
開催期間

2021年8月16日　 〜8月29日月 日

オンデマンド配信は 　　　 まで視聴可能9月12日

20212021年度年度

第第102102回回

同時開催同時開催 日本獣医内視鏡外科研究会 日本獣医内視鏡外科研究会

日本獣医麻酔外科学会日本獣医麻酔外科学会
オンラインオンライン学術集会学術集会オンライン学術集会

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（大会問い合わせ）
URL：www.jsvas.net

AN
ESTHESIA & SURGERY 

JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY  

最新情報は大会サイトにてお知らせいたします 

講演動画は、8 月 16 日よりオンデマンド配信にて視聴できます。
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。

ライブの配信日程は、一般演題およびレジデントフォーラムの演題数によ
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。なお、見逃し配信の予定はございません。



整形外科
基調講演
「ヒトはなぜ，バナナの皮で滑って転ぶのか？ ― 滑りの仕組みと動物骨関節構造の功罪について ―」：馬渕清資（北里大学名誉教授・イグノー
ベル賞受賞者）

教育講演
「創外固定法の基礎」：原田恭治（日本獣医生命科学大学）
「全関節固定術の適応と予後」：森　淳和（ONEどうぶつ整形外科センター東京）
「馬尾症候群の診断と治療」：高橋文孝（YPC東京動物整形外科病院）

リフレッシャーコース
「脛腓骨骨折 〜犬と猫の違いから固定法戦略まで〜」：本阿彌宗紀（東京大学）
「関節の基本構造と関節液検査」：枝村一弥（日本大学）
「椎間板ヘルニアの術後管理」：西田英高（大阪府立大学）

シンポジウム
脳神経外科術中支援　座長：北川勝人（日本大学）、松永　悟（日本動物高度医療センター）

「脳神経外科術中支援レビュー」：北川勝人（日本大学）
「脳外科手術における、術中MRIの実際」：井尻篤木（アツキ動物医療センター）
「脳神経外科術中支援 -術中染色法-」：中野有希子（岐阜大学）
「脳外科手術におけるナビゲーションシステムと術中エコー」：伊藤大介（日本大学）

座談会

パネルディスカッション
小型犬の前十字靭帯疾患と膝蓋骨内方脱臼併発例に対する治療　座長：本阿彌宗紀（東京大学）、藤田幸弘（麻布大学）

「レビュー」：本阿彌宗紀（東京大学）
「関節外制動術（LS）を用いた整復法」：藤木　誠（鹿児島大学）
「脛骨高平部水平化骨切り術（TPLO）を用いた整復法」：戸次辰郎（ネオベッツVRセンター）
「脛骨粗面前進化術（TTA）を用いた整復法」：小川純也（小川犬猫病院）
リアルタイムディスカッション

軟部組織外科
基調講演
「Update on interventional techniques in veterinary surgery」：Chick Weisse（Director, Animal Medical Center, New York, USA）

教育講演
「乳腺腫瘍2021」：酒井俊和（酪農学園大学）
「腎臓の外科」：岩井聡美（北里大学）

リフレッシャーコース
「耳道の外科」：山下傑夫（日本高度動物医療センター）
「外科医ができる眼科手術とトラブル防止策」：都築圭子（東京大学）

シンポジウム
下部消化管の腫瘍外科　座長：浅野和之（日本大学）、高木　哲（麻布大学）、金子泰之（宮崎大学）

「解剖学」：市居　修（北海道大学）
「画像診断」：福田祥子（どうぶつの総合病院）
「外科療法」：藤田　淳（日本小動物医療センター、東京大学）
座談会

パネルディスカッション
会陰ヘルニア、私のこだわり　座長：廉澤　剛（日本小動物医療センター）、中川貴之（東京大学）、 岩井聡美（北里大学）

伊東輝夫（青葉動物病院）
関　真美子（日本大学）
生川幹洋（三重動物医療センター）
リアルタイムディスカッション

プログラム マークが表示されたプログラムはライブ配信を行います。配信スケジュールは裏面をご参照下さい。



協賛企業展示コーナー オンライン学術集会では、大会サイトにて企業展示コーナーをご用意しております。是非ご覧下さい。

麻酔/疼痛管理
基調講演
「重症肺炎に対する人工呼吸適応と治療戦略」：田中竜馬（Intermountain LDS Hospital 呼吸器内科・集中治療科医師、ICUメディカルディレクター）

教育講演
「周術期管理8 腎臓に異常をもつ動物の麻酔管理」：佐野洋樹（マッセイ大学）
「周術期輸液管理 -とくに腎臓に異常をもつ動物の場合」：石塚友人（VES）
「上気道疾患-短頭種気道症候群」：末松正弘（末松どうぶつ病院）

リフレッシャーコース
「麻酔記録を読み解く」：井芹俊恵（山口大学）
「周術期管理7 麻酔をかける際に知っておくべき腎臓の生理学」：宮川優一（日本獣医生命科学大学）
「酸素療法と呼吸機能評価」：山谷吉樹（日本大学）

シンポジウム
麻酔モニタリング指針の改定と麻酔記録用紙の公開　座長：鎌田正利（東京大学）、 浅川　誠（どうぶつの総合病院）、手島健次（日本大学）

「麻酔モニタリング指針改定の背景とその内容」：佐野忠士（酪農学園大学）
「麻酔記録用紙公開の背景とその使い方」：神田鉄平（岡山理科大学）
「法律的な麻酔関連トラブル対策」：鈴木智洋（後藤・鈴木法律事務所）
座談会

パネルディスカッション
肺炎の診断と治療　座長：入江充洋（四国動物医療センター）、杉浦洋明（DVMsどうぶつ医療センター横浜）、石塚友人（VES）

「犬猫における肺炎の画像診断レントゲン vs CT」：戸島篤史（日本小動物医療センター）
「犬猫における肺炎治療 内科治療と人工呼吸治療のエビデンスと実際」：稲葉健一（犬・猫の呼吸器科）

ディスカッション ※収録配信を予定

受賞者講演 
2020年度日本獣医麻酔外科学会オンライン学術集会第13回アワード受賞者
/ 2020年度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（動画配信による）

2019年度論文賞 最優秀論文賞
2020年度論文賞 優秀論文賞
/ 2019年度および2020年度論文賞受賞者講演（動画配信による）

レジデントによる若手獣医師のためのBasicセミナー
レジデントフォーラム
一般演題

日本獣医内視鏡外科研究会
シンポジウム
副腎摘出の治療戦略　座長：宇根　智（ネオベッツVRセンター）、松村　靖（稲員犬猫香椎病院）、石垣久美子（日本大学）

「副腎摘出の適応疾患」：金井詠一（麻布大学）
「副腎摘出の麻酔と周術期管理」：藤本鉄兵（日本大学）
「内視鏡外科での副腎摘出」：江原郁也（ルカ動物医療センター・動物内視鏡センター） 
「開腹下での副腎摘出」：浅野和之（日本大学）
総合討論

プログラム

※ライブ配信のみ

※ライブ配信のみ



ライブ配信スケジュール

参加登録

会　員
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

非会員
左記学会、研究会会員以外

学　生
大学生・大学院生（※）

事前登録 8,000 円 14,000 円 1,000 円

直前登録 10,000 円 16,000 円 3,000 円

参加登録期間

参加費 （※税込み）

参加登録方法

※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。

事前登録（会期前）：2021 年6月 10日（木）〜 8月 12日（木）

直前登録（会期中）：2021 年8 月 13日（金）〜 9月 10日（金）

https://onlineseminar.stores.jp/
上記にアクセスし、登録手順に従ってご登録下さい。
大会サイトへのログイン方法については、注意事項を必ずご一読下さい。

シンポジウム、パネルディスカッションの講演はオンデマンド配信でもご視
聴いただけます。ディスカッションおよび質疑応答はライブ配信のみとし、
見逃し配信は予定しておりません。

講演内容・演題（一般演題 / フォーラム）への質疑応答を行います

ライブ配信中、参加者の方は Q&A 機能でパネリストおよび発表者へ質問
ができます。ぜひ、積極的にご参加下さい！

09:00
12:00

8/22
Sun

シンポジウム
整形外科

整形外科

パネル
ディスカッション

13:00　16:00

09:00
12:00

8/28
Sat

シンポジウム
麻酔 / 疼痛管理

パネル
ディスカッション

基調講演
14:00　17:00

13:00　14:00

麻酔 / 疼痛管理

麻酔 / 疼痛
管理

13:00
16:00

8/21
Sat

レジデント
フォーラム

13:00
16:00

8/19
Thu

一般演題
整形外科

13:00
16:00

8/18
Wed

一般演題
軟部組織外科

13:00
17:00

8/20
F r i

一般演題
麻酔 / 疼痛管理

※ 20日に全て開催

13:00
16:00

8/26
Thu

一般演題
軟部組織外科

13:00
16:00

8/25
Wed

一般演題
整形外科

※軟部組織外科は 18 日・26日、整形外科は 19 日・25日
　の二日間に分けて開催

09:00
12:00

8/29
Sun

シンポジウム

パネル
ディスカッション

13:00　16:00

軟部組織外科

軟部組織外科


