
最新情報はホームページ、SNS、会員メール
にてご確認下さい。

最新情報は学会ホームページにてお知らせいたします 

公益社団法人北海道獣医師会
公益社団法人青森県獣医師会
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
公益社団法人秋田県獣医師会
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
公益社団法人富山県獣医師会
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
公益社団法人岐阜県獣医師会
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
公益社団法人山口県獣医師会
公益社団法人徳島県獣医師会
公益社団法人香川県獣医師会
公益社団法人愛媛県獣医師会
公益社団法人高知県獣医師会
公益社団法人福岡県獣医師会
公益社団法人佐賀県獣医師会
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
公益社団法人沖縄県獣医師会
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

一般社団法人 日本獣医麻酔外科学会学術集会事務局

日本獣医麻酔外科学会では集会時に託児所の併設を行っており
ますが、今回はコロナ禍で幼児、保母の両方の感染リスクを考慮
して併設しないことになりました。ご了承ください。

福岡県福岡市博多区石城町２－１ Zoom同時ライブ配信

学会の活動・学術集会開催情報をいち早くお届けします。
「@979trwll」で検索 または QRコードより友だち追加

是非ご活用下さい！

コロナウイルス感染症に伴う社会情勢を鑑み、すべてのプログラムを完全オンライン開催に変更とする場合があります
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教育講演
■

■

■

リフレッシャーコース
■

■

■

シンポジウム
脊椎脱臼・不安定症の診断と治療

■

■

■

北川 勝人（日本大学）、 神志那 弘明（KyotoAR動物高度医療センター）座長：

パネルディスカッション
足根関節の外傷性脱臼と骨折

■

■

■

■

清水 美希（東京農工大学）、 枝村 一弥（日本大学）座長：

症例検討会 骨折症例検討会
藤木　誠（鹿児島大学）、 樋口 雅仁（動物整形外科病院）、 
森　淳和（ONE for Animals、ONEどうぶつ整形外科センター 東京）

座長：

■

■

■

映像で魅せる！犬の大腿骨骨折プレーティングの極意
川田　睦（ネオベッツVRセンター）座長：

ネオベッツVRセンター　川田　 睦
動物整形外科病院　　　樋口 雅仁　　　コーネル大学　林　慶

教育講演
リフレッシャーコース
シンポジウム
パネルディスカッション
症例検討会
一般演題

レジデントによる
若手獣医師のためのBasicセミナー
アワード受賞記念講演

ICT・外科技術講習
麻酔認定医制度説明会

金 12 24土 12 25日 12 26月 1 9 月

コロナウイルス感染症に伴う社会情勢を鑑み、すべてのプログラムを完全オンライン開催に変更とする場合があります。講演者の方
におかれましては、講演方法の変更の可能性がございますので、あらかじめご了解下さい。スライド動画作成でお困りの際には、日本
獣医麻酔外科学会内ICTワーキンググループによる技術的な解決策のご提案ができますので事務局までお問い合わせください。

ICTワーキンググループによる技術的な解決策のご提案ができます

福岡国際会議場にて開催

program開催形式・配信期間のご案内

プログラム

同時Zoomライブ配信

見逃し配信

整形外科

ICTワーキンググループ 【整形外科委員会合同企画】

2022 年度第 105 回日本獣医麻酔外科学会学術集会は対面会場およびオンライン上でのハイブリッド開催と致します。
日本獣医麻酔外科学会および日本獣医内視鏡外科研究会主催のプログラムはZoomライブ配信及び見逃し配信を行います。

交通アクセス

会　場 福岡国際会議場
〒812-0032 福岡県福岡市博多区石城町２－１

詳細は会場ホームページ（https://www.marinemesse.or.jp/congress/access/）
をご参照下さい

猫の骨関節疾患…………………………………………………………………………………  日本大学　枝村 一弥
成長板骨折 …………………………………………………………………………………… 鹿児島大学　藤木　 誠
水頭症の診断と治療…………………………………………………………… ネオベッツVRセンター　王寺 　隆

前肢跛行の診断…………………………………………………………………………………  麻布大学　一戸 登夢
上腕骨骨折 ……………………………………………………………………………………… 北里大学　左近允 巌
ハンセン2型椎間板ヘルニアの診断と治療………………………………………………　宮崎大学　井上 賀之

先天性疾患 ………………………………………………………………… YPC東京動物整形外科病院　高橋 文孝
外傷性疾患 ………………………………………………………………………………とがさき動物病院　灰井 康佑
変性性疾患……………………………………………………………………………大阪公立大学　西田 英高

レビュー …………………………………………………………………………………… 東京農工大学　清水 美希
私の診断法と治療法 1……………………………… ファーブル動物医療センター、宇治動物病院　野尻 紋美
私の診断法と治療法 2……………………………………………………………………… 東京大学　本阿彌 宗紀
私の診断法と治療法 3……………………………………………………………… 動物整形外科病院　樋口 雅仁

骨形成不全症が疑われる両側大腿骨骨折の１例 …………………………………横浜青葉どうぶつ病院　古田 健介
両側大腿骨頭すべり症の猫の 1例 ……………………………………………… アイビー動物クリニック　江畑 健二
成長期の橈尺骨遠位骨幹端骨折の柴犬の 1例 ………………………………… ケントペットクリニック　福井 健人

講師：

テーマ

テーマ

program

テーマ

● 西鉄福岡（天神）駅より徒歩 22 分
● JR 博多駅より徒歩 27 分

● 地下鉄呉服駅より徒歩 12 分
● 地下鉄中洲川端駅より徒歩 15 分
● 天神駅より徒歩 22 分

● 博多駅よりバスも利用できます

外科技術講習

当日の会場参加・WEB参加のいずれの参加方法でも
学術集会サイトにて見逃し配信を視聴いただけます。
但し、見逃し配信期間中の質疑応答はございません。
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テーマ

● 西鉄福岡（天神）駅より徒歩 22 分
● JR 博多駅より徒歩 27 分
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当日の会場参加・WEB参加のいずれの参加方法でも
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但し、見逃し配信期間中の質疑応答はございません。



教育講演
■

■

リフレッシャーコース
■

■

シンポジウム
ヒヤリハット症例から学ぶ周術期管理

■

■

■

金　尚昊（北海道大学）、 金子 泰之（宮崎大学）、 伊東 輝夫（青葉動物病院）座長：

シンポジウム
犬と猫における内視鏡外科を用いた最適な不妊手術のための最新情報

雌の不妊手術における手術関連リスクと特に腫瘍との関係
手術法（内視鏡外科）でのコツ
手術法（内視鏡外科）でのコツ
雌の不妊手術の合併症と卵巣摘出術か卵巣子宮摘出術かの比較検討

■
■
■
■

　　　　　　　　　　　 ………………………………鳥取大学　天羽 隆男
　　　　　　 ………………………………………………………………麻布大学　金井 詠一
　　　　　 ………………………………クウ動物病院動物内視鏡医療センター　吉田 宗則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 …………………日本大学　浅野 和之

中市 統三（山口大学）、 石垣 久美子（日本大学）座長：

パネルディスカッション
四肢の体表外科

福井　翔（江別白樺通りアニマルクリニック）、 星野 有希（岩手大学）、 高木　哲（麻布大学）座長：

症例検討会

日本獣医内視鏡外科研究会

教育講演
■
■
■

リフレッシャーコース
■
■
■

シンポジウム
犬猫の血栓症発症リスクと抗血栓薬治療に関連するエビデンスをもとに救急対応を考える
■
■
■

症例検討会 片側乳腺全切除術の症例検討
井芹 俊恵（東京農工大学）、石塚 友人 （VES）座長：

パネルディスカッション
猫の周術期疼痛管理、どうしていますか？

酪農学園大学　伊丹 貴晴　　　東京大学附属動物医療センター　鎌田 正利
岡山理科大学　神田 鉄平　　　日本動物高度医療センター　　  飯塚 智也

長濱 正太郎 （一般社団法人 日本動物麻酔科医協会）、 柴田 早苗 （岐阜大学）座長：

（12月23日（金）16:30 -18:00）

 

技術認定制度講習会 レベル３2022年度
（詳細は研究会のホームページをご参照ください。） http://jsves.kenkyuukai.jp/日本獣医内視鏡研究会からのお知らせ

軟部組織外科

麻酔 / 疼痛管理

止血異常の診断と止血法 /止血製剤 …………………………………………井笠動物医療センター　小出 和欣
膵臓の外科 …………………………………………………………………………………………東京大学　西村 亮平

胃拡張捻転症候群……………………………………………………………………………折尾動物病院　永野 慎一
精巣腫瘍の診断と治療…………………………………………………………………………… 岐阜大学　森　 　崇

副腎腫瘍の外科の周術期 …………………………………………………………………………… 北海道大学　 細谷 謙次
消化管の外科の周術期 ……………………………………………………日本動物高度医療センター　山﨑 寛文
膀胱尿道の外科の周術期 ………………………………………………………………………北里大学　岩井 聡美

周術期管理 11   神経系に異常のある動物の麻酔管理………………………………酪農学園大学　佐野 忠士
安楽死の考え方 ………………………………………… 鹿児島大学　浅野　 淳　鹿児島大学　瀬戸山 健太郎
血小板減少症に対する救急初期対応 ………………………………………ペットクリニックハレルヤ　高橋 義明

周術期の心疾患症例に対する治療 ……………………………………………………………麻布大学　藤井 洋子
周術期管理 11   麻酔と神経系…………………………………………………………………鳥取大学　村端 悠介
血液エマージェンシーに対する救急アプローチ
貧血の鑑別と初期治療戦略 ……………………………………………………… 日本小動物医療センター　森田　 肇

ヘパリン　未分画？ 低分子？ 何が違う?…………………………………………どうぶつの総合病院　佐藤 雅彦
クロピドグレルの適応とモニタリング………………………………………………… 帯広畜産大学　吉田 智彦
リバロキサバンの使い所はいかに？……………………………………………………… 鹿児島大学　高橋 　雅

高橋ペットクリニック　藁戸 由樹　　　小島獣医院／あすなろ動物病院　　小島 健太郎
大津動物クリニック　 藤本 晋輔　　　やさか動物病院　  大石 太郎

症例提供：

講師：北海道大学    木之下 怜平
日本小動物医療センター　藤田　 　淳
松原動物医療センター 　小山田 和央

講師：

日本獣医麻酔外科学会では、国内における臨床麻酔・疼痛管理の発展および安全性向上を目的に麻酔認定医制度の
導入準備を進めています。本プログラムでは麻酔認定医制度概要について説明します。

program

詳細が決まりましたら、学会ホームページにてお知らせいたします。

program
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麻酔認定医制度説明会
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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

参加費のお支払い

事前登録 10,000円

12,000円

16,000円

18,000円

1,000円

3,000円

会　員 非 会 員 学　生

直前登録

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。

https://onlineseminar.stores.jp/ にアクセスして下さい。 該当する申込区分を選択してお申し込み下さい。

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。

会期中及び見逃し配信期間中のログイン方法
学術集会サイト（https://www.jsvas.net/ezm/2022-105/）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約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。

11月1日(火)より
受付開始します
https://onlineseminar.stores.jp/

事前登録

直前登録

2022年 11月 1日（火）　　　 12月9日（金）

2022年 12月10日（土）　　　 1月5日（木）

タイムテーブル 参加のご案内

 第1会場
13：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

17：00

18：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

17：00

18：00

14：00

17：00

第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場

映像で魅せる！
犬の大腿骨骨折

プレーティングの極意

犬と猫における
内視鏡外科を用いた
最適な不妊手術のための

最新情報

シンポジウム

技術認定制度講習会

12 23 金

症例検討会

パネルディスカッション シンポジウム シンポジウム

パネルディスカッションパネルディスカッション
シンポジウム

麻酔認定医制度説明会

症例検討会

症例検討会

懇親会（サンパレス）

ランチョンセミナー ランチョンセミナー

リフレッシャーコース

一般演題

一般演題

一般演題 一般演題

一般演題 一般演題

一般演題

一般演題

展 示

12 24 土

ランチョンセミナー ランチョンセミナー ランチョンセミナー ランチョンセミナー

展 示

12 25 日

整形外科 軟部組織外科 麻酔/疼痛管理

整形外科 軟部組織外科 麻酔/疼痛管理

日本獣医内視鏡外科研究会ICTワーキンググループ

周術期の心疾患症例に対する治療

リフレッシャーコース
周術期管理 11  麻酔と神経系

リフレッシャーコース
血液エマージェンシーに対する

救急アプローチ

リフレッシャーコース
胃拡張捻転症候群

リフレッシャーコース
精巣腫瘍の診断と治療

教育講演
止血異常の診断と止血法 /止血製剤

教育講演

アワード受賞者
 記念講演

膵臓の外科
教育講演
周術期管理 11

神経系に異常のある動物の麻酔管理 

教育講演
猫の骨関節疾患

教育講演
安楽死の考え方

教育講演
成長板骨折

教育講演
血小板減少症に対する救急初期対応

教育講演
水頭症の診断と治療

脊椎脱臼・不安定症の
診断と治療

猫の周術期疼痛管理、
どうしていますか？

ヒヤリハット症例から学ぶ
周術期管理

リフレッシャーコース
前肢跛行の診断

リフレッシャーコース
上腕骨骨折

リフレッシャーコース
ハンセン2型椎間板ヘルニアの

診断と治療

足根関節の
外傷性脱臼と骨折

犬猫の血栓症発症リスクと
抗血栓薬治療に関連する
エビデンスをもとに
救急対応を考える

四肢の体表外科

2023年 

レジデントによる若手獣医師のためのBasicセミナー

18：00-20：00

 第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場

 第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場

外科技術講習

骨折症例検討会片側乳腺全切除術の症例検討

2022年 
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診断と治療

足根関節の
外傷性脱臼と骨折

犬猫の血栓症発症リスクと
抗血栓薬治療に関連する
エビデンスをもとに
救急対応を考える

四肢の体表外科

2023年 

レジデントによる若手獣医師のためのBasicセミナー

18：00-20：00

 第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場

 第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場

外科技術講習

骨折症例検討会片側乳腺全切除術の症例検討

2022年 



最新情報はホームページ、SNS、会員メール
にてご確認下さい。

最新情報は学会ホームページにてお知らせいたします 

公益社団法人北海道獣医師会
公益社団法人青森県獣医師会
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
公益社団法人秋田県獣医師会
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
公益社団法人富山県獣医師会
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
公益社団法人岐阜県獣医師会
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
公益社団法人山口県獣医師会
公益社団法人徳島県獣医師会
公益社団法人香川県獣医師会
公益社団法人愛媛県獣医師会
公益社団法人高知県獣医師会
公益社団法人福岡県獣医師会
公益社団法人佐賀県獣医師会
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
公益社団法人沖縄県獣医師会
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

一般社団法人 日本獣医麻酔外科学会学術集会事務局

日本獣医麻酔外科学会では集会時に託児所の併設を行っており
ますが、今回はコロナ禍で幼児、保母の両方の感染リスクを考慮
して併設しないことになりました。ご了承ください。

福岡県福岡市博多区石城町２－１ Zoom同時ライブ配信

学会の活動・学術集会開催情報をいち早くお届けします。
「@979trwll」で検索 または QRコードより友だち追加

是非ご活用下さい！

コロナウイルス感染症に伴う社会情勢を鑑み、すべてのプログラムを完全オンライン開催に変更とする場合があります


