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演題 募 集
日本獣医麻酔外科学会では一般演題を募集しております

■演題登録

▶ https://www.goudougakkai.com/endai/2020online.html

上記にアクセスして演題登録フォームに沿って記入の上、送信してください。
サイト内、動画・抄録の作成要領、注意点を必ずご確認ください。

■著作権に関して

▶ https://www.jsvas.net/ezm/conference/2020online.html

上記にアクセスして「発表について」の「著作権に関して」に掲載の PDF を必ずご確認ください。

■応募締切

10月31日㈯

抄録提出締切：2020年

11月30日㈪

動画提出締切：2020年

参 加登録
■参加登録期間

10月16日㈮ ～12月18日㈮
直前登録：2020年12月19日㈯ ～2021年1月11日（月・祝）

事前登録：2020年

■参加費
会

員

非会員

学

生

日本獣医麻酔外科学会会員
日本獣医内視鏡外科研究会会員

左記学会、研究会会員以外

事前登録

6,000 円

12,000 円

1,000 円

直前登録

8,000 円

14,000 円

3,000 円

大学生・大学院生（※）

※研究生・研修医は「会員」あるいは「非会員」でお申し込みください。

■参加登録方法

▶ https://www.jsvas.net/ezm/conference/manual.html

上記にアクセスして登録手順に従ってご登録ください。

■登録時の注意点
・ アイテムをカートに入れて決済する際は「ゲスト購入する」をご選択ください。
参加登録サイトは当学会会員サイトではございませんので、学会の会員 ID ／パスワードではログインできません。
・ ご購入時にご入力いただくメールアドレスはログイン ID として使用いたしますので、病院・大学等の代表アドレスではなく、
必ず他の方と重複しないよう、個人用メールアドレスでご登録ください。
・ 購入完了後に届く完了メールに記載されるオーダー番号はパスワードとして使用いたしますので、開催まで大切に保管
ください。

プログラム
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【整形外科】
教育講演

「内固定法の基礎」：藤田幸弘 （麻布大学）
「肩関節疾患の診断と治療」：本阿彌宗紀（東京大学附属動物医療センター）
「脳・脊髄の外科解剖」：上野博史（酪農学園大学）

リフレッシャーコース

「骨盤骨折」：越後良介（日本動物高度医療センター）
「腱疾患の診断と治療」：清水美希（東京農工大学）
「髄膜腫」：神志那弘明（岐阜大学）

シンポジウム
『上腕骨骨折』

座長：原田恭治（日本獣医生命科学大学）、左近允

「レビュー」：原田恭治（日本獣医生命科学大学）

巌（北里大学）

「上腕骨とその周囲の臨床解剖と外科アプローチ」：小林 聡（ONE for Animals、ONE 千葉どうぶつ整形外科センター）
「骨幹部骨折」：石原 創（どうぶつ園通りの動物病院、旭川動物医療センター）
「遠位端骨折」：池田人司（オールハート動物リファーラルセンター）
座談会

パネルディスカッション
『外傷性股関節脱臼に対する外科治療』

座長：奥村正裕（北海道大学）、林
「非観血的整復と外固定」：森 淳和（ONE どうぶつ整形外科センター東京）
「股関節再建術」：本阿彌宗紀（東京大学附属動物医療センター）
「大腿骨頭骨頸部切除術」：藤田幸弘（麻布大学）
リアルタイムディスカッション

慶（コーネル大学）

【軟部組織外科】
教育講演

「PSS の診断と治療」：金子泰之（宮崎大学）
「脾臓の外科 2021」：橋本裕子（東京大学附属動物医療センター）

リフレッシャーコース

「創傷治癒 / 開放創の管理法」：青木 忍（Vet's office S・AOKI）
「短頭種気道症候群 2021」：城下幸仁（犬・猫の呼吸器臨床研究会）

シンポジウム
『胃の外科 2021』

座長：浅野和之（日本大学）
、市川美佳（日本動物高度医療センター）、藤田 淳（日本小動物医療センター、東京大学、西原動物病院）
「犬の胃の外科 2021」：中島尚志（Hyper Joint Seminar 代表）
「人の胃の外科 2021」：小嶋一幸（獨協医科大学）
座談会

パネルディスカッション
『口腔欠損の再建法』 座長：福井 翔（江別白樺通りアニマルクリニック）、藤田 淳（日本小動物医療センター、東京大学、西原動物病院）
「各種の口蓋欠損に対する修復・再建法」：江口徳洋（Vets Dental & Oral Surgery Office）
「上顎腫瘍に対する治療と欠損部への対処」：大崎智弘（鳥取大学）
「特殊な再建法①：Haired angularis oris axial pattern flap」
：小山田和央（松原動物病院）
「特殊な再建法②：Buccal mucosal flap 法」：細谷謙次（北海道大学動物医療センター）
リアルタイムディスカッション

【麻酔 / 疼痛管理】
基調講演

「神経救急専門医によるてんかん重積発作治療最前線」
黒田泰弘（香川大学救命救急センター）

教育講演

「呼吸器系に異常を持つ動物の麻酔管理」：鎌田正利（東京大学）
「日帰り検査麻酔」：関 瀬利（日本獣医生命科学大学）
「てんかん重積発作に対する救急治療」：金園晨一（どうぶつの総合病院）

リフレッシャーコース

「周術期管理 5 呼吸管理の生理学」：山谷吉樹（日本大学）
「周術期管理 6 周術期の呼吸管理」：伊丹貴晴（酪農学園大学）
「神経異常を認める動物に対するアプローチ」：柴田光啓（ルカどうぶつ二次診療クリニック）

シンポジウム
『てんかん重積発作に対する各施設の治療法』

座長：上田 悠（ノースカロライナ大学）、杉浦洋明（DVMsどうぶつ医療センター横浜）
「人医療における治療の実際」：黒田泰弘（香川大学）
「獣医二次診療施設における治療の実際」：長谷川大輔（日本獣医生命科学大学）
「獣医救急診療現場における治療の実際」：柿嶌 圭（ER 八王子 動物高度医療 救命救急センター）
座談会

パネルディスカッション
『いま、麻酔専従獣医師を考える』

座長：西村亮平（東京大学）

「麻酔学で博士号を取る」：佐野忠士（酪農学園大学）

「麻酔科研修医として勉強する」：田村 純（北海道大学附属動物病院）
「麻酔科獣医師として勤務する」：長濱正太郎（ JAVA）、飯塚智也（日本動物高度医療センター）
「海外で麻酔専門医の資格をとる」：浅川 誠（どうぶつの総合病院）
「麻酔ブートキャンプで修行する」：井芹俊恵（山口大学）
リアルタイムディスカッション

【若手獣医師による若手獣医師のための Basic セミナー】
「乳酸ポジティブキャンペーン〜乳酸は怖くない！〜」
：小島一輝（北海道大学）
「EAR WARS 耳の外科 〜合併症との戦い〜」：小材祐介（東京農工大学動物医療センター）
「改訂 Starling 式から再考する浮腫形成メカニズム」
：石塚友人（VES、JAVA、動物救急センター）
「誰も教えてくれない手術手技 〜針が曲がるのは回しすぎ？〜」
：星 清貴（ペテモどうぶつ医療センター札幌月寒）
「犬の前十字靭帯疾患の診断と治療法の選択」：天野まど香（東京大学附属動物医療センター）
「先天性肝外門脈体循環シャントの最新知見と異常血管から学ぶ腹腔内解剖」
：高橋洋介（東京大学附属動物医療センター）
「胸腰部椎間板ヘルニアに対する外科的治療」：十川 英（鹿児島大学）
「皮膚縫合ちゃんと出来てますか？」：竹内亜樹（東京農工大学動物医療センター）
「小型犬の膝蓋骨内方脱臼に対する外科治療」：赤木浩之（YPC 東京動物整形外科病院）
「
「寝てるのに鎮痛って必要なんですか？」周術期鎮痛を考える」
：山口耕市（ネオベッツ VR センター）
「犬における自己血輸血の現状と実際」：岩田泰介（日本小動物医療センター）

【一般演題】
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シンポジウム
『胸腔鏡の第一歩』座長：中市統三（山口大学）、浅野和之（日本大学）
１）胸腔鏡の適応疾患 宇根 智（ネオベッツＶＲセンター）
２）胸腔鏡の麻酔 手島健次（日本大学）
３）胸腔鏡検査と生検 金井詠一（麻布大学）
４）胸腔鏡下心膜切除 江原 郁也 （ルカ動物医療センター）
５）総合討論

●リアルタイムディスカッション

1月 24日㈰

整形外科

軟部組織外科

麻酔 / 疼痛管理

10：00-11：30

一般演題セッション 1

一般演題セッション 1

一般演題セッション 1

パネルディスカッション

パネルディスカッション
『口腔欠損の再建法』

『いま、麻酔専従獣医師を考える』

13：30-15：00

一般演題セッション 2

一般演題セッション 2

一般演題セッション 2

15：30-17：00

一般演題セッション 3

一般演題セッション 3

一般演題セッション 3

12：00-13：00

『外傷性股関節脱臼に対する外科治療』

パネルディスカッション

※パネルディスカッションではディスカッションのみをライブ配信致します。パネリストの講演動画は 1 月 18 日より公開し
ておりますので、事前のご視聴をお願い致します。
※演題数により開催時間が変更となる可能性や、当日の状況により開催時間が短縮ないし延長される可能性があります。開
催前における変更についてはホームページにて告知いたします。
https://www.jsvas.net/ezm/conference/2020online.html

◀企業協賛▶
オンライン学術集会でも特設 web サイトで展示ブースをご用意しております。是非ご覧ください。

