
28 日獣発第 118 号

平成 28 年 7 月 21 日

地方獣医師会会長 各 位

公益社団法人 日本獣医師会

会 長  藏 内 勇 夫

(公印及び契印の押印は省略)

第2 回 世界獣医師会-世界医師会 “One Health” に関する

国際会議の開催に係る協力について

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、日本獣医師会では平成 28 年 11 月 10 日(木)・11 日(金)の 2 日間、  
世界獣医師会・世界医師会・日本医師会との 4 者共催で、福岡県北九州市小倉

の「リーガロイヤルホテル小倉」において、上記国際会議を開催することとし

ております。

地方獣医師会会員及び役職員、その他関係者皆様方には奮ってご参加いただ

きたく、事前登録の推進について、特段のご尽力及びご指導を賜りますようお

願い申し上げます。

なお、一般の参加者向けには、事前登録期限及び料金は下記のとおりとして

いますが、地方獣医師会においてとりまとめてご登録いただき、10月 3 日まで

に登録料金の振込みを完了していただく場合には早割登録料金を適用いたしま

す。

つきましては、貴会会員等の登録希望者について別紙様式にとりまとめの上、

本会事務局あてお申し込みいただきますようお願いいたします。本会事務局に

て一括して登録手続を行いますので、10 月 3 日までに参加登録費（18,000 円

等）の一括振込みを行っていただき、参加登録完了となります。

入金を確認次第、登録番号を発行しますので、当日受付でご呈示ください。



記

第2回 世界医師会-世界獣医師会 “One Health” に関する国際会議参加登録費

区分 早割登録
（平成28年8月31日まで）

通常登録
（平成28年10月3日まで）

当日登録扱い
（平成28年11月4日まで）

参加者 18,000円 20,000円 30,000円

同伴者 10,000円 10,000円 10,000円

医学生又は獣医学生 5,000円 5,000円 5,000円

（参考）

【上記以外の一般の参加申込方法】

国際会議ホームページ(http://www.trans-uni.co.jp/2ndGCOH/index.html)から

参加登録に入り、ご登録ください。

＜お問い合わせ先＞

日本獣医師会 事務局 （電話03-3475-1601、担当者：福田、守尾、古賀）



様式

日本獣医師会 事務局行

貴会名：                

第2回 世界獣医師会-世界医師会 “One Health” に関する国際会議に、以下の

とおり参加登録申込みします。



参加登録申込み者リスト

※ 一般参加者同伴者ありの場合、「同伴者有無」欄に✓を入れ、右に同伴者氏名

をご記入下さい。

※ 同伴者は、参加者の配偶者及び一親等以内の方に限ります。

※ 未就学のお子様は託児施設でお預かりします。お子様連れの場合は事務局へ

ご相談ください。

ふりがな

参加者名
姓 名

所属部署

役職

ローマ字表記
姓 名

ガラ・ディナー

参加の有無
□

同伴者有無

姓 名

託児室使用の

有無
□

□

ふりがな

参加者名
姓 名

所属部署

役職

ローマ字表記
姓 名

ガラ・ディナー

参加の有無
□

同伴者有無

姓 名

託児室使用の

有無
□

□

ふりがな

参加者名
姓 名

所属部署

役職

ローマ字表記
姓 名

ガラ・ディナー

参加の有無
□

同伴者有無

姓 名

託児室使用の

有無
□

□

ふりがな

参加者名
姓 名

所属部署

役職

ローマ字表記
姓 名

ガラ・ディナー

参加の有無
□

同伴者有無

姓 名

託児室使用の

有無
□

□



獣医学生参加者

学生氏名



第２回世界獣医師会・世界医師会 “One Health” に関する国際会議

－ “One Health” 概念から実践へ－
平成28年11月10、11日

リーガロイヤルホテル小倉、北九州市

プログラム素案

第１日目 １１月１０日（木）

8:00- 9:00 登録

9:00 -10:00
開会式

開会あいさつ

 René Carlson     世界獣医師会長

 Ardis Hoven      世界医師会理事会議長

 横倉 義武    日本医師会長

 藏内 勇夫   日本獣医師会長

 川島 俊郎    国際獣疫事務局理事

来賓あいさつ

 農林水産省

 厚生労働省

 福岡県知事

 北九州市長

10:00-10:40
基 調 講 演

座長：横倉 義武  日本医師会長

講演：田中 耕一

（株）島津製作所 シニアフェロー 田中耕一記念質量分析研究所長

10:40-11:00 休憩

11:00-11:40 “One Health” の概念

「“One Health”の概念と実践を通じた

持続可能な将来に向けての国連2030世界目標の達成」

講演：George Lueddeke
One Health Commission “One Health”教育特別委員会共同議長

11:40-12:10
未定

12:10-13:10 昼食



13:10-15:40
人と動物の共通感染症

座長： Ardis Hoven 世界医師会理事会議長

「人と動物の共通感染症の現状」（25分）

講演：倉根 一郎 国立感染症研究所 所長

「“One Health”の研究訓練の世界的傾向」（25分）

講演：Gregory C. Gray         デューク大学グローバルヘルス研究所教授

「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）
：日本での発見と研究における医学と獣医学の協力」（25分）

講演：高橋 徹        山口県立総合医療センター血液内科診療部長

「アジアにおける狂犬病廃絶の“One Health”アプローチ」（25分）

講演：Sira Abdul Rahman               英連邦獣医師会専務理事

「地域における医師と獣医師の協力（福岡県の事例）」（25分）

講演：草場 治雄 福岡県獣医師会会長

稲光  毅 福岡県医師会理事

質疑応答（25分）

15:40-16:00 休憩

16:00-17:30
人と動物の共通感染症

“One Health”の国際協力に関する JICAプロジェクト事例

JICAイントロダクション（10分）

「アフリカにおけるウィルス性人獣共通感染症の調査研究」（20分）

講演：Aaron Mweene               ザンビア大学獣医学部教授

「オオコウモリを対象とした生態学調査と狂犬病関連及び

その他のウイルス感染症への関与」（20分）

講演：Srihadi Agungpriyono       インドネシアボゴール農業大学獣医学部長

「黄熱病及びリフトバレー熱に対する迅速診断法の開発

及びアウトブレイク警戒システムの構築」（20分）

講演：Matilu Mwau
ケニア国立保健研究コンソーシアム所長、ケニア中央医学研究所首席研究員

「薬剤耐性菌発生機構の解明と対策モデルの開発」（20分）

講演：Thinh Hong Son
ベトナム国立栄養研究所、栄養情報・教育・広報センター長

17:30-18:30 パネルディスカッション （60分）

19:00-21:30
懇親会（ガラ・ディナー）

太宰府天満宮 雅楽演奏



第２日目 １１月１１日（金）

8:00-10:10
薬剤耐性（AMR）対策（厚生労働省セッション）

座長：釘田 博文  国際獣疫事務局（OIE）アジア太平洋地域事務所地域代表

挨拶：浅沼一成  厚生労働省健康局結核感染症課長

「薬剤耐性の規制システム」（25分）

講演：Herman Goossens           アントワープ大学微生物学教授

「AMR に関する地球規模及び国家レベルでの取り組みとしての

グローバル・アクション・プラン」（25分）

講演：Juan Lubroth            国際連合食糧農業機関主任獣医官

「医療における適正使用の取組－世界と日本－」（25分）

講演：大曲 貴夫  国立国際医療研究センター病院 国際感染症センター長

「獣医療における適正使用の取組－世界と日本－」（25 分）

講演：田村  豊  酪農学園大学 獣医学群衛生・環境学分野食品衛生学教授

質疑応答（20分）

10:10-10:30 休憩

10:30-12:00
県民公開講座（福岡県セッション）

座長：藏内 勇夫

「宇宙か ら見た地球生命のつながり」（90分）

講演：毛利 衛            宇宙飛行士・日本科学未来館館長

12:00-12:10 休憩

12:10-13:10 “One Health” に関するその他の話題（25分）

「“One Health”アプローチ：獣医学の貢献を中心に」

講演：Leander Buchner     国際軍事医学委員会獣医学技術委員会議長

「小児病棟で活躍するセラピー犬たち」（25分）

講演：松藤  凡                聖路加国際病院副院長、小児総合医療センター長

講演：柴内 裕子                                                      赤坂動物病院 総院長

質疑応答（10分）

13:10-14:10 昼食



14:10-16:10
“One Health”の概念

座長：Patricia Turner       世界獣医師会国際学問領域担当理事

「将来の医師、獣医師に対する“One Health”教育：学生の視点から」（25分）

講演：Malcolm Chong                国際獣医学生協会会長

   未定 国際医学生連盟

「我が国における獣医学教育改革の現状と

獣医大学における One Health教育について」（25分）

講演：中山 裕之                日本獣医学会理事長

「獣医学カリキュラムへの“One Health”の概念の導入」（25分）

講演：Irfan Erol           前トルコ食糧農業畜産省食品管理局長

「“Health Education”における新しい“One Health”アプローチ」（25分）

講演：Corália Vicente                   世界医学教育連盟

質疑応答 （20分）

16:10 –16:30 休憩

16:30–17:00
「“One Health” 概念から実践へ 」（30分）

講演：Noel Lee J. Miranda フィリピン保健省熱帯医学研究所コンサルタント

17:00–18:00 総括 （30分）

世界獣医師会と世界医師会による勧告及び将来に向けてのイニシアチブ

René Carlson                     世界獣医師会長

「福岡宣言」の採択と調印 （30分）

世界獣医師会、世界医師会、日本医師会、日本獣医師会

18:00 – 18:15 閉会

関連イベント：2016動物感謝デー in JAPAN
11月12日（土）10：00～17：00
西日本総合展示場及びあさの汐風公園


