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ご挨拶 

 

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。 

 

この度、����年ケアンズで開催された世界牛病学会（�����������������������������������）

において、アジアで初開催となる第 �� 回大会の開催地として日本の札幌が選ばれ、���� 年

（平成 ��年）�月 ��日から �月 �日まで、札幌コンベンションセンター（北海道札幌市）に

て開催する運びとなりました。 

  

世界牛病学会（�����������������������������������）は長い歴史を有する反芻動物獣医療に

関する学術交流の場です。����年にドイツのハノーバー大会から始まった本学会は、����年

のウィーンでの第 � 回大会において世界的組織として設立され、それ以降、� 年ごとに世界

各地で開催されるようになりました。 

 世界牛病学会の開催に伴い、牛病学の発展はめざましく、感染性疾患の世界的規模での制

御対策、牛群管理、動物福祉、食の安全、環境衛生、ストレス除去などが重要な課題となっ

てきています。個体診療と牛群管理のバランスを常に考慮しなければならず、そのために

も、専門的な知識を研鑽し続けることは重要であると考えられます。先端的知識を追い求

め、日常診療に発展的に応用することは、牛病学を含めた生産獣医療においては必要不可欠

なことであります。 

 世界牛病学会の目標は、反芻獣の病気、健康管理、繁殖、生産、疾病制御などに関する科

学的かつ実践的な知識を共有することであります。学会においては大学や研究機関の研究者

ばかりでなく、酪農畜産業に従事する臨床獣医師や管理獣医師、研修獣医師、大学院生、獣

医学部生などとの意見交換の場を提供しています。さらには、�年に �回の世界的規模の卒

後教育の機会を共有することができます。�  

 酪農畜産業の盛んな北海道における開催は、乳肉産業のさらなる発展に寄与するととも

に、世界各国からの参加者の活発な意見交換の場にもなり、最新の学術情報が得られる絶好

の機会になることと確信しています。 

  

関係各位におかれましては、第 ��回世界牛病学会 ����札幌（����������������の開催に

関しましてご理解をいただき、その成功に向けてご指導ご支援のほどを賜りますようお願い

申し上げます。 

謹白 

����年（平成 ��年）�月 

第 ��回世界牛病学会 ����札幌 

組織委員会委員長 田島�誉士 
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会議の概要 

 

1. 会議の名称とテーマ 

1) 会議の名称 

和文：第 30 回世界牛病学会 2018 札幌 

英文：The 30th World Buiatrics Congress 2018 Sapporo  

（略称：WBC2018 Sapporo） 

2) 会議のテーマ 

アジアから発信するこれからの牛病学 

 

2. 主催・共催機関などの名称 

1) 主催 

第 30 回世界牛病学会 2018 組織委員会、日本獣医師会獣医学術分野別学会日本産業

動物獣医学会 

 

2) 共催 

北海道獣医師会 

 

3) 後援 

農林水産省、国際獣疫事務局、観光庁、北海道、札幌市、酪農学園大学、帯広畜産

大学、北海道大学大学院獣医学研究科、農業・食品産業技術総合研究機構、北海道

農業共済組合連合会、北海道農業協同組合中央会、ホクレン農業協同組合連合会、

日本家畜臨床学会、大動物臨床研究会、大動物画像診断治療研究会、獣医輸液研究

会、家畜感染症学会、日本乳房炎研究会、護蹄研究会、北海道家畜畜産物衛生指導

協会、九州沖縄産業動物臨床研究会 

 

4) 協力 

独立行政法人国際観光振興機構 

 

3. 主催責任者 

第 30 回世界牛病学会 2018 札幌組織委員会 

代表者：委員長 田島 誉士 ［酪農学園大学獣医学群獣医学類生産動物内科学Ⅰ］ 

 

4. 開催期間 

2018 年（平成 30 年）8 月 28 日（火）〜 9 月 1 日（土） 

 

5. 開催場所 

札幌コンベンションセンター  

（〒003-0006 北海道札幌市白石区東札幌六条 1 丁目 1-1） 
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6. 会議開催の経緯と概要 

1) 会議の背景・経緯 

世界牛病学会（The World Buiatrics Congress (WBC) ）は長い歴史を有する反芻動

物獣医療に関する情報交換の場である。1960 年にドイツのハノーバー大会から始

まった本学会は、1962 年のウィーンでの第 2 回大会において世界的組織として設

立され、これ以降、2 年ごとに世界各地で開催されている。2014 年にケアンズで実

施された第 28 回世界牛病学会での理事会において日本・札幌開催を提案し、アジ

アで初開催となる第 30 回大会の開催地として 2018 年の開催が決定された。これを

受けて、2015 年 8 月に第 30 回世界牛病学会 2018 札幌組織委員会を発足した。 

 

2) 日本開催による効果、市民公開講座開催の効果等 

この会議を日本で開催することは、我が国における産業動物獣医療研究の成果を

全世界の研究者にアピールし、多くの研究者の参画を促す絶好の機会となるととも

に、我が国のこの分野の獣医師に世界の多くの科学者と直接交流する機会を与える

こととなり、同領域の研究を一層発展させる契機となる。また世界水準の生産獣医

療の知識と技術を、地球人口の多くを占めるアジアを代表して、世界遺産「Washoku」

の生産国から発信することが可能となる。 

会期中に一般公開セミナー（市民公開講座）を行うことにより、消費者にとって

も輸入畜産物の安全性確保に携わる獣医師の活動に接し、食の安全に対する信頼性

を確認することができ、牛病学を含めた生産獣医療に関する一般社会の関心を大い

に高めることが期待される。 

 

3) 開催状況 

回 開催年 開催地 回 開催年 開催地 

1 1960 ハノーバー（ドイツ） 16 1990 エルサルバドル（ブラジル） 

2 1962 ウィーン（オーストリア） 17 1992 セントポール（アメリカ） 

3 1964 コペンハーゲン（デンマーク） 18 1994 ボローニャ（イタリア） 

4 1966 チューリッヒ（スイス） 19 1996 エディンバラ（イギリス） 

5 1968 オパティヤ（ユーゴスラビア） 20 1998 シドニー（オーストラリア） 

6 1970 ロンドン（イギリス） 21 2000 プンタデルエステ（ウルグアイ） 

7 1972 フィラデルフィア（アメリカ） 22 2002 ハノーバー（ドイツ） 

8 1974 ミラノ（イタリア） 23 2004 ケベックシティ（カナダ） 

9 1976 パリ（フランス） 24 2006 ニース（フランス） 

10 1978 メキシコシティ（メキシコ） 25 2008 ブダペスト（ハンガリー） 

11 1980 テルアビブ（イスラエル） 26 2010 サンティエゴ（チリ） 

12 1982 アムステルダム（オランダ） 27 2012 リスボン（ポルトガル） 

13 1984 ダーバン（南アフリカ） 28 2014 ケアンズ（オーストラリア） 

14 1986 ダブリン（アイルランド） 29 2016 ダブリン（アイルランド） 
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15 1988 パルマ・デ・マヨルカ（スペ

イン） 

30 2018 札幌（日本） 

 

7. 会議の目的と開催意義 

1) 近年の反芻獣の病気、健康管理、繁殖、生産、疾病制御などに関する科学的かつ実

践的な知識を共有するため 

2) 乳肉牛飼養頭数世界一のアジアにおける開催で、専門学術に関する意見交換の場

を提供するため 

3) 生産獣医療の次世代を担う研究者を支援し、人材を育成するため 

 

8. 開催計画の概要 

1) 会議日程 
会議日程 午 前 午 後 夜 
8 月 28 日(火)  参加受付 

開会式 
ウェルカムレセプ

ション 
8 月 29 日(水) 基調講演 

研究発表（口頭・

ポスター発表） 

基調講演 
研究発表（口頭・ポスター発表） 
スポンサー主催サテライトシ

ンポジウム 

 

8 月 30 日(木) 基調講演 
研究発表（口頭・

ポスター発表） 

基調講演 
研究発表（口頭・ポスター発表） 
スポンサー主催サテライトシ

ンポジウム 

 

8 月 31 日(金) 基調講演 
研究発表（口頭・

ポスター発表） 

基調講演 
研究発表（口頭・ポスター発表） 
スポンサー主催サテライトシ

ンポジウム 

学会ディナー 

9 月 1 日(土) 基調講演 
研究発表（口頭・

ポスター発表） 

基調講演 
研究発表（口頭・ポスター発表） 
スポンサー主催サテライトシ

ンポジウム 
閉会式 
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2) 主要トピックス 

乳牛、肉牛、小反芻獣の内科および外科、栄養、繁殖、治療、行動学、その他関

連する事項 

（寄生虫病、蹄病、疫学と家畜衛生、細菌・ウィルス感染症、乳房の衛生、免

疫、牛の福祉、画像診断、e ラーニングと卒後教育、ラクダ科動物、公衆衛生と

食品の安全、他） 

 

3) 参加予定者数 

27 カ国・地域 2,000 名（海外：1,400 名、国内：600 名） 

（参加対象者：臨床獣医師、管理獣医師、行政獣医師、学生、関連企業など） 

   ［そのうち同伴者：国外：50 名、国内：10 名］ 

 

4) 参加予定国･地域 

日本、米国、カナダ、チリ、ブラジル、オーストラリア、韓国、中国、インド、フィ

リピン、イスラエル、エジプト、南アフリカ、英国、イタリア、ドイツ、フランス、

オーストリア、ハンガリー、スペイン、ポルトガル、デンマーク、スイス、メキシコ、

オランダ、アイルランド、ウルグアイ 

 

5) 会議使用言語 

会議使用言語 

英語、仏語、独語、西語、日本語（予定） 

（同時通訳有：全 5 会場英日、3 会場英仏、英独、英西） 

 

9. 寄附金を必要とする理由 

 第 30 回世界牛病学会 2018 札幌は、酪畜産業のさらなる発展に大きく寄与するもの

であります。第 30 回世界牛病学会 2018 札幌は、海外 1,400 名、国内 600 名、計 2,000

名の参加が予定され、準備運営費に関する総経費は、186,230,000 円が見込まれていま

す。これらの諸経費は、本来参加登録費等でまかなうことが建て前でありますが、登

録料を低額に抑えたいとの事由により総額 186,230,000 円から、参加費等自己負担額

82,680,000 円、補助金等 6,000,000 円、展示会・企業セミナー費 87,550,000 円を除く不

足額、10,000,000 円を諸企業及び諸団体からのご援助に頼らざるを得ないのが現状で

す。従いまして、下記の費用を会議に協賛する関係企業等からの寄附金にて充当した

いと存じます。 
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10. 収支予算（案） 

単位：千円 

収支区分 金額 

（収入） 

1. 自己負担金（参加登録費等） 

2. 諸収入等（展示会等） 

3. 補助金／助成金等 

4. 寄附金等 

 

82,680 

87,550 

6,000 

10,000 

収入合計 186,230 

（支出） 

1. 会議準備費 

2. 会議運営費 

3. 展示会・企業セミナー等 

4. 募金経費 

5. 事後処理費 

 

29,200 

148,360 

2,750 

1,980 

3,940 

支出合計 186,230 

 

 

11. 寄附金募集要項 

(1) 募金の名称 

第 30 回世界牛病学会 2018 札幌寄附金 

 

(2) 募金の目標額 

10,000,000 円（総額 186,230,000 円の内） 

 

(3) 募金期間 

2016 年（平成 28 年）9 月 5 日（月）～2018 年（平成 30 年）8 月 27 日（月） 

（注：会議開催日前の銀行営業日まで） 

 

(4) 寄附金の使途 

第 30 回世界牛病学会 2018 札幌の準備並びに運営に関する費用に充当します。 

 

(5) 寄附金申込先 

独立行政法人国際観光振興機構コンベンション誘致部交付金担当 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 10 階 

電話：03-3216-2905 ファックス：03-3216-1978 
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(6) 寄附金振込方法 

別紙のフローチャート通りとなります。 

別紙申込書を国際観光振興機構にお送りください。 

寄附金申込書を受領し確認次第、国際観光振興機構より寄附金申込受理書を送付いたしま

す。寄附金申込書受理書の受領後、指定口座番号にお振込ください。 

 

(7) 税法上の扱い 

この寄附金は、特定公益増進法人である独立行政法人国際観光振興機構への寄附金として、

税法上の一般寄附金とは別途に損金算入等の優遇措置が講ぜられます。 

 

12. お問合せ先 

第 30 回世界牛病学会 2018 札幌 運営事務局 

株式会社コンベンションリンケージ内 

〒060-0002 札幌市中央区北２条西４丁目 北海道ビル 

EL 011-272-2151  FAX 011-272-2152  E-mail：wbc2018@c-linkage.co.jp 

 

 


