2017 年 3 月吉日

獣医アトピー・アレルギー・免疫学会
10 周年記念大会

協賛募集のご案内

獣医アトピー・アレルギー・免疫学会
会長 増田 健一

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚
く御礼申し上げます。
さて、この度、当学会では、獣医アトピー・アレルギー・免疫学会１０周年記念大
会を開催させていただく運びとなりました。つきましては、御社にご協賛のお願いを
いたしたくご連絡させていただきます。
小動物臨床の分野では、アトピーおよびアレルギー疾患や自己免疫疾患など、日常の
診療において免疫学関連の疾患に遭遇することは少なくありません。また、その病因や
病態の研究も進み、日々情報や知識、技術などはアップデートされております。これら
の疾患に対するには、より高度な免疫学の理解と知識や技術の習得が必要ですが、反し
てその難解さに苦労することも多々あります。
当学会では、これらの免疫学的分野の知識と理解の向上を目標に、犬・猫の獣医療を
中心として年２回の学術大会を定期的に開催しております。今回、当学会発足および定
期学術大会開催より１０年という節目を迎えるにあたり、海外および国内より多数の獣
医免疫学分野の著明な講師をお招きし、１０周年記念大会と題した学術大会を企画いた
しました。以下の開催概要をご覧のうえご検討のほど何卒よろしくお願いいたします。
敬具

【お問合せ先】獣医アトピー・アレルギー・免疫学会 事務局
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-24-1 第 2 ユニオンビル 4Ｆ
㈱ガリレオ学会業務情報化センター内
TEL：03-5981-9824 FAX：03-5981-9852
E-mail：g007saaivm-mng@ml.gakkai.ne.jp

獣医アトピー・アレルギー・免疫学会
10 周年記念大会 開催概要

１．日

時：

2017 年 8 月 5 日（土）15：00～17：45
6 日（日） 9：15～17：45

２．場

所：

国際ファッションセンター3F、KFC ホールおよびアネックス

（東京都墨田区横網 1-6-1）
http://www.tokyo-kfc.co.jp/access/

３．プログラム：

添付をご参照ください。

４．協賛・出展項目
【プログラム協賛】（プログラム 1 枠協賛・添付プログラム参照）
Ⓐ～Ⓗ枠

100,000 円

Ⓛ枠

参加者の弁当・飲料代

（ブース出展

8 月 5 日・6 日の 2 日間

（上限 1,500 円×100 名分

長机 1 台分

込）

実費請求、ブース出展費用別）

※添付のプログラムをご参照のうえ、協賛ご希望の枠をお申し出ください。
※お申し込みの枠に重複があった場合は、先着順とさせていただきます。
【ブース出展】(プログラム協賛なし)
※8 月 5 日・6 日の 2 日間

50,000 円

長机 1 台分

【要旨集広告掲載】A4 判
○ 表 2（表紙裏）カラーまたはモノクロ

45,000 円

○ 表 3（裏表紙中面）カラーまたはモノクロ

45,000 円

○ 表 4（裏表紙）カラーまたはモノクロ

45,000 円

○ 中面 モノクロ

30,000 円

※Illustrator データ(アウトライン化済）
および見本 PDF データでご支給ください。
※表 2、表 3、表 4 については応募多数の場合は、先着順とさせて頂きます。

獣医アトピー・アレルギー・免疫学会
10 周年記念大会 協賛申込書
ＦＡＸ番号

03-5981-9852
記入日：2017 年

月

日

貴社名
担当部課名
ご担当者名
所在地

〒

電話番号
FAX 番号
E-mail
プログラム協賛

□協賛を希望する

ブース出展

□出展を希望する

広告協賛

□表２ □表３

協賛希望枠（

）

□協賛しない

□出展しない
□表４

□中面

□掲載を希望しない

通信欄

※必要事項をご記入の上、獣医アトピー・アレルギー・免疫学会事務局あて、FAX ま
たはメール添付にてご送付ください。

【お問合せ先】獣医アトピー・アレルギー・免疫学会 事務局
TEL：03-5981-9824 FAX：03-5981-9852
E-mail：g007saaivm-mng@ml.gakkai.ne.jp

獣医アトピー・アレルギー・免疫学会 10周年記念大会・総会 プログラム
2017年

第1会場 （3F KFC Hall）

15：00-16：15

協賛募集枠

【学会技能講習】
「4. アレルギーとサイトカイン 2017年改訂版」
「5. 犬アレルギー検査の臨床応用① 2017年改訂版」

免疫・アレルギー症例検討会
16：30-17：45

Dr. Thierry Olivry(ノースカロライナ州立大学)

第一ホテル両国

試験に受かる免疫・アレルギーの勉強のポイント
～学生さんや動物看護師さん、学会技能講習にも役立ちます～
水野 拓也先生（山口大学）、学会技能講習履修獣医師

増田 健一先生（動物アレルギー検査（株））
8月5日
(土）

第2会場 （3F KFC Hall Annex）

Ⓐ
100,000円

【教育講演1】
ペットの感染症とワクチン接種
～獣医師はもちろん、学生や動物看護師も知っておきたい現状と最新情報～

Ⓑ
100,000円

前田 健先生（山口大学）
10周年記念パーティー

18：30-20：30
会長挨拶および10年の歩み
9：15-9：30
会長 増田 健一先生（動物アレルギー検査（株））
【教育講演2】
Criteria of atopic dermatitis, AD, in dogs and other diseases similar to AD
犬アトピー性皮膚炎の診断と類似疾患
9：30-11：30

Dr. Claude Favrot (チューリッヒ大学)

Ⓒ
100,000円
決定済

【基礎免疫・アレルギー講座１】
～基本から学ぼう 免疫・アレルギー～
免疫・アレルギーの基本
■IgE産生と肥満細胞によるアレルギー
伊藤 直之先生（北里大学）

Ⓕ
100,000円

■リンパ球の活性化と浸潤、それによる皮膚炎
前田 貞俊先生（岐阜大学）
11：30-12：00

協賛企業紹介
学会総会
第3回技能講習履修修了試験結果発表
【ランチョン形式サマースクール】
これからの獣医業界をどう生きるべきか

【ランチョンセミナー】 （協賛 ゾエティス・ジャパン株式会社）
日本の皮膚科専門医診療の実際
8月6日 12：30-13：30
（日）

柴田 久美子先生（DVMｓどうぶつ医療センター横浜二次診療セン ター皮膚科）

【教育講演3】
What’s new for treatment of atopic dermatitis
アトピー性皮膚炎の治療最前線
13：45-15：45

Dr. Thierry Olivry (ノースカロライナ州立大学)

決定済

Ⓓ
100,000円
決定済

日米欧免疫・アレルギー討論会

16：15-17：45

座長： 水野 拓也先生（山口大学）
パネリスト（五十音順）：
Dr. Claude Favrot (チューリッヒ大学)
Dr. Thierry Olivry(ノースカロライナ州立大学)
大森 啓太郎先生（東京農工大学）
前田 貞俊先生（岐阜大学）
増田 健一先生（動物アレルギー検査（株））

Ⓔ
100,000円
決定済

座長： 久山 昌之先生（久山獣医科病院）
パネリスト（五十音順）：
井上 舞先生（アニコム損害保険（株））、大森 啓太郎先生（東京農工大学）、
小沼 守先生（千葉科学大学）、根本 洋史先生（エランコジャパン（株））、
長谷川 篤彦先生（東京大学名誉教授）、前田 貞俊先生（岐阜大学）、
増田 健一先生（動物アレルギー検査（株））、水野 拓也先生（山口大学）、
村井 妙先生（キンダーケア動物病院）
【基礎免疫・アレルギー講座2】
～基本から学ぼう 免疫・アレルギー～
Ⅰ型過敏症の臨床
■犬アトピー性皮膚炎の臨床徴候と診断、治療
向坂 武司先生（向坂犬猫病院）
■ワクチンアナフィラキシー
大森 啓太郎先生（東京農工大学）
【基礎免疫・アレルギー講座3】
～基本から学ぼう 免疫・アレルギー～
その他の過敏症の臨床
■犬の食物アレルギーの臨床徴候と診断、治療
小沼 守先生（千葉科学大学）
■Ⅱ型、Ⅲ型過敏症
湯木 正史先生（湯木どうぶつ病院）

Ⓛ
お弁当代・
飲物代

Ⓖ
100,000円

Ⓗ
100,000円

