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オンライン学術集会
日本獣医麻酔外科学会年

度

日本獣医内視鏡外科研究会同時開催

318 Fri 319 Sat 320 Sun

見逃し配信期間 2022年 3月21日（月）　  4月4日（月）

����������������������������������
ライブ当日は講演動画を紹介後、ディスカッションをライブにて行います。
なお、一般演題のライブ配信日程は、演題数により変更となる場合があります。
変更については学術集会サイトに掲載致します。

お問い合わせ　オンライン学術集会事務局 〒174-0051　東京都板橋区小豆沢 2-9-19  TEL：03-5918-8070　FAX：03-5918-8080
E-mail：online@jsvas.net　　URL：www.jsvas.net

最新情報は学術集会サイトにてお知らせいたします 

公益社団法人北海道獣医師会
一般社団法人岩手県獣医師会
公益社団法人宮城県獣医師会
公益社団法人仙台市獣医師会
公益社団法人茨城県獣医師会
公益社団法人栃木県獣医師会
公益社団法人群馬県獣医師会
公益社団法人埼玉県獣医師会
公益社団法人千葉県獣医師会
公益社団法人神奈川県獣医師会
公益社団法人横浜市獣医師会
公益社団法人川崎市獣医師会
公益社団法人東京都獣医師会
公益社団法人新潟県獣医師会

公益社団法人石川県獣医師会
公益社団法人福井県獣医師会
一般社団法人長野県獣医師会
公益社団法人静岡県獣医師会
公益社団法人愛知県獣医師会
公益社団法人名古屋市獣医師会
公益社団法人三重県獣医師会
公益社団法人滋賀県獣医師会
公益社団法人京都府獣医師会
公益社団法人大阪府獣医師会
一般社団法人兵庫県獣医師会
公益社団法人奈良県獣医師会
公益社団法人和歌山県獣医師会
公益社団法人京都市獣医師会

公益社団法人大阪市獣医師会
公益社団法人神戸市獣医師会
公益社団法人鳥取県獣医師会
公益社団法人島根県獣医師会
公益社団法人岡山県獣医師会
公益社団法人広島県獣医師会
公益社団法人福岡県獣医師会
公益社団法人長崎県獣医師会
一般社団法人熊本県獣医師会
公益社団法人大分県獣医師会
一般社団法人宮崎県獣医師会
公益社団法人鹿児島県獣医師会
公益社団法人北九州市獣医師会

下記獣医師会様よりご後援を頂いております



開催形式・配信期間のご案内

オンデマンド配信

オンデマンド配信

3/18～4/4の会期中
大会サイトでいつでも視聴可能

Zoomライブ配信
3/18 ・ 3/19 ・ 3/20開催
※タイムテーブル参照

ライブ見逃し配信
3/21～4/4の見逃し配信期間中、
大会サイトでいつでも視聴可能

Zoomライブ配信 ライブ見逃し配信

3月18日（金） ・ 19日（土） ・ 20日（日） 3月21日（月） ～ 4月4日（月）

会期

特別企画： 機能再建外科
キメラ動物を用いた異種移植による臓器再生医療の最前線
人医学領域における僧帽弁形成術
人医学領域における脊椎の再建手術
原発性骨腫瘍に対する液体窒素処理自家骨を利用した再建手術

・・・・・・山口智之（東京薬科大学 再生医科学研究室）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石井庸介（日本医科大学 心臓血管外科）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・村上英樹（名古屋市立大学 整形外科）

・・・・・・・・・・・・・土屋弘行（金沢大学 整形外科）

基調講演
人医学領域における下垂体腫瘍の外科治療
人医療における周術期疼痛管理

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田原重志（日本医科大学 脳神経外科）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・坪川恒久（東京慈恵会医科大学 麻酔科）

教育講演
周術期管理9　肝臓に異常をもつ動物の麻酔管理
一歩進んだ麻酔管理のために-麻酔薬の薬物代謝を理解する
猫の心筋症を紐解く　～なぜ胸水、肺水腫、血栓塞栓症？～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・柳川将志（帯広畜産大学）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮部貴子（京都大学）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・森田智也（岩手大学）

リフレッシャーコース
周術期管理10　肝臓病の動物で術前に評価しておくべきこと

周術期鎮痛にNSAIDsをとことん活用する
猫の心臓検査で使える鎮静法と胸腔穿刺術

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮本陽子（ワシントン州立大学）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大山紀彦（北海道大学）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・塗木貴臣（TRVA夜間動物救急医療センター）

シンポジウム

「フロセミドの投与と注意点」
「ピモベンダンの適用は？」
「フロセミド・ピモベンダン以外の選択肢(＋α)はあるのか？」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鈴木周二（日本獣医生命科学大学）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中村健介（北海道大学）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・福島隆治（東京農工大学）

一般演題
演題はオンデマンド配信で視聴可能・質疑応答はZoomライブ配信のみ行います。

受賞者講演
第14回 アワード受賞者講演
 2021年度 第102回 日本獣医麻酔外科学会 オンライン学術集会一般演題におけるアワード受賞者講演

レジデントによる若手獣医師のためのBasicセミナー

協賛企業展示コーナー

https://www.jsvas.net/ezm/2021-103/ippanendai.html

一般演題はこちらから応募
応募フォームより抄録をご用意の上、応募して下さい。
その後、オンライン配信用動画を提出していただきます。

https://www.jsvas.net/ezm/2021-103/basic.html

レジデントによる若手獣医師のための
Basicセミナーはこちらから応募 
このセミナーは、専門医を目指すレジデントに
教育講演の機会を設けることを目的としています。

募集締切 募集要項・申込方法は学術集会サイトにてご確認下さい 2021年12月27日（月）

麻酔 / 疼痛管理

『猫のうっ血性心不全を考える ～フロセミド、ピモベンダン、＋α？～』
座長：藤井洋子（麻布大学）、 平川　篤（ペットクリニックハレルヤ）

パネルディスカッション

「あえて超音波を使わない! 周術期局所ブロック」
「オピオイドの使い方を血中濃度から再考する -フェンタニルの投与速度はどうしていますか?」
 
「術後の疼痛評価　猫と犬の最近の研究から」
「術後疼痛管理 -院内での管理、退院に向けて、そして退院後」
「オピオイドや鎮痛薬を正しく保管管理しよう!（もし不安な先生がいたらさくっと正しい方法を教えます）」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小島一輝（北海道大学）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・長久保　大（東京大学）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・渡邊亮太（モントリオール大学）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・手島健次（日本大学）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・城下輪子（酪農学園大学）

『周術期疼痛管理をトータルコーディネート!｠』
座長：西村亮平（東京大学）、関　瀬利（日本獣医生命科学大学）

症例検討
座長：石塚友人（VES）、神野信夫（日本獣医生命科学大学）
森田　肇（日本小動物医療センター）、川瀬広大（札幌夜間動物病院）、佐野忠士（酪農学園大学）、柴田早苗（岐阜大学）
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教育講演
関節腫瘍の診断と治療
整形外科手術における消毒・滅菌法
頭部頚椎接合部奇形への対応

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中嶋幸生（岡山理科大学）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・望月　学（東京大学）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松永　悟（日本動物高度医療センター）

リフレッシャーコース
変形性関節症と炎症性関節炎
椎体骨折
神経外科に必要な器具

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤木　誠（鹿児島大学）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・相川　武（相川動物医療センター）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・灰井康佑（とがさき動物病院）

パネルディスカッション

整形外科

教育講演
気管虚脱のステント治療
体表腫瘍の治療法

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・上村暁子（帯広畜産大学）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・福井　翔（江別白樺通りアニマルクリニック）

リフレッシャーコース
消化管吻合術
上顎切除術

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・秋吉秀保（大阪府立大学）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高木　哲（麻布大学）

シンポジウム

軟部組織外科

「レビュー」
「コンベンショナルプレートでの術後経過、治癒成績」
「ロッキングプレートでの術後経過、治癒成績」
「ロッキングプレートでの術後経過(MIPOとの比較)、治癒成績」
「ダブルプレートでの術後経過、治癒成績」
「創外固定での術後経過、治癒成績」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・原田恭治（日本獣医生命科学大学）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東条吉晃（東条動物病院）

・・・・・・・・・・・・・・・・・小林　聡（ONE千葉どうぶつ整形外科センター）
・・・・・・・・・・・戸次辰郎（ネオベッツVRセンター）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・片山泰章（岩手大学）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮崎悠太（相川動物医療センター）

『小型犬の橈尺骨骨折：プレート固定、創外固定それぞれの治癒過程比較』
座長：原田恭治（日本獣医生命科学大学）、 川田　睦（ネオベッツVRセンター）

「術前診断と術前管理」
「麻酔と術後管理」
「副腎摘出術の実際」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・吉田織江（日本大学）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田村　純（北海道大学）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小山田和央（松原動物病院）

『副腎腫瘍を攻略する』
座長：廉澤　剛（日本小動物医療センター）、 浅野和之（日本大学）、 細谷謙次（北海道大学）

パネルディスカッション 日本獣医内視鏡外科研究会 合同企画

「麻酔科医から見た鏡視下手術 vs Open Surgery」
「開腹/開胸術で行う胆嚢切除術＆肺葉切除術」
「鏡視下で行う胆嚢切除術＆肺葉切除術」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・手島健次（日本大学）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田中　綾（東京農工大学）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・金井浩雄（かない動物病院）

『内視鏡外科とOpen Surgeryの比較検討』
座長：小出和欣（井笠動物医療センター・小出動物病院）、鳥巣至道（酪農学園大学）、石垣久美子（日本大学）

1

パネルディスカッション

「レビュー」
「背側減圧術」
「腹側減圧術」
「伸延固定術」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤岡　透（倉敷動物医療センター）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田中　宏（中山獣医科病院）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・井上賀之（宮崎大学）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・神志那弘明（岐阜大学）

『犬の頸部椎間板ヘルニアに対する外科治療』
座長：西田英高（大阪府立大学）、 藤岡　透（倉敷動物医療センター）

2

症例検討： 脊椎外科症例検討会
座長：北川勝人（日本大学）、井尻篤木（アツキ動物医療センター）
柴田光啓（ルカどうぶつ二次診療クリニック）、長井　新（烏城ペットクリニック）

症例検討
開催予定



教育講演
関節腫瘍の診断と治療
整形外科手術における消毒・滅菌法
頭部頚椎接合部奇形への対応

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中嶋幸生（岡山理科大学）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・望月　学（東京大学）
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・相川　武（相川動物医療センター）
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・福井　翔（江別白樺通りアニマルクリニック）
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消化管吻合術
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「開腹/開胸術で行う胆嚢切除術＆肺葉切除術」
「鏡視下で行う胆嚢切除術＆肺葉切除術」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・手島健次（日本大学）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田中　綾（東京農工大学）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・金井浩雄（かない動物病院）

『内視鏡外科とOpen Surgeryの比較検討』
座長：小出和欣（井笠動物医療センター・小出動物病院）、鳥巣至道（酪農学園大学）、石垣久美子（日本大学）
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「レビュー」
「背側減圧術」
「腹側減圧術」
「伸延固定術」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤岡　透（倉敷動物医療センター）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・田中　宏（中山獣医科病院）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・井上賀之（宮崎大学）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・神志那弘明（岐阜大学）

『犬の頸部椎間板ヘルニアに対する外科治療』
座長：西田英高（大阪府立大学）、 藤岡　透（倉敷動物医療センター）

2

症例検討： 脊椎外科症例検討会
座長：北川勝人（日本大学）、井尻篤木（アツキ動物医療センター）
柴田光啓（ルカどうぶつ二次診療クリニック）、長井　新（烏城ペットクリニック）

症例検討
開催予定



ライブ配信タイムテーブル 大会参加のご案内
軟部組織外科麻酔 / 疼痛管理 整形外科

症例検討
※ 開催予定

症例検討 症例検討

14：00

17：00

318
金曜日

軟部組織外科麻酔 / 疼痛管理 整形外科

パネルディスカッション パネルディスカッション
1

09：00

12：00

一般演題一般演題 一般演題

14：00

17：00

319
土曜日

軟部組織外科麻酔 / 疼痛管理 整形外科
09：00

12：00

14：00

17：00

320
日曜日

ライブ配信のみ行い、見逃し配信はありません。症例検討

シンポジウム パネルディスカッション

一般演題

周術期疼痛管理を
トータルコーディネート!

小型犬の橈尺骨骨折：
プレート固定、 創外固定
それぞれの治癒過程比較

副腎腫瘍を攻略する

※一般演題のライブ配信日程は、演題数により変更となる場合があります。 変更については大会サイトに掲載致します。

シンポジウム

シンポジウム パネルディスカッション
2

一般演題一般演題 一般演題

猫のうっ血性心不全を考える 
～フロセミド、ピモベンダン、＋α？～

犬の頸部椎間板ヘルニア
に対する外科治療

内視鏡外科と
Open Surgeryの比較検討

※一般演題のライブ配信日程は、演題数により変更となる場合があります。 変更については大会サイトに掲載致します。

各講演はオンデマンド配信にてもご視聴いただけます。 ライブ当日は、リアルタイムでディスカッ
ションを行います。ライブ内容は、会期終了まで見逃し配信を致します。

演題はオンデマンド配信にてもご視聴いただけます。 ライブ当日に行う質疑応答の見逃し配信は
ありません。

参加登録期間

参加費

参加登録および会期中のアクセス方法

事前登録

参加費のお支払い

（会期前） 2022年1月10日（月） 3月15日（火）
直前登録

事前登録 8,000円

10,000円

14,000円

16,000円

1,000円

3,000円

会 員 非 会 員 学 生

直前登録

（会期中） 2022年3月16日（水） 4月4日（月）

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 大学生・大学院生（※）

※研修生・研修医は「会員」あるいは「非会員」でお申し込み下さい。

学術集会サイト（https://www.jsvas.net/ezm/2021-103/）にアクセスします。 開催概要欄の下に、参加登録のご案内が
あります。 該当する申込区分の「参加登録はこちら」をクリックして下さい。

オンラインネットショップへ移動します。 画面右「カートに入れる」をクリック、「ゲスト購入する」を選択し、手続きを進めて下さい。

登録時のメールアドレスは、開催前のリマインドメールや、会期中のお知らせに使用致します。 日頃からお使いになるアドレス
をご登録いただけますようお願い致します。

購入完了後、自動返信メールが届きます。メールに記載の「オーダー番号」は、大会サイトのログインに必要なパスワードとな
りますので、大切に保管をお願い致します。 なお、返信メールが届かない場合は必ず事務局（online@jsvas.net）へお問い合
わせ下さい。

会期中のログイン方法
学術集会サイト（https://www.jsvas.net/ezm/2021-103/）にアクセスします。 学術集会会期初日より、トップページに
「ログイン」画面が表示されます。

ログインには、参加登録に使用した「メールアドレス」と、返信メールに記載の「オーダー番号」が必要となります。 ID（e-mail）欄
に「メールアドレス」を、パスワード欄に「オーダー番号」を入力して下さい。

直前登録の場合、登録情報のログイン反映まで営業日1日を頂戴致します。（平日10:00～18:00）ご登録後すぐにはログイン
ができない場合がございますので、ご了承のほどをお願い申し上げます。

Zoomライブ配信の視聴参加
ビデオ会議システムZoomを使用致します。あらかじめ、視聴するデバイス（PC、スマートフォン、タブレット等）にZoomアプ
リケーションをインストールしてご準備下さい。参加者の方は視聴のみ行うことができ、ビデオ・マイクを使用することはあり
ません。
ライブ当日は、学術集会サイトへログインし、視聴するプログラムのZoomのリンクボタンをクリックして下さい。セキュリティの
観点から、メールでの通知は致しませんのでご注意下さい。

開始時刻の15分前からZoomへ入室可能です。開始までは、待機画面が表示されます。

セッション内容や演題に対するご質問は、「Q&A」よりお送り下さい。時間の制約上、すべての質問にお答えできない場合があり
ます。 あらかじめご了解下さい。
ライブ配信中のお問い合わせは、電話（03-5918-8070）にてご連絡下さい。

1/10(月)から
受付開始します

https://onlineseminar.stores.jp/

パネルディスカッション
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トータルコーディネート!
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副腎腫瘍を攻略する

※一般演題のライブ配信日程は、演題数により変更となる場合があります。 変更については大会サイトに掲載致します。

シンポジウム

シンポジウム パネルディスカッション
2

一般演題一般演題 一般演題

猫のうっ血性心不全を考える 
～フロセミド、ピモベンダン、＋α？～

犬の頸部椎間板ヘルニア
に対する外科治療

内視鏡外科と
Open Surgeryの比較検討

※一般演題のライブ配信日程は、演題数により変更となる場合があります。 変更については大会サイトに掲載致します。

各講演はオンデマンド配信にてもご視聴いただけます。 ライブ当日は、リアルタイムでディスカッ
ションを行います。ライブ内容は、会期終了まで見逃し配信を致します。

演題はオンデマンド配信にてもご視聴いただけます。 ライブ当日に行う質疑応答の見逃し配信は
ありません。

参加登録期間

参加費

参加登録および会期中のアクセス方法

事前登録

参加費のお支払い

（会期前） 2022年1月10日（月） 3月15日（火）
直前登録

事前登録 8,000円

10,000円

14,000円

16,000円

1,000円

3,000円

会 員 非 会 員 学 生

直前登録

（会期中） 2022年3月16日（水） 4月4日（月）

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 大学生・大学院生（※）

※研修生・研修医は「会員」あるいは「非会員」でお申し込み下さい。

学術集会サイト（https://www.jsvas.net/ezm/2021-103/）にアクセスします。 開催概要欄の下に、参加登録のご案内が
あります。 該当する申込区分の「参加登録はこちら」をクリックして下さい。

オンラインネットショップへ移動します。 画面右「カートに入れる」をクリック、「ゲスト購入する」を選択し、手続きを進めて下さい。

登録時のメールアドレスは、開催前のリマインドメールや、会期中のお知らせに使用致します。 日頃からお使いになるアドレス
をご登録いただけますようお願い致します。

購入完了後、自動返信メールが届きます。メールに記載の「オーダー番号」は、大会サイトのログインに必要なパスワードとな
りますので、大切に保管をお願い致します。 なお、返信メールが届かない場合は必ず事務局（online@jsvas.net）へお問い合
わせ下さい。

会期中のログイン方法
学術集会サイト（https://www.jsvas.net/ezm/2021-103/）にアクセスします。 学術集会会期初日より、トップページに
「ログイン」画面が表示されます。

ログインには、参加登録に使用した「メールアドレス」と、返信メールに記載の「オーダー番号」が必要となります。 ID（e-mail）欄
に「メールアドレス」を、パスワード欄に「オーダー番号」を入力して下さい。

直前登録の場合、登録情報のログイン反映まで営業日1日を頂戴致します。（平日10:00～18:00）ご登録後すぐにはログイン
ができない場合がございますので、ご了承のほどをお願い申し上げます。

Zoomライブ配信の視聴参加
ビデオ会議システムZoomを使用致します。あらかじめ、視聴するデバイス（PC、スマートフォン、タブレット等）にZoomアプ
リケーションをインストールしてご準備下さい。参加者の方は視聴のみ行うことができ、ビデオ・マイクを使用することはあり
ません。
ライブ当日は、学術集会サイトへログインし、視聴するプログラムのZoomのリンクボタンをクリックして下さい。セキュリティの
観点から、メールでの通知は致しませんのでご注意下さい。

開始時刻の15分前からZoomへ入室可能です。開始までは、待機画面が表示されます。

セッション内容や演題に対するご質問は、「Q&A」よりお送り下さい。時間の制約上、すべての質問にお答えできない場合があり
ます。 あらかじめご了解下さい。
ライブ配信中のお問い合わせは、電話（03-5918-8070）にてご連絡下さい。

1/10(月)から
受付開始します

https://onlineseminar.stores.jp/

パネルディスカッション
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オンライン学術集会
日本獣医麻酔外科学会年

度

日本獣医内視鏡外科研究会同時開催

318 Fri 319 Sat 320 Sun

見逃し配信期間 2022年 3月21日（月）　  4月4日（月）

����������������������������������
ライブ当日は講演動画を紹介後、ディスカッションをライブにて行います。
なお、一般演題のライブ配信日程は、演題数により変更となる場合があります。
変更については学術集会サイトに掲載致します。

お問い合わせ　オンライン学術集会事務局 〒174-0051　東京都板橋区小豆沢 2-9-19  TEL：03-5918-8070　FAX：03-5918-8080
E-mail：online@jsvas.net　　URL：www.jsvas.net

最新情報は学術集会サイトにてお知らせいたします 

公益社団法人北海道獣医師会
一般社団法人岩手県獣医師会
公益社団法人宮城県獣医師会
公益社団法人仙台市獣医師会
公益社団法人茨城県獣医師会
公益社団法人栃木県獣医師会
公益社団法人群馬県獣医師会
公益社団法人埼玉県獣医師会
公益社団法人千葉県獣医師会
公益社団法人神奈川県獣医師会
公益社団法人横浜市獣医師会
公益社団法人川崎市獣医師会
公益社団法人東京都獣医師会
公益社団法人新潟県獣医師会

公益社団法人石川県獣医師会
公益社団法人福井県獣医師会
一般社団法人長野県獣医師会
公益社団法人静岡県獣医師会
公益社団法人愛知県獣医師会
公益社団法人名古屋市獣医師会
公益社団法人三重県獣医師会
公益社団法人滋賀県獣医師会
公益社団法人京都府獣医師会
公益社団法人大阪府獣医師会
一般社団法人兵庫県獣医師会
公益社団法人奈良県獣医師会
公益社団法人和歌山県獣医師会
公益社団法人京都市獣医師会

公益社団法人大阪市獣医師会
公益社団法人神戸市獣医師会
公益社団法人鳥取県獣医師会
公益社団法人島根県獣医師会
公益社団法人岡山県獣医師会
公益社団法人広島県獣医師会
公益社団法人福岡県獣医師会
公益社団法人長崎県獣医師会
一般社団法人熊本県獣医師会
公益社団法人大分県獣医師会
一般社団法人宮崎県獣医師会
公益社団法人鹿児島県獣医師会
公益社団法人北九州市獣医師会

下記獣医師会様よりご後援を頂いております


