
最新の情報は各学会 HP に掲載しますので必ずご確認ください



■日本獣医麻酔外科学会へ一般演題を登録される場合は下記事項に注意してください
1. 一般講演には「症例報告」と「研究報告」があります。
2.  日本獣医麻酔外科学会・一般演題では、アワード審査希望演題の中から優秀演題に対してアワードを授与します。なお、アワードは

獣医外科学または獣医麻酔学の発展に貢献する内容におくられます。
3. 過去に他の学会で口頭あるいはポスター発表している演題は受け付けません。
4.  実験動物あるいは生体材料（血液、細胞など）を使用した研究については、所属機関の審査を受け承認されており、科学的であること

は勿論なこと、実験動物を使用している場合は、動物福祉の観点からも適切に遂行されていること。
5.  症例に対して「新規の治療法を適用した検討」もしくは「国内未承認の医薬品や医療器材を使用した検討」では、飼い主の許可、および

病院長の承諾が得られていること。
●�「症例報告」と「研究報告」：「症例報告」とは「5 例未満の臨床症例をまとめたものであり、新規性あるいは希少性があるもの」が該当します。

一方、「研究報告」とは「研究の結論を導くために統計学的解析が行われているもの」を意味し、これには、「5 例以上の臨床症例を対象とし
て行われた回顧的研究、あるいは前向きに検討した臨床研究」そして「実験動物を使用した実験研究」などが含まれます。

●�本文の書き方：「症例報告」では【はじめに】、【症例】、【臨床経過】、そして【考察】、「研究報告」では【はじめに】、【材料（あるいは症例）と方法】、
【成績】、【考察】、そして【結論】の順に書いてください。

■日本獣医循環器学会にて一般演題の発表及び症例検討会の症例発表を希望される先生へ
　日本獣医循環器学会の一般演題および症例検討会につきまして、演題の採否および発表日時は大会長にご一任下さい。結果は学会 
ホームページ（http://www.jsvc.jp/）に掲載致します。
※症例検討会で症例発表を希望する方は、平川篤大会長宛メール（c-atsu@izu.bbiq.jp）で直接連絡をして下さい。

若手獣医師による若手獣医師のための Basic セミナー
日本獣医麻酔外科学会では、若手獣医師による演題を募集します。このセミナーは、専門的知識や技術の取得を目指している若手獣医師 
に教育講演の機会を設けることを目的としています。是非とも積極的に応募してください。1演題は45分、合計4演題を募集します。

応募要領  ・Microsoft Word で作成の上、A4 横書きで 3 ページまで、字数は全体で 4500 字以内としてください。
・抄録は「タイトル」、「名前（所属）」、「本文」の順で構成してください。
・演題名は御自身でお考えください。

応募締切   2016 年 10 月 15 日（土）　　 応募先   endai@goudougakkai.com

演題募集

会員・
後援獣医師会員 非会員 学生・大学研修医

当日登録のみ・要学生証提示
アジア獣医外科 

学会

事前登録 10,000円 14,000円 10,000円
（事前登録・当日登録同額、

懇親会費含む。）

日本国内の先生は、左記
参加費にてご登録下さい。

当日登録 12,000円 16,000円 2,000円

情報交換会 5,000円

■事前登録振込先�
 ゆうちょ銀行 口座番号：00130-3-639016 
 口座名：2016年秋季合同学会 
※郵便振替払込取扱票にて、2016年10月31日㈪
までにお払い込み下さい。払い込みの確認で事前登録
とさせていただきます。当日不参加の場合のご返金はで
きませんのでご了承ください。

参加費

演題登録 ▶ https://www.goudougakkai.com/endai/16a.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。
各学会ホームページからもアクセスできます。

抄録作成要領 1：Microsoft Word で作成してください。
2：A4 横書きで 1 ページのみ、字数は全体で 1475 字以内としてください。
3： 最上段に演題の「タイトル」、「名前（所属）」、そして「本文」の間にそれぞれ

1 行空けてください。なお、発表者氏名の前に「○」を付けてください。

応募締切 ▶応募締切：2016年10月15日（土）
プレゼンテーション用データの事前提出は予定していません。学会開催時に 
御自身のノートパソコン、あるいはデータ（USB メモリ）をお持ちいただく予定 
です。詳細は発表者宛に後日ご連絡します。

● 日本獣医麻酔外科学会では、学生などの学会発表に最低限の旅費を支援しています。詳しくはホームページをご覧下さい ●



■日本獣医循環器学会����������������������������������������
シンポジウム
『呼吸と循環を考える』

座長：末松正広（AMC末松どうぶつ病院）　手島健次（日本大学）

1.  循環器認定医が知っておかないといけない呼吸器疾患：山谷吉樹（日本大学）

2. 鑑別診断のための無麻酔CTの現状：谷浦督規（谷浦動物病院）

3. 呼吸器疾患に関連した肺高血圧の治療：中村健介（北海道大学）

4. 総合討論
教育講演1

座長：高野裕史（JASMIN動物循環器センター）　安藤崇則（ハートウィル動物病院）

『インターベンションの現状』
1. 動脈管開存症：青木卓磨（麻布大学）

2. 肺動脈弁狭窄：千村収一（千村どうぶつ病院）

3. 総合討論

教育講演2
座長：平川　篤（ペットクリニックハレルヤ）

拘束型心筋症の診断と治療：岩永孝治（東京心臓病センター）

認定医講習会
4. 先天性心疾患の基礎1：千村収一（千村どうぶつ病院）

5. 先天性心疾患の基礎2：千村収一（千村どうぶつ病院）

10. 血管伸展性と動静脈系の機能：勝田新一郎（福島県立医科大学）

11. 循環の神経性調節：勝田新一郎（福島県立医科大学）

症例検討会
座長：上村利也（かみむら動物病院）　堀　泰智（酪農学園大学）

■日本獣医麻酔外科学会���������������������������������������
【整形外科】
リフレッシャーコース

1. 術前手術計画と術後のアセスメント：林　慶（コーネル大学）

2. 椎間板ヘルニアに対する様々な手術法について：宇根 智（ネオベッツVRセンター）

教育講演
1. 開放骨折の対応：樋口雅仁（動物整形外科病院）

2. 末梢神経障害への対応：板本和仁（山口大学）

シンポジウム
『動物種における骨折対応の違いとピットフォール』

座長：原　康（日本獣医生命科学大学）　佐々井浩志（北須磨動物病院）
オーバービュー：樋口雅仁（動物整形外科病院）

1. 犬の骨折、特徴と対応：櫻田　晃（さくらだ動物病院）

2. 猫の骨折、特徴と対応：左近允　巌（北里大学）

3. 大動物（牛）の骨折、特徴と対応：日高勇一（宮崎大学）

4. ウサギ骨折、特徴と対応：本阿彌宗紀（東京大学）

パネルディスカッション
『椎間板ヘルニアに対する、それぞれの対応』

座長：中山正成（中山獣医科病院）　諸角元二（とがさき動物病院）
画像アドバイザー：夏堀雅宏（北里大学）

1. 断層撮影装置を持たない民間診療施設での対応：東田周三（ベル動物病院）

2. 断層撮影装置（MRI）を持つ民間施設での対応：杉山伸樹（海の中道動物病院）

3. 鹿児島大学での対応：藤木　誠（鹿児島大学）

4. 宮崎大学での対応：浅沼武敏（宮崎大学）

【軟部組織外科】
リフレッシャーコース

1. 断脚：入江充洋（四国動物医療センター）

2. 組織の取り扱い：秋吉秀保（大阪府立大学）

教育講演
1. 周術期栄養管理：大崎智弘（鳥取大学）

2. 膵臓の外科：関　真美子（日本大学）

シンポジウム
『肺腫瘍の治療戦略』

座長：宇根　智（ネオベッツVRセンター）　小出和欣（小出動物病院）

1. 戸島篤史（ウッディ動物病院）

2. 細谷謙次（北海道大学）

3. 高島一昭（公益財団法人 動物臨床医学研究所）

パネルディスカッション
『短頭種気道症候群の治療』

座長：鳥巣至道（宮崎大学）　秋吉秀保（大阪府立大学）

1. 城下幸仁（相模が丘動物病院）

2. 米澤　覚（アトム動物病院）

3. 高木　哲（北海道大学）

【麻酔・疼痛管理委員会】
リフレッシャーコース

1. 人工呼吸管理の理解：山谷吉樹（日本大学）

2. パルスオキシメーターを使いこなす！：井芹俊恵（山口大学）

教育講演
1. 麻酔管理中の不整脈と対応：藤井洋子（麻布大学）

2. 神経ブロックの有用性の普及：長濱正太郎（東京大学）

シンポジウム
『短頭種の麻酔管理』

座長：手島健次（日本大学）　柳川将志（帯広畜産大学）

1. 末松正弘（AMC末松動物病院）

2. 長濱正太郎（東京大学）

3. 佐野忠士（酪農学園大学）

パネルディスカッション
『RECOVER Guidelinesをもう一度！』

座長：山下和人（酪農学園大学）　永延清和（宮崎大学）

1. 飯村　真（福岡夜間救急動物病院）

2. 西尾里志（動物救急センター練馬）

3. 阪本雄一郎（佐賀医科大学）

 日本獣医麻酔外科学会サテライトセミナー
　㈱V and P（VetzPetz） ・Johnson & Johnson㈱ ・ 東芝医療用品㈱ 

 ランチョンセミナー
　共立製薬㈱・富士フイルムモノリス㈱・㈱V and P（VetzPetz）・ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン㈱・DSファーマアニマルヘルス㈱

■第6回アジア獣医外科学会 ������������������������������������

■特別講演���������������������������������������������
『新生児医療における呼吸循環管理の進歩』

茨　聡（鹿児島市立病院）

■合同企画���������������������������������������������
1. 「温故知新」
　坂本　紘（鹿児島大学名誉教授）

2. 「整形外科症例検討会」
モデレーター：川田　睦（ネオベッツVRセンター）

　1）櫻田　晃（さくらだ動物病院）

　2）東田周三（ベル動物病院）

　3）本阿彌宗紀（東京大学）

　4）戸次辰郎（ネオベッツVRセンター）

　5）岡村　優（ACプラザ苅谷動物病院明治通り病院）

※詳細は、2016年秋季合同学会HPをご参照下さい。
10/24㈪12：00より募集を開始いたします。それ以前の
応募は受け付けておりませんのでご了承ください。
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2016. 12/2金� ■展示会場 501《5F》12：00〜18：00

2016. 12/1木・12/4日
日本獣医麻酔外科学会�サテライトセミナー

12/1木 ㈱ V and P（VetzPetz） 「前十字靭帯断裂に対する TPLO 実習」
12/4日 Johnson & Johnson ㈱ 「TPLO セミナー」
 東芝医療用品㈱ 「心エコー実技セミナー」

2016. 12/3土� ■展示会場 501《5F》9：00〜16：00

time table（プログラムについては変更になる場合があります）

9：30-10：30
麻酔外科学会　軟部組織外科
リフレッシャーコース①

「断脚」
入江充洋（四国動物医療センター）

9：00-10：00
麻酔外科学会　軟部組織外科
リフレッシャーコース②

「組織の取り扱い」
秋吉秀保（大阪府大）

9：30-10：30
循環器学会
認定医講習会

「4. 先天性心疾患の基礎１」
千村収一（千村どうぶつ病院）

10:45-11:45
循環器学会
認定医講習会

「５. 先天性心疾患の基礎２」
千村収一（千村どうぶつ病院）

13:30-15:00

循環器学会
教育講演①

「インターベンションの現状」
1. 青木卓磨（麻布大）
2. 千村収一（千村どうぶつ病院）

15:00-16:30

循環器学会
教育講演②

「拘束型心筋症の診断と治療」
岩永孝治（東京心臓病センター）

9：30ｰ12：00

循環器学会

一般演題

1-10

13：30-16：30

循環器学会

一般演題

11-25

9：00ｰ12：00

循環器学会

症例検討会

9：30-10：30
麻酔外科学会　麻酔・疼痛管理

教育講演①
「麻酔管理中の不整脈と対応」

藤井洋子（麻布大）

10:45-11:45
麻酔外科学会　麻酔・疼痛管理
リフレッシャーコース①
「人工呼吸管理の理解」

山谷吉樹（日大）

9:00-12:00

麻酔外科学会

一般演題

21-32

14:30-17:30

麻酔外科学会

一般演題

32-44

13:30-16:00

麻酔外科学会

一般演題

11-20

9:30-12:00

麻酔外科学会

一般演題

1-10

14：30-15：30
麻酔外科学会　麻酔・疼痛管理

教育講演②
「神経ブロックの有用性の普及」

長濱正太郎（東大）

16:00-17:00
麻酔外科学会　麻酔・疼痛管理
リフレッシャーコース②

「パルスオキシメーターを使いこなす!」
井芹俊恵（山口大）

14:30-17:30

麻酔外科学会　整形外科

シンポジウム

「動物種における骨折対応の 
 違いとピットフォール」

9:00-12:00

麻酔外科学会　麻酔・疼痛管理

シンポジウム

「短頭種の麻酔管理」

14:30-17:30

麻酔外科学会　軟部組織外科

パネルディスカッション

「短頭種気道症候群の治療」

14:30-17:30

循環器学会

シンポジウム

「呼吸と循環を考える」

14：30-17：30

循環器学会

一般演題

25-39

10：30-11：30
麻酔外科学会　整形外科

教育講演②
「末梢神経障害への対応」

板本和仁（山口大）

9：30-10：30
麻酔外科学会　整形外科
リフレッシャーコース①

「術前手術計画と術後のアセスメント」
林　慶（コーネル大）

9：00-10：00
麻酔外科学会　整形外科
リフレッシャーコース②

「椎間板ヘルニアに対する 
 様々な手術法について」
宇根 智（ネオベッツVRセンター）

10：45-11：45
麻酔外科学会　整形外科

教育講演①
「開放骨折の対応」

樋口雅仁（動物整形外科病院）

18：00-20：00

情報交換会

10:45-11:45
麻酔外科学会　軟部組織外科

教育講演①
「周術期栄養管理」

大崎智弘（鳥取大）

10：30-11：30
麻酔外科学会　軟部組織外科

教育講演②
「膵臓の外科」
関　真美子（日大）

13：30-16：30

麻酔外科学会　整形外科

パネルディスカッション

「椎間板ヘルニアに対する、 
 それぞれの対応」

13:30-16:30

麻酔外科学会　軟部組織外科

シンポジウム

「肺腫瘍の治療戦略」

16:30-18:00

合同企画①

「温故知新」

坂本　紘（鹿大名誉教授）

18:00-19:00
若手獣医師Basic セミナー

12：00-13：00

ランチョンセミナー
提供：DS ファ−マアニマルヘルス㈱

12：00-13：00

ランチョンセミナー
提供：富士フイルムモノリス㈱

12：00-13：00

アジア獣医外科学会
理事会

12：00-13：00

日本獣医循環器学会
理事評議員会

18:00-19:00
若手獣医師Basic セミナー

18:00-19:00
若手獣医師Basic セミナー

18:00-19:00
若手獣医師Basic セミナー

12：00-13：00

ランチョンセミナー
提供：共立製薬㈱

12:00-13:00

ランチョンセミナー
提供： ベーリンガーインゲルハイム

ベトメディカジャパン㈱

12：00-13：00

ランチョンセミナー
提供：㈱ V and P（VetzPetz）

13:30-16:30

麻酔外科学会　麻酔・疼痛管理

パネルディスカッツション

「RECOVER Guidelinesを 
 もう一度！」

受　　付

受　　付

9：00-10：00
循環器学会
認定医講習会

「10. 血管伸展性と動静脈系の機能」
勝田新一郎（福島県立医大）

10：30-11：30
循環器学会
認定医講習会

「11. 循環の神経性調節」
勝田新一郎（福島県立医大）

13:00-14:30

特別講演
「新生児医療における呼吸循

環管理の進歩」
茨　聡（鹿児島市立病院）

9:00-12:00

アジア獣医外科学会

一般演題

1-12

14:30-17:00

アジア獣医外科学会

一般演題

13-22

17：30-19：00
合同企画②

整形外科症例検討会




