気メスの利用について理解。

このコースの学習目標 
橈骨手根骨、股関節、脛骨足根骨関節疾患について理解。

橈骨手根骨、股関節、脛骨足根骨関節へのアプローチについて理解。

橈骨手根骨、股関節、脛骨足根骨関節の検査の理解および実践方法を理解。

それぞれの関節における困難な点や注意点について再確認。

上記の手順をウェットラボで実習。

timothy McCarthy DVM, PhD, Dipl aCVs

滋賀県 
草津市

最大24人

一般価格

一括払い
￥280.800（税抜き￥260.000）

WaHa会員価格

一括払い
￥266.760（税抜き￥247.000）

価格

講師：

イントロダクション:
　このコースは小動物整形外科手術に精通し、基本的な外科臨床の基礎を有する経験豊富な小動
物臨床医のために企画されています。このコースを受講するためには関節鏡にある程度習熟している
ことが要められます。すべての講義は専門の教材を使用し、実践的な実習の機会が得られます。

２モジュール 2回の実習/ウェットラボ  中級‐上級Lv

16時間
2日間



整形外科手術〈初級〉

イントロダクション:
　このコースでは、臨床においてよくみられる整形疾患の治療方法に関する基礎知識を学習し、外
科治療に おける確かな技術の獲得を目指します。講義と実習を組み合わせ、関節疾患の外科治療
を自信を持っ て実践できるよう、外科解剖の知識を復習します。
　このコースでは大腿骨頭および頸部の関節形成術、骨軟骨症の外科、膝関節前十字靭帯損傷に 
おけるラテラルスーチャー法、膝蓋骨内方脱臼整復法を学習します。基本的な骨折治療についても
説明し、正しいワイヤー、スクリュー、プレートの使用方法についても 解説します。

 このコースの学習目標 
このコースが終了するまでに受講者は下記の項目を習得する必要があります。

• 関連のある外科解剖と組織の取り扱い方法

• 骨と関節へのアプローチ方法における重要項目

• 骨折整復の計画

• ピン、プレート、サークラージワイヤー、テンションバンドワイヤーを用いた骨折整復

• ラグ、ポジション、プレート固定における正しいスクリューの使い方

• 骨軟骨症

• 前十字疾患と膝蓋骨脱臼

• 股関節および肘関節形成不全

hugo schmoekel DrMedVet, PhD, Dipl eCVs, MrCVs.

滋賀県 
草津市

最大24人

一般価格

一括払い
￥250.000（税抜き￥270.000）

WaHa会員価格

一括払い
￥237.500（税抜き￥256.500）

価格

講師：

Introduction Orthopedic Surgery
Short Course

２モジュール 2回の実習/ウェットラボ 初心者Lv

16時間
2日間

2016 年 10 月 22 日 

モジュール 1 -  整形外科手術初級 1 日目
・骨折整復を行うための様々なアプローチ法

・骨折患者の初期治療

・骨折の分類の復習と適応

2016 年 10 月 23 日 
モジュール 2 -  整形外科手術初級 2 日目

・骨折治療における合併症

・徒手整復と観血的整復法を含む骨折整復の原則

・皮質骨と海綿骨を含む骨移植

・骨折整復の原則とアプローチ法

・骨折とプレートや創外固定を含むインプラントの固定方法

・以下の合併症への対処法：癒合遅延、癒合不全、変形癒合、

骨髄炎
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Next Steps in Orthopaedic Surgery
２モジュール 2回の実習/ウェットラボ 中級 - 上級

整形外科手術〈中級コース〉

滋賀県 
草津市

最大24人

イントロダクション:
　このコースでは、前後肢によく生じる骨折に対する外科的整復の技術を向上させることができるよ 
う実践的な内容で構成されています。実習において段階的な指導を受けることで、肘関節突起の固 
定や尺骨骨切り術、膝関節骨折や大腿骨頭や頸部へのアプローチや固定技術を確実にマスターする
ことができます。

このコースが終了するまでに受講者は下記の項目を習得する必要があります。

・様々な種類の骨折を整復する際に、どのようにして適切な方法や手順を選択していくか。

・犬や猫の骨折整復における最新技術に関する広い知識。

・様々な種類の関節内骨折を理解し、整復方法を知る。

・様々な種類の脊柱骨折固定術を知る。

Lv

2017 年 2 月 16 日 
モジュール 1 - 発展的整形外科手術

2017 年 2 月 17 日 
モジュール 2 - 発展的整形外科手術

実習では、下記のトピックについて学びます：

・骨折患者における治療方針決定

・犬と猫における最近の骨折固定技術

・関節内骨折

・脊柱骨折における骨折固定術

・肘突起固定と尺骨矯正骨切り術を含む肘骨折のアプローチと固定技術

・大腿骨頭および頸部骨折のアプローチと固定技術

・膝関節骨折のアプローチと固定技術

・実習には検体に加えて骨模型も使用します。

講師：

16時間
2日間

一般価格

一括払い
￥250.000（税抜き￥270.000）

WaHa会員価格

一括払い
￥237.500（税抜き￥256.500）

価格

roberto Köstlin Prof. DrMedVet, Dipl eCVs, Dipl eCVs. ulrike Matis DrMedVet, PhD, Dipl eCVs.



整形外科手術〈上級〉

roberto Köstlin Prof. DrMedVet, Dipl eCVs, Dipl eCVs. ulrike Matis DrMedVet, PhD, Dipl eCVs.

滋賀県 
草津市

最大24人

講師：

Advanced Orthopaedic Surgery
２モジュール 2回の実習/ウェットラボ 上級Lv

2017 年 2 月 18 日 
モジュール 1 -  整形外科手術上級コース

2017 年 2 月 19 日 
モジュール 2 - 整形外科手術上級コース

実習では、下記のトピックについて学びます：

・骨盤骨折と仙腸関節脱臼

・切除関節形成術と全股関節置換術

・十字靭帯断裂と半月板障害

・膝蓋骨脱臼－いつ、何を行えば良いのか？

・仙腸関節のスクリュー固定と腸骨 / 寛骨 / 坐骨のプレート固定を含む骨盤と仙腸関節へのアプローチ

・脛骨高平部水平化骨切り術（tPlo）

・滑車溝くさび状造溝術

イントロダクション:
　このコースでは、より複雑な関節手術について学習します。実習では、仙腸関節の スクリュー固
定と腸骨・寛骨・坐骨のプレーティングを含む骨盤と仙腸関節へのアプローチについて、 また脛骨高
平部水平化骨切り術（tPlo）と滑車溝くさび状造溝術についても学びます。

16時間
2日間

一般価格

一括払い
￥250.000（税抜き￥270.000）

WaHa会員価格

一括払い
￥237.500（税抜き￥256.500）

価格
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Titbial Tuberosoty Advancement
TTA Rapid Short Course

2016 年 10 月 21 日
このコースが終了するまでに受講者は下記の項目を習得する必要があります。

•tta rapid の治療効果に関するメカニズムと理由

•tta rapid に用いられるインプラントと器具

• 正しいケージの選択を含んだ tta rapid の術式の実践方法

• 合併症を最小限に抑える方法

hugo schmoekel DrMedVet, PhD, Dipl eCVs, MrCVs.

1モジュール 1回の実習/ウェットラボ 中級 - 上級

講師：

tta rapid
脛骨粗面前方転移術迅速法

滋賀県 
草津市

最大24人

対象 -整形外科に興味がありTTa Rapid手術を行いたい獣医外科医 
イントロダクション:
　このコースはtta rapidの術式の概要について講義を行います。tta rapidの技術やインプラン
ト、器具、術後ケア、潜在的な合併症とその防ぎ方を含んだ全てについて説明します。実習では、適
切な脛骨粗面の転移を行うためのケージサイズの算出方法についても学びます。骨標本と検体を用
いた実習も行います。このコースはすでに膝関節の手術経験があり、前十字疾患の診断を行っている
獣医師を対象に企画されています。半月板損傷については含まれていません。

Lv

8時間
1日間

一般価格

一括払い
￥189.000（税抜き￥204.120）

WaHa会員価格

一括払い
￥179.550（税抜き￥193.914）

価格



Introduction to Ophthalmic Surgery 
Short Course

2モジュール 2回の実習/ウェットラボ 初級

眼科手術初級

滋賀県 
草津市

最大24人

イントロダクション:
　この2日間の実習コースでは、眼科手術についてディスカッションし実習を行ないます。角膜、眼瞼、第
3眼瞼の解剖と生理について復習し、犬種や猫種に特異的な構造に関連した疾患を含んだ疾患につい
て学びます。眼瞼の内反症および外反症の手術テクニック、眼瞼の悪性腫瘍切除、角膜切除および結膜
弁転移術についてより詳しく学びます。実習では、これらの手術を実践する十分な時間が割かれていま
す。獣医眼科専門医に直接指導を受けながら様々な手術テクニックを実践し、眼科手術テクニックにつ
いてのディスカッションを行い、いくつかの手術を実際に行います。

このコースが終了するまでに受講者は下記の項目を習得する必要があります。

 このコースの学習目標 
• マイクロ手術器具と縫合物品がわかり、適切な使用法を理解できる

• 眼瞼内反症・外反症、単一の眼瞼腫瘍、第 3 眼瞼疾患の手術で用いられる手術手技をが挙げる

• 眼瞼辺縁の置換術であるスライド皮弁法、マスタード法、lip-to-lid 法について説明

• 角膜縫合術、結膜弁や角結膜転移術を含む角膜修復や再建方法について概要を理解

• 粘弾性物質やかん流液、水晶体摘出法を含む眼球内手術の原則について理解

Lv

2016 年 12 月 7 日 
モジュール 1

2016 年 12 月 8 日 
モジュール 2

・眼科手術の器具

・縫合器具／縫合手技

・術前管理

・マイクロ手術－基礎

・内反症、外反症、単純な眼瞼腫瘤や第三眼瞼疾患の

治療に必要な技術

・眼瞼手術、不適切な位置の整復

・大眼瞼裂

・角膜縫合、結膜弁、角結膜転移術を含む様々な角膜整復および再建の概論

・粘弾性物質やかん流液、水晶体摘出法を含む眼球内手術の原則

・実践－眼科手術

rick F. sánchez BsciBiol, DVM, Dipl eCVo, Fhea, MrCVs
講師：

・スライド皮弁法、マスタード法、lip-tolid 法を含む眼瞼辺

縁の置換術

・実践－眼科手術

16時間
2日間

一般価格

一括払い
￥250.000（税抜き￥270.000）

WaHa会員価格

一括払い
￥237.500（税抜き￥256.500）

価格
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Dr. Benoit Rannou, DVM, MSc, Dipl.ACVP は、2001 年にナント獣医
学部において獣医学の博士号を取得。その後ナント獣医学部小動物
内科学教室で、臨床指導医として 4 年間勤務。2005 年にカナダ・
モントリオール大学で臨床常駐研究員に着任した。2008 年には米
国獣医大学から臨床病理学専門病理学者として専門学位を取得。
2008 年から 2010 年までモントリオール大学で臨床病理学臨床指
導医として勤務。現在はフランス・リヨン獣医学部で臨床病理学を
担当する臨床指導医として、この分野の学部および修士過程の教
育に従事する。主な研究分野は細胞診断学、止血および特に抗ビ
タミン K への抵抗力および炎症のバイオマーカーである。これまで
専門誌に約 20 編の論文を発表している。

Benoit Rannou
DVM, MSc, Dipl ACVP. 

Akiko Koshino 
DVM, Dipl ECVIM-CA. 

Dr. 越野明子は、2005 年に東京大学獣医学部から学士号取得後、米国
へ移るまで横浜市で一般開業臨床医として勤務。米国ではルイジア
ナ州立大学で ECFVG 臨床訓練プログラムを修了し、アイオワ州立
大学で小動物ローテーティング・インターンを経る。癌学に関心が強
く、カナダ・カルガリー西部獣医専門医緊急センターにおいて癌科
インターン修了後、ミシガン州立大学では常駐癌科研究員として勤
務した。

Improve International は、400人以上の世界中で認められた著名な専門医が講師として登
録されています。ほとんどの講師は、アメリカ、ヨーロッパの大学を卒業したスペシャリスト達
です。受講生は、最新の理論的知識と手術テクニックを学ぶことができます。

講師

Dr.Annick Hamaide は 1990 年にリエージュ大学卒業後、ナミュール学
部において解剖学助手として勤務、次にリエージュ大学獣医学部小動
物外科助手として 2 年間勤務した。1993 年から1997 年まで米国ミシ
ガン州立大学において小動物外科常駐フェローとして修了。1998 年に
ECVS 専門学位取得後、欧州外科専門医。1999 年リエージュ大学小
動物獣医学部外科部門に勤務。2005 年雌犬における膀胱尿道機能研
究で博士号取得。Hamaide 博士は現在、癌外科の講師であり、ECVS
専門プログラムを担当する。研究の焦点は犬の尿路における従来式遠
隔測定法および尿動態であり、特に雌犬の失禁に焦点を置く。地域、
国内および国際的学会に積極的に参加するほか、専門誌の章や研究
論文を発表している。2007 年から 2011 年まで ECVS 試験委員、2010
年には同団体の会長を勤めた。2011 年以来 ECVS 理事会メンバー。

Annick Hamaide 
DVM, PhD, DipECVS, MACVSc, Cert SAS. 

Dr.Hettlich は 1999 年にドイツ・ミュンヘンルートヴィヒ・マキシミリ
アン大学において獣医博士の学位を取得。その後テキサス A&M 大
学獣医学部において小動物ローテーティングおよび外科インターンと
して修了後、小動物外科の常駐研究員として 3 年間勤務した。2006
年に米国獣医大学専門学位取得。常駐勤務後テキサス A&M 大学学
部に神経外科臨床助教授として4 年間勤務。2008 年にオハイオ州
立大学に整形外科助教授として赴任。主な研究領域は頸椎、脊椎
不安定性の外科的管理および脊椎の機器処置後画像処理に焦点を
当てた、脊柱の生物力学的解析を含む。小動物整形外科分野におい
て主な研究対象は関節鏡検査、肘形成異常および骨折処置を含む。

Bianca Hettlich 
Dr Vet Med, Dipl ACVS-SA. 



Dr.Christine Piek は、1991 年 に ユトレヒト大 学 獣 医学 部 卒 業。
1999 年に ECVIM-CA の専門学位取得。以後ユトレヒト大学獣医学
部臨床科学部門で学部臨床医および臨床指導員として勤務。獣医
血液学サービス、血液学の講義および実習のカリキュラム、獣医
血液学における内科学研修医ののトレーニングを担当している。

Christine Piek 
DVM, PhD, Dipl ECVIM-CA. 

Dr.Eric Monnetは1985年にフランスメゾン・アルフォー獣医大学を卒
業。パリの民間クリニックにおいて、小動物医療および外科担当とし
て4年間勤務。1994年コロラド州立大学において小動物外科の研究
員を経て、並行して理学修士号を取得。1997年にMonnet博士は、犬
における心臓効率研究をテーマに臨床科学博士号を取得。2003年
米国心臓学会フェローを経る。現在は米国コロラド州立大学で小動
物外科（軟部外科）教授。

Eric Monnet 
DVM, PhD, FAHA, Dipl ACVS, Dipl ECVS. 

Dr.White は、ヨーロッパにおける先導的な小動物軟組織および癌外
科医の中の一人として評価されている。ケンブリッジ大学において
25 年間勤務、1500 人を超える獣医外科医に指導。小動物「軟組織」
手術の全局面を専門とし、この分野で広範囲な実績を持ち、小動物
外科専門医として米国および欧州における RCVS 認定専門医である。
耳鼻咽喉・呼吸器外科、形成外科および腹腔外科に特化している。
英国における獣医癌学では屈指の CVS 専門医の中の一人でもある。
小動物癌処置分野における後見が認められ、獣医癌外科学会名誉
会員。癌処置における焦点は癌の外科処置であるが、外科と他の非
外科癌対策処置分野を融合するため緊密に協業を行う。多くの学術
論文を出版したほか、国際的に定評のある教科書で数章を執筆した。
欧州獣医外科大学創設者・元学長。ノッティンガム大学獣医学部小
動物外科特任教授、学部学生向け指導プログラムにも参加している。

Dick White 
BVetMed, PhD, Dipl ACVS, DipECVS, DVR DSAS 
(soft tissue), FRCVS. 

1979 年ミシガン州立大学卒業。1980 年コロラド州立大学にてイン
ターンシップを、オハイオ州立大学にて外科のレジデンシ―を修了。
2007 年には OSU での教授職と外科のトップの地位より退く。2008
年コロラド州立大学の病院ディレクター。現在は教授兼、外科、歯
科および口腔外科のセクションのチーフ。 

Daniel D. Smeak
DVM, DACVS 

2003 年に日本獣医生命科学大学を卒業後、2010 年まで工藤動物
病院（東京・中野）にて勤務、同年 6 月にはノースカロライナ州立
大学獣医学部眼科の visiting program にて学ぶ。2010 年 9 月にア
センズ動物病院（宮城・仙台）において眼科専門診療分野を設立し、
2011 年に比較眼科学会獣医眼科学専門医となる。現在は眼科専門
診療の提供と専門教育のため全国各地でセミナーを開催している。

Fujii Yusuke
Fujii Yusuke DVM, Dipl. JSCVO

Dr.Heffner はミシガン州立大学に入学し、2003 年に獣医学の博士号
を取得。その後、ガーデンステート獣医スペシャリスト（GSVS）でのイン
ターンシップやタフツ大学獣医学部のカミングススクール（Cummings 
School) において救急救命医療のレジデンシ―として従事。また、
Dr.Carsten Bandt の指導のもとフロリダ大学で血液透析の大学院レ
ベルの教育を受ける。さらに腎代替プログラムを開発し、研究を通じ
て獣医腎臓学の原則を前進させる事を目標に、2014 年にコロラド州立
大学に助教授として就任。様々な救急救命の教科書に多くの章を執筆
し、国際会議ではいくつもの講義を行っており、アメリカの大学におけ
る獣医救急救命医療の複数の委員会に所属している。

Geoff Heffner 
DVM, DACVECC 

Dr. Chiara Noli は、1990 年イタリア・ミラノ大学獣医学部卒である。
オランダ・ユトレヒト大学において研究社として勤務。1996 年に欧
州獣医皮膚病学の専門学位取得。以後北イタリアの指定紹介先皮膚
科医および皮膚病理専門医として勤務。イタリア獣医皮膚病学会設
立発起人であり元座長でもあったほか、欧州獣医皮膚病学学会委員、
国際獣医皮膚病学学会委員も歴任した。現在、次期世界獣医皮膚
病学会運営委員会の委員でもある。書籍では４編の論文を発表した
ほか、イタリア国内外の専門誌に 60 編を超える記事を寄稿した実
績があるほか、獣医皮膚病学の臨床テキストブックの共著者でもあ
る。主な臨床研究対象は犬のアトピー性皮膚炎、および猫の好酸球
肉芽腫併発症における非ステロイド系抗炎症剤の使用である。

Chiara Noli 
DMV, Dipl ECVD. 

私は、1998 年に博士号（DEDV）を取得し、獣医科トゥールーズ（フ
ランス）学校を卒業した。そして、2003 年に獣医科ライアン（フラ
ンス）学校で、研修期間と外科専門研修医期間（専門トレーニング）
を含む大学院課程を終了した。また、2000 年に顕微解剖学の修士
号を取得した。現在は、小動物外科の専任講師をしているが、2011
年にブリストルへ移る前は、フランスの獣医科ライアン（2003-2005）
学校で、そして、米国（ノースカロライナ州大学、2005-2010）で研
究生として在籍していた。2010 年に循環器生理学の博士号を取得
した。現在はヨーロッパの獣医大学の試験委員会のメンバーであり、
開業小動物医の機関誌の編集委員会にも所属している。私はヨー
ロッパ全域や米国で、様々な獣医外科の講義をしている。

Chanoit, Guillaume 
DVM MSc PhD DECVS DACVS MRCVS
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ポールはヨーロッパの小動物内科専門獣医師で、ペットと飼い主に
高水準の治療を的供することに情熱を注いでいる。ポールは 2006
年にケンブリッジ大学で獣医師の資格を得て、卒業後にサマセット
で忙しく小動物臨床に携わる傍ら、Longleat Safari Park でサファリ
動物の世話をおこなっていた。2010 年に通常業務に携わりながら
も小動物臨床の RCVS の課程を終了し、資格を得た。2010 年から
2013 年は、ポールは小動物内科の研修医をしながら、ブリストル獣
医学校で他の臨床医を指導する立場で、パートタイムで、危機治療
に従事していた。彼は Europian 大学で 2014 年に獣医内科医の専
門資格を取り、専門認定医として働いている。ポールは、緊急医療
を含む、内科の全ての局面にやりがいを持っているが、特に内視鏡
に重点をおいている。ポールは、腸、鼻腔、肺と膀胱などの到達す
るのが難しエリアにアプローチするために、高解像度イメージを提
供している最高水準の技術シュトルツ内視鏡検査プラットホームを
使う。彼の一般医療と専門病院の両方で働いている仕事の経験が、
ペットとその飼い主と一般の開業医に独特のアプローチで治療を提
供することができると信じている。

Higgs, Paul
MA VetMB CertSAM DipECVIM-CA MRCVS

Dr.Tsujita は、2002 年麻布大学獣医学部卒業後、日本国内で６年
間の一般臨床経験を積み、2008 年に渡米、ニューヨーク州コー
ネル大学にて Dr.Kern に師事し獣医眼科医局研究員として１年間
同大学に在籍した。2009 年よりフロリダ大学にて獣医眼科学レジ
デントとして勤務し３年間の獣医眼科教育を経て 2013 年にアメリ
カ獣医眼科専門医（Diplomate of American College of Veterinary 
Ophthalmologists）を取得した。アメリカ獣医眼科専門医取得は日
本人としては２人目、また国内では 2015 年現在、唯一の資格保有
者である。現在は大阪府で眼科専門動物病院の「どうぶつ眼科専門
クリニック」の院長として小動物の眼科診療に取り組む傍ら、国内で
の馬の眼科学の普及や国内外から依頼される毒性眼科試験の眼科
診療責任者として、動物種を問わない獣医眼科医療に携わっている。

Hiroki Tsujita 
DVM, Dipl ACVO

Dr.Hugo Schmoekel は、1989 年にチューリッヒ大学の獣医学部を
卒業した。修士課程修了後、チューリッヒ大学の小動物外科で研
修獣医師となり、1995 年にヨーロッパの認定獣医外科医となった。
1994 年から1999 年まで一般動物病院で勤務した後、チューリッヒの
VetSuissで臨床博士プログラムに加わった。この期間に、ベルン大学
の小動物外科の助教授としても勤務した。2004 年に博士課程を終え、
2006 年からはイギリスとスイスの一般病院で勤務されている。

Hugo Schmoekel 
DrMedVet, PhD, DipECVS, MRCVS

Dr.Hannes は、2001 年ウィーン獣医学大学卒業後、ハノーバー獣医
学部においてインターン修了。その後の周術期疼痛治療研究で 2003
年に博士号取得。小動物クリニックで１年間勤務後、スイス・ベル
ン大学で小動物外科学常駐研究員として 3 年間勤務。2007 年に
英国で照会医療に従事し、2008 年 7 月に欧州獣医外科大学専門
学位取得。2011 年 4 月にスウィンドンで設立された団体 Vets Now 
Referrals の会員、主任専門外科医として 2014 年 2 月スウィンドン
に参加したエステバン・ゴンザレス・ガッシュとともに勤務。整形外科、
軟部外科および脊髄外科を含むすべての外科領域に特化。

Hannes Bergmann 
Dr Vet Med, Dipl ECVS, MRCVS. 

Dr.Ian Ramsey 博士は現在、グラスゴー大学獣医学部小動物医学教
授であり、BSAVA 小動物医薬学の編集長である。1990 年リバプー
ル大学卒。1993 年にグラスゴーにおいて猫の白血病についての博士
号を取得。1997 年、ケンブリッジ大学において常駐研究員として勤
務。小動物医学専門の RCVS および欧州専門学位取得。主な研究
分野は内分泌学および伝染病である。多くの科学論文の共著者、記
事や書籍の校正を小動物医療の多くの観点から行った実績を持つ。

Ian Ramsey 
BVSc PhD CertSAM Dipl ECVIM MRCVS. 

Dr.Demetriou は 1996 年に王立獣医大学（RVC）にて獣医師資格を
取得。翌年エジンバラ大学へ移り、小動物インターンシップや小動
物の手術でレジデンシーを修了。2000 年に小動物外科で RCVS を
取得し、2002 年ヨーロッパの大学の小動物外科におけるディプロマ
を取得。2003 年以降、ケンブリッジ大学の外科部門内の軟組織外
科医として勤務している。

Jackie Demetriou
BVetMed CertSAS DipECVS MRCVS.



Justine Lee 
DVM, DABT, Dipl ACVECC. 

Dr.Lee はコーネル大学獣医学部卒。マサチューセッツ動物虐待防
止協会 (MSPCA) 所属アンジェル記念動物病院においてインターン修
了。その後ペンシルバニア大学の緊急医療フェローおよび常駐研究
員を歴任。現在は世界に約 450 名で成る委員会認証獣医専門医と
して、緊急・救命処置を専門に活躍。米国獣医緊急・救命処置大学
(DACVECC) の専門学士を取得した。毒性学専門家として委員会認
証も取得し、米国毒性学委員会 (DABT) の学位を取得。緊急および
救命処置に関して世界中で講演活動をしており、近年では、 North 
American Veterinary Conference ( 北米獣医カンファレンス、2011
年 と 2015 年 ) および Association des Médecines Vétérinaires du 
Québec (ケベック州獣医学会、2012年)から「Speaker of the Year」（年
間優秀話者）賞で表彰された。

Julie Byron 
DVM, MS, Dipl ACVIM (SAIM). 

Dr. Julie Byronはオハイオ州立大学小動物内科学教室の助教授とし
て勤務している。1998年にオハイオ州立大学においてDVMを取得
後、ウェストロサンジェルスVCA動物病院においてインターンとして１
年間の交代制の小動物医療に従事。ニューヨーク獣医病院で１年間
勤務した後、オハイオ州立大学において修士学コースと組み合わせた
小動物内科医学を研究者として3年間勤務し、2003年および2004年
にそれぞれ修了した。その後カリフォルニア州サンタ・ローザのペット
ケア獣医病院で内科専門医として勤務し、2005年にはイリノイ大学
において教鞭をとる。米国獣医大学内科医療委員会から認証を受け
た。専門は特に、尿路疾患に焦点を当てる内科医療である。これには
特に尿失禁を有する犬と猫の膀胱鏡検査および尿動態検査を含み、
膀胱および尿道の機能評価を行う。細菌性疾患も研究している。主
な研究分野は犬と猫の下部尿路に関わる臨床研究および解釈であ
り、複雑な尿路症例ならびにこれらの状態への新しい診断および治
療を研究している。

Dr. Freeman はブラウン大学で環境医学の学士号を、デューク大学
では海洋保全と生態系に焦点を当てた、環境管理の修士号を取得。
その後、彼女が獣医学博士号（DVM）を取得したノースカロライナ
州立大学で獣医学のプログラムに加入。獣医師として卒業後は、コ
ロラド州立大学で小動物内科と外科の Rotating Internship を修了
し、カリフォルニア大学デービス校で比較眼科でのレジデンシーを
完了。開業 2 年後、コロラド州立大学の教員となる。Dr. Freeman は、
しばしば無料奉仕で野生動物の治療にあたっている。眼科学の範
囲内では、眼科手術、光学、眼のイメージング、涙液膜力学および
表面眼疾患だけでなく、野生動物の眼科にも興味を持っている。

Katie Freeman 
MEM, DVM, DACVO 

Dr. Willard は、1975 年テキサス A&M 大学獣医学部卒。カンザス州
立大学においてインターンを経て修士号を取得し、ミシガン州立大
学にて内科学インターンとして勤務。その後ミシガン州立大学、ミ
シシッピー州立大学で学部職を歴任後、現在テキサス A&M 大学で
教鞭をとる。民間紹介クリニックでコンサルティングおよび獣医師と
して勤務した経験を持つ。現在は小動物臨床科学教授であり、消
化器病学、肝臓病学、膵臓病学および（フレックス式およびリジッ
ド式内視鏡学）を専門とする。国内外合わせて 2600 時間を超え
る修士課程の継続教育で講義を担当したほか、80 冊を超える専門
書を出版、120 編を超える論文を発表している。ソリ犬に注力した
ほか世界小動物獣医学会 G1 生検作業部会のメンバーである。現在

「Journal of Veterinary Internal Medicine」の社外編集長でもある。

Michael Willard 
DVM, MS, Dipl ACVIM. 

Dr. Michael Day は、1982 年に西オーストラリアのマードック大学で獣
医外科医として資格を取得。その後小動物医療に従事するものの、
マードック大 学 へ 戻り微 生 物 学と免 疫 学 の 研 究を完 結した。
王 室 パース病院との協業研究に関わり博士号を取得。ブリッスル
大学とオックスフォード大学において実験免疫学の博士課程修了後
職務を担当し、1990 年にブリッスル大学へ帰校し、現在同大学で
獣医病理学教授として教鞭をとり、診断病理学部長でもある。研究
の主な対象は自己免疫の実験モデルおよび一連の伴侶動物の免疫
媒介、および伝染性疾病である。免疫病理学分野では幅広く寄稿
している。欧州獣医病理学大学の専門学位取得。オーストラリア微
生物学会、王室病理学者大学および王室獣医外科大学の客員研究
員。Journal of Comparative Pathology（比較病理学専門誌）の編
集長。BSAVA の現職副理事。さらに WSAVA 科学委員会、WSAVA
予防接種ガイドライングループおよび WSAVA ワンヘルス委員会の
それぞれ委員長を兼職。ペットプラン慈善基金科学委員会の会員。
大学発スピンアウト企業である KWS Biotest Ltd の共同発起人であ
り、同社の病理学担当取締役。小動物研究への優秀な貢献により
BSAVA Amoroso Award（BSAVA アモロソ賞）（1999 年）、BSAVA ペッ
トセーバー賞（2000 年、2006 年、2007 年）、動物の病気に関する
優れる研究により RCVS 基金の G ノーマンホールメダル受賞（2003
年）、ペットプラン慈善基金科学賞（2009 年）を受賞した実績を持つ。

Michael Day 
BSc, BVMS(Hons), PhD, DSc, DiplECVP, FASM, 
FRCPath, FRCVS. 

Dr.Joao は2001 年、オポルト（ポルトガル）大学の獣医学部外科を卒
業。ポルトガルで個人開業し、その際に心臓病学に特別な関心を抱
くようになる。2003 年4 月には、英国へ移住し開業、2 年間を過ごす。
2005 年に、獣医の心臓病学で研修医となるために、リバプールへ移り
住む。2006 年に獣医の心臓病学でRCVS 修了証を、2009 年にECVIM-
CA（心臓学）専門医認定を得る。2010 年にはRCVS 認定医にもなる。
現在はサリー（U.K.）で、個人的な紹介患者の診療に従事している。 

Loureiro Joao
DVM CertVC DipECVIM-CA MRCVS
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Dr.Paoro Buracco は 1981 年 11 月にトリノ大学において獣医師の資
格を取得。1983 年以来トリノ大学付属獣医学部に勤務。着任後、
助手から助教授に就任。2000 年 3 月、同学部（現在はトリノ・グル
リヤスコ）において獣医外科学（伴侶動物）教授に就任。主に軟組
織および癌の外科医として活躍。1987年 9月から1988 年12 月間パー
デュー大学獣医学部（米国インディアナ州ウェスト・ラファイエット）
で招聘助教授として勤務。ここでの勤務中は犬と猫の自然発生腫瘍
診断と処置に焦点を当てた。翌年フォート・コリンズ（コロラド）お
よびラレイ（ノース・カロライナ）の獣医学指導病院で従来通り獣医
癌科学専攻で数回の教育訓練コースを受講。1998 年 6 月に ECVS
専門学位（小動物）取得。2005 年から 2008 年まで同大学の試験
委員会委員、2007 年同委員長。獣医癌学会 (VCS)、欧州獣医癌学
会 (ESVONC)、イタリア獣医外科学会、欧州獣医外科医大学 (ECVS)
会員。2007 年から 2010 年までイタリア獣医癌科学会 (SIONCOV)
会長。2006 年 5 月以来 VSSO（獣医癌手術学会）名誉会員。多数
の国内外学会・課程で講師を歴任。国内外の専門誌で 240 編を超
える論文（学会議事録を含む）の著者・共著者。がん外科学に関す
る数章の著者。

Paolo Buracco
Med Vet, Dipl ECVS. 

Dr.Richard は、英国のロンドン王室獣医大学（RVC）における獣医
診断画像処理の臨床技師である。2004 年シドニー大学卒。その後
ゴウルバーンバレー馬病院で馬インターンとして修了後、馬獣医師と
して 2 年間、さらに小動物獣医師として 1 年間の勤務後、コロラド
州立大学 X 線学部において聴講生として３ヶ月間滞在。シドニー大
学で常駐研究を開始後、2011 年 RVC へ戻り、獣医診断画像処理専
門の研究を修了した。主な研究対象は MRI の解釈上の課題である。

Richard Lam 
BVSc (Hons 1), MVetMed, Dip. ECVDI, 
MRCVS. 

Dr. Koestlin はコリエンテス（アルゼンチン）の Northeast 大学を
1971 年に卒業し獣医学の学位を取得。同年ドイツに移住し、ミュン
ヘン大学の獣医外科において 1973 年に Dr. med. vet.、1986 年には
PhD を取得。1988 年から1990 年まで、ハノーバーの獣医学校で外
科の助教授として従事。2013 年に引退するまでの間、ミュンヘンの
ルートヴィヒ・マクシミリアン大学で外科と眼科の助教授を務める。
彼は獣医外科のヨーロッパの大学の専門医で、コンパニオンアニマ
ルの手術や眼科の分野における科学論文や教科書の章多数を執筆、
出版している。ウィーンでは I. Walde と B. Nell、ミュンヘンでは E. 
Schäffer と共著の 6 か国語に翻訳されている犬や猫における眼科ア
トラス（第 3 版）を出版。彼は 2 冊の放射線アトラスと小動物整形
外科上の英語の教科書のドイツ語版の共同編集者である。大学を引
退以降、プライベートのコンパニオンアニマルクリニックでのコンサ
ルタントおよび獣医コースや会議でのアクティブスピーカーや講師を
務める。 

Roberto Koestlin 
Dr Med Vet Dr Med Vet, habi PhD, Dipl ECVSI

リックは 2007 年に ECVO 専門医になった。彼はスペイン人であり
US と UK で教育を受けた。1994 年ニューヨークのセントトーマスア
クイナス大学において生物学の学士号を取得し、1999 年 Ross and 
Louisiana 州立大学にて獣医学博士を取得した。彼は US で専門的
なトレーニングを開始し、2002 年にヨーロッパ獣医資格を取得する
ため EU の Autónoma de Barcelona (UAB) に戻った。その後眼科の
RCVS 認定を受け（UK）、グラスゴー大学とイングランドのヘレフォー
ドシャー州にある動物眼科クリニックでの研修を終え、2007 年に
ECVO 専門医となった。2006 年から 2011 年までイングランドの動物
病院にて眼科医局長として勤務した。同年英国王立獣医科大学に講
師として加わり Queen Mother 動物病院（QMHA）の眼科医局長と
なった。

Rick F. Sánchez
BSciBiol DVM DipECVO FHEA MRCVS

Dr. Kerwin は 1988 年にテキサス A ＆ M 大学（TAMU）で DVM を取得。
1989 年にルイジアナ州立大学（LSU）で小動物内科と外科のインター
ンシップを、1992 年には LSU で小動物外科のレジデンシ―を修了し、
専門医としての認定を受ける。1993 年から 2002 年まで LSU で整形
外科医として勤務。その後、TAMU で整形外科や神経学の教員のメ
ンバーに就任。小動物の骨や関節疾患及び脊椎手術における臨床
と研究が認められ、2007 年に教授に昇進。2007 年から 2011 年と
2015 年から現在に至るまで、外科のチーフを務めており、2014 年か
ら 2015 年に臨時部長、現在は准部長として勤務。獣医外科で Tom 
and Joan Read の Chair を務めている。 

Sharon C kerwin 
DVM, MS, DACVS

Dr. 金園晨一は 1999 年北海道大学獣医学部において学士号取得。
2004 年に岩手大学獣医学部を優等生として卒業。2013 年 8 月に米
国内科学大学の獣医神経学（ACVIM）で委員認証を取得。2013 年
にミズーリ州立大学獣医学部において、獣医神経学および神経外科
学の常駐研究員業務を完了。専門分野の中でも特に短期的・長期的
脳卒中処置、変性性脊髄症、さらに環軸関節の不安定性やくも膜嚢
胞および脳腫瘍切除術を含む脊柱骨折／脱臼、神経外科的手順を含
む。自由時間には家族とのハイキング、サッカー、海外旅行、愛犬
との散歩に費やす。

Shinichi Kanazono 
DVM, Dipl ACVIM (Neurology). 



Dr.Susanna は、2001 年にポルトガル・ポルト大学卒業。約４年間
小動物クリニックに勤務。2005 年、研究継続のために英国へ移
り、小動物内科学における欧州専門学位取得を目指す。2007 年に
王室獣医外科大学小動物医師資格証明書 (CertSAM) を取得、2009
年にはブリッスル大学で常駐研究員としての訓練を修了後、Great 
Western Referrals で の 勤 務 に 着 任。2010 年 に欧 州 獣 医 小 動 物
医 療 専 門 学 位 (DipECVIM-CA) を取 得。2011 年 4 月に Vets Now 
Referrals スウィンドンの発足と同時に参加。主な研究対象は救急医
療・救命処置、血液学、肝臓学および消化器病学。実際にはすべて
の内科学症例ならびに神経学や腫瘍学症例に対応する。

Susana Silva 
DVM CertSAM Dipl ECVIM-CA MRCVS. 

Dr. 藤井洋子は 1990 年に麻布大学において獣医師資格（DVM）を
取得。1993 年に米国オハイオ州立大学において理学修士号取得。
1993 年から1999 年まで鳥取と東京で獣医研究員および臨床獣医師
として勤務。2004 年から 2006 年まで米国ノースカロライナ州立大
学獣医学部で心臓病学の常駐研究員として勤務。2007 年に心臓病
学において米国獣医内科学大学専門学位を取得。2004 年に日本の
麻布大学から心臓血管医学専攻の博士号（獣医学博士）を取得。現
在同大学にて教授として教鞭をとっている。日本獣医心臓学会から
心臓学獣医科学者としも認証されている。

Yoko Fujii 
DVM, PhD, Dipl ACVIM (Cardiology).

Dr.Ulrike Matis は獣医 師であり、博士号を取 得した教 授でもあ
る。またヨーロッパの認定獣医外科医も取得されている。Dr.Ulrike 
Matis は 1970 年にミュンヘン大学を卒業され（獣医学修士号）、
1981 年に博士号を取得された。1989 年から 2011 年まで、ミュンヘ
ンにあるルートヴィヒ・マクシミリアン大学において獣医学科の外科、
眼科および放射線科の科長をされた。Ulrike Matis 先生は AO Vet 
International の会長（1996-1998）、ヨーロッパ獣医整形外科・外傷
学会の会長（1998-2000）、ヨーロッパ獣医外科学会の会長（2005-
2006）を歴任された。 2001 年に . In 2001 に Saki Paatsama 先生と
共に WSAVA 国際賞を受けられた。 Ulrike Matis 先生は獣医外科の
様々な著作および教科書の章の執筆をされている。また 2 冊の放射
線学の教科書の共著もなさっている

Ulrike Matis 
Dr Med Vet, habil, PhD, DiplECVS

Dr.Rytz は 1983 年スイス・ベルン大学において獣医博士号を取得。
1983 年から 1992 年まで同大学の小動物医療・外科専攻で病理学
助手として勤務後、1993 年から 1995 年米国ジョージア州立大学の
小動物外科で常駐研究員として勤務。1997 年スイス・ベルン大学に
おいて小動物外科助教授就任。1996 年に ECVS 専門学位（小動物）
取得。会員団体：スイス獣医学会（GST）、スイス小動物獣医学会（SVK）、
獣医整形外科学会（VDS）、欧州獣医整形外科・外傷学学会（ESVOT）、
AO/ASIF インターナショナル（講師／指導教官）。

Ulrich Rytz
Dr Vet Med, Dipl ECVS.

Dr. McCarthy は、獣医領域において多くの低侵襲の診断・治療技術
の応用分野を開拓。広く国際的に講義を行い、多数の記事を執筆し
ている。小動物臨床、小動物の内視鏡検査で決定的な著書である
小動物開業医のための獣医内視鏡検査の編集者である。個人開業
医である一方で、独自の研究を行い、その研究内容を公表した人に
与えられる AVMA 2010 開業医研究賞を受賞。1969 年にはコロラド
州立大学で DVM を取得。開業して 2 年後の、1978 年にアメリカの
大学の獣医外科学認定医となるために 6 年間コロラド州立大学で獣
医外科の高度な訓練を修了し、1981 年に獣医外科学で博士課程を
取得。3 年間をカリフォルニア州の小動物外科医として過ごし、1981
年にオレゴン州で最初の個人開業の外科認定医としてポートランド
に移り住んだ。1985 年には内視鏡検査を自らの専門分野とし、獣
医外科専門医院をスタートさせている。

Timothy McCarthy 
DVM, PhD, DACVS 

2003 年～ 2008 年北里大学助教授。2008 年～ 2012 年日本獣医生
命科学大学助教授。2012 年～酪農学園大学准教授。JAHA における
獣医師、動物看護士のアドバイザー。日本動物看護学会の編集委員。
日本動物看護職協会の学術委員。公益社団法人動物臨床医学研究
所理学療法部。日本動物リハビリテーション学会の理事。

Tadashi SANO 
DVM PhD C.C.R.P.
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アクセス

名称：医療研修施設「ニプロ iMEP（アイメップ）」
住所：〒 525-0055 滋賀県草津市野路町 3023
T E L：077-546-0610
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受講生はniProの卓越した施設「ニプロiMeP」で講義を受講する事ができます。
この施設は、医療技術の進歩や医療機器の高度化に伴い、医療の安全の充実と医
療職に携わる人々の課題解決能力・スキルの向上に対処するため、医療職者向けの
専門的研修施設として設立されました。講義のための快適な教室、最新の医療機
器・設備を備え、中型動物を用いた研修が可能な模擬手術室、およびウェットラボを
有しており、新たな医療機器・医療技術の学習ができる環境を提供しています。

開催場所



よくある質問

質問：Improve International についてもう少
しお聞かせください。

答え：improve CPD は、著名な専門家を含むイギ
リス全土からの獣医師グループにより 1998
年に設立されました。質の高い Continuing 
education を推進し、獣医師が高度な知識
兼技術を習得することを目標としています。
improve international は、世界最大規模で
Continuing education を提供しており、獣
医師のための高度なトレーニングというコン
セプトにおいての先駆者です。４００人の講
師よって、６ヶ国語、19 ケ国で年間 1200
日以上のトレーニングを提供しています。私
達の使命は、最高の体系的で理論的な、進
歩的トレーニングを獣医師へ提供することで
す。このトレーニングにより、受講生は一流
の専門家の指導の下、自身の知識やスキル
を高めることができます。

質問：金額的に高い投資になるようです。より安
価なセミナーではなく、どうしてこのコース
を受講すべきでしょうか。

答え：このコースは一般的に行われているセミ
ナーよりも高額です。その理由は、この
Continuing education Program が、より掘
り下げた体系的なプログラムで構成されて
いるからです。これまで受講された受講生
の経験に基づき、コースを終了する前に受
講料が高い投資ではないと確信していただ
けることと思います。improve international
のコースは、臨床現場で活躍されている獣
医師のためにデザインされています。コース
内容は、実務に関連しており、モジュール
で得られるスキルや知識は、モジュール受
講後直ちに役立つものです。より的確な治
療をできるようになると、多くの患者の信
頼を得られることになるでしょう。獣医師と
してのキャリア・アップを目指しているなら、
我々のコースへ参加することによって、専門

家への道を進まれるのに役立ち、自身のス
キルを誇り、新たなステージへとチャレン
ジすることもできるでしょう。

質問：コースへ登録したのですが、授業について
行けるのか心配しています。

答え：心配する必要はありません。コースを受講
するためには、受講者全員がレベルテスト
で承認レベルに達していなければなりませ
ん。それは、あなたがコースに十分につい
て行けるレベルにあるということです。違っ
た分野での知識や経験の違いがあったとし
ても、どのレベルからスタートしても、プロ
グラムを終了時には、その科目での高いレ
ベルの知識を習得します。これらのプログ
ラムは、すでに実証された本物の質の高い
知識やスキルを提供します。このような質
の高い知識やスキルの向上により、自信へ
とつながるでしょう。同じ受講生との経験
や知識を共有し、症例検討会を行なったり、
生涯を通しての友情やサポートを得ること
になります。

質問：日々忙しいなか、どのようにモジュラー
Continuing Education コースを私の生活に
とりいれられるのでしょうか？

答え：可能な限り皆様の移動時間やコストを抑え
るために、また集中して学習できるよう参
加型講義や実習を２～ 3 日間で行います。
また、トレーニングの環境が学習体験に大
きく影響するので、最新の会議施設を使用
し、宿泊施設もご案内します。
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質問：コースを登録したいと思いますが、モジュー
ルをいくつか欠席しなければなりません。
コース登録後はモジュールを欠席すること
ができますか？

答え：はい。私たちは皆様が多忙な獣医師である
ことを理解しています。できるだけ柔軟に対
応したいと思っています。モジュールを欠席
する場合は、予めお知らせください。別の
コース、または次回開催のコースでご出席い
ただけるよう配慮いたします。

質問：他にどのような学習教材が学習の助けとな
りますか？

答え：オンライン学習サイトにアクセスしていただ
けます。講師からの追加的なアドバイスも得
られます。推薦図書リストを含むコース内容
もオンライン学習サイトで提供します。

質問：一括での支払いが難しい場合、費用の支払
いについての選択肢はありますか？

答え ：はい。0120-961-101 までお電話ください。
        コースへ参加したいという意思を表明してい

ただき、ご状況をご説明いただくことが重
要です。最大 4 回までの分割払いのプラン
をご用意しています。

質問：お支払い期限はいつまでですか？
答え：コースが始まる 30 日前までです。30 日前

を過ぎますと、事前にお知らせいただけな
い場合は、お申し込みの取り消しとなりま
す。コース参加の旨およびお支払い時期を
お知らせいただいた場合、追加費用として
200 ドルの手数料が必要です。

質問：コースの費用以外に必要な費用はありま
すか？

答え：コースの費用には、講義、実習、オンライ
ン学習のための e-learning システムへのア
クセスとその教材、セミナーでのコーヒーブ
レイク費、ランチ、講師のメモ、読書リスト
が含まれています。GPCert の受験費用は含
まれておりません。受験希望の方は、受験
費用が別途必要です。また、実習に参加す
るための食費や滞在費が必要です。

質問：セミナーの場所はどこですか？公共交通機
関で行ける所ですか？

答え：コースにご登録いただきますと、セミナーの
場所、行き方などの詳細をお知らせします。
セミナー会場に近い宿泊所もご案内します。



学習する用意は
できていますか？

improve international は知名度のあ
る団体だったので選びました。評判も
良く、また以前に複数のコースを受講
したことがあり、クオリティーの高い
講師に出会うことができました。

improve international で 学 んだ 講 義 の お 陰 で、
院内にて手術が可能になったので、クライアントを
他の専門医に紹介する必要がなくなりました。新し
く学んだ様々なテクニックや、能力とスキルのレベ
ルアップは実践の活動に大いに貢献しています。

理論と優れた実践セッションを同時に行うことで知識
ベースの強化ができます。ノートやテキストを読み、
DVD を鑑賞し、早速、会陰ヘルニア手術や、口腔腺
切除手術をスケジュールします。他の専門医に委託す
る必要がなくなり、手術を必要とする患者と出会える
のを楽しみに待つようになりました。

Robyn Farquhar   
－小動物獣医部受講者

Ben Gamsa  
－小動物獣医学部受講者

Marni Miller  
－小動物獣医学部受講者

受講生の声

improve international での教育はすばらしく、習得
した知識やスキルを持ち帰って実際に事業に使用し
ている。講義だけでなく、直後に行われる実践ワー
クも実に的が当たっていて、improve international
のモジュール式プログラムが、優れている理由はそ
こです。事業に与えた効果は非常に大きく、私自身
も自信をもってクライアントと向き合えるようになり、
複雑なケースもチャレンジできるようになりました。

Garrick Ponte   
－小動物獣医学部受講者
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ステップアップの準備はできていますか？
お申し込みは簡単です。

追加情報

• すべてのコースの参加人数には限りがありま
す。ご登録は Waha 会員を優先に先着順とさ
せていただきます。

• すでにコースが定員に達している場合、応募
者へは次のコース開催の際にお知らせします。

• 応募書類とご入金を確認次第、登録の詳細を
お送りいたします。

• 複数名での申し込みをご希望の場合は、お電
話にてご連絡ください。

• ご利用規約はホームページまたは e-Mail にて
ご確認ください

電話でのお申し込み
0120-961-101

ホームページで 
のお申し込み

www.improveinternational.jp/info.jp@improveinternational.com

E-Mail でのお申し込み



お問い合わせ先　Waha 
〒 598-0015　大阪府泉佐野市高松南 1-2-43

tel. 0120-961-101     Fax. 072-464-8953
info.jp@improveinternational.com
www.improveinternational.jp

     improveinternationalJP

個人情報

Tel.（携帯）

Tel. Fax.

氏名 氏名（ローマ字） 生年月日

〒

〒

住所

住所

E-mail

E-mail

勤務先情報
病院名

口座振替による分割払い（口座振替ご利用には事前のご登録が必要です）銀行振り込み

ホームページにあるご利用規約をご確認後お申し込みください ホームページ　www.improveinternational.jp/

下記のコースでお申し込み :

小動物内科学

小動物外科学3

小動物外科学4

眼科学
エマージェンシー

動物看護師臨床テクニック
軟部組織外科〈マスタークラス〉

腹腔鏡手術

腹腔鏡手術〈上級〉

関節鏡〈中級〉

関節鏡〈上級〉

整形外科手術〈初級〉

整形外科手術〈中級コース〉

整形外科手術〈上級〉

整形外科手術〈上級〉

TTa Rapid脛骨粗面前方転移術迅速法

眼科手術初級
一般 
WaHa 会員

お支払い方法

お申し込みの際の必要事項


