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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
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
公益社団法人福島県獣医師会
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
公益社団法人徳島県獣医師会
公益社団法人福岡県獣医師会
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

一般社団法人 日本獣医麻酔外科学会
2022年度・第104回

オンライン学術集会
同時開催 日本獣医内視鏡外科研究会

72022 7 722 23 24金 土 日

見逃し配信期間 :  2022年 7月25日（月）　　  8月8日（月）

学会活動やセミナーの開催情報を配信中

“友だち登録”お願いします



オンデマンド配信
7/22～8/8の会期中
大会サイトでいつでも視聴可能

Zoomライブ配信
7/22 ・ 7/23 ・ 7/24開催
※タイムテーブル参照

ライブ見逃し配信
7/25～8/8の見逃し配信期間中、
大会サイトでいつでも視聴可能

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15回 アワード受賞者講演
2021年度 第103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

レジデントフォーラム

オンデマンド配信

Zoomライブ配信 ライブ見逃し配信

7 22 7 23 7 24 7 25 8 8

プログラム

教育講演
肘関節疾患の外科治療
骨折用インプラントおよび手術用器具の使用方法
頭部外傷とその管理

■

■

■

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・麻布大学　藤田 幸弘
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東京大学　本阿彌 宗紀

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本大学　伊藤 大介

リフレッシャーコース
腱・靭帯構造と病態生理
大腿骨骨折
脳脊髄液検査

■

■

■

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ミズーリ大学　黒木 圭一
・・・・・・・・・・・・・・・・・ONE for Animals、ONE千葉どうぶつ整形外科センター 　小林　 聡
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岐阜大学　小畠　 結

シンポジウム
犬の股関節形成不全

犬の股関節形成不全の診断基準と疫学
保存療法の適応と成績
予防的外科治療の適応と成績 (JPS/TPO/DPO)
再建的外科治療の適応と成績 (THR）
救済的外科治療の適応と成績 (FHO)

■

■

■

■

■

・・・・ONE for Animals、ONEどうぶつ整形外科センター東京　森　 淳和
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・名古屋動物医療センター 　陰山 敏昭

・・・・・小川犬猫病院、湘南かまくら動物整形外科センター　小川 純也
・・・・・・・・・・・・藤井寺動物病院・動物人工関節センター 　是枝 哲彰
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・麻布大学 　藤田 幸弘

テーマ

枝村 一弥（日本大学）、 森　淳和（ONE for Animals、ONEどうぶつ整形外科センター東京）、 林　慶（コーネル大学）座長：

パネルディスカッション
猫の骨盤狭窄

レビュー
軟部外科医の対応
整形外科医の対応 1
整形外科医の対応 2
整形外科医の対応 3

■

■

■

■

■

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山口大学　板本 和仁
・・・・・・・・日本小動物医療センター、東京大学動物医療センター、西原動物病院 　藤田　 淳
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・矢田獣医科病院　矢田 新平・才田 祐人
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・さくらだ動物病院 　櫻田　 晃
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本獣医生命科学大学 　原田 恭治

テーマ

原　康（日本獣医生命科学大学）、 板本 和仁（山口大学）座長：

症例検討会
本阿彌 宗紀（東京大学）、 藤田 幸弘（麻布大学）座長：

術後再脱臼を認めた膝蓋骨内方脱臼と前十字靭帯完全断裂を併発した犬の一例
橈尺骨遠位端骨折の犬の一例
肘関節近傍の骨折治療後に気になる経過を辿った犬の一例

■

■

■

・・・・・・・東京大学　天野 まど香
・・・・・・・・ONE for Animals、ONEどうぶつ整形外科センター東京　中條 哲也

・・・・・・・・・・・・・・・・麻布大学　一戸 登夢

樋口 雅仁（動物整形外科病院）、 陰山 敏昭（名古屋動物医療センター）、
川田　睦（ネオベッツVRセンター）、 左近允 巌（北里大学）

コメンテーター：

整形外科

企業主催講演

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

月 月金 土 日

開催形式・配信期間のご案内

プログラム

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。

スライド録画発表等でお困りの先生へ
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プログラム

プログラム

プログラム

教育講演
縫合糸の選択
横隔膜ヘルニアとPPDH

■

■

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本大学　関 真美子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鹿児島大学　十川 　英

リフレッシャーコース
胃消化管内異物
心膜切除術

■

■

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・青葉動物病院　伊東 輝夫
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本大学　石垣 久美子

シンポジウム
胆道系手術の合併症

胆道の画像診断
胆嚢摘出術の合併症とその対策
胆道再建術の合併症とその対策

■

■

■

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本小動物医療センター　戸島 篤史
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宮崎大学　金子 泰之
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本大学　浅野 和之

テーマ

竹内 亜樹（東京農工大学）、 鳥巣 至道（酪農学園大学）、 小出 和欣（井笠動物医療センター）座長：

シンポジウム
乳び胸手術の治療戦略

乳び胸の病態生理と診断
乳び胸の内科管理と外科治療
各施設での特発性乳び胸に対する内視鏡外科（１）～拡大視野と細径内視鏡を用いた特発性乳び胸への新しいアプローチ～

各施設での特発性乳び胸に対する内視鏡外科（２）～胸管の微細解剖に基づいた特発性乳び胸への新しいアプローチ～

各施設での特発性乳び胸に対する内視鏡外科（３）～特発性乳び胸に対する ICG 蛍光法を用いた内視鏡外科～

■
■
■

■

■

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本大学　浅野 和之
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ネオベッツVRセンター 　宇根　 智

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルカ動物医療センター　江原郁也

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本大学　石垣久美子

テーマ

中市 統三（山口大学）、 金井 詠一（麻布大学）座長：

パネルディスカッション
尿管閉塞：私の術式選択

尿管閉塞：私の術式選択
尿管閉塞：私の術式選択
尿管閉塞：私の術式選択

■

■

■

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本高度動物医療センター　山崎 寛文
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・酪農学園大学 　酒井 俊和
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・太宰府西犬猫クリニック　藤原 昌雄

テーマ

岩井 聡美（北里大学）、 木之下 怜平（北海道大学）、 秋吉 秀保（大阪公立大学）座長：

軟部組織外科

日本獣医内視鏡外科研究会

教育講演
周術期管理 10 内分泌機能に異常のある動物の麻酔管理
麻酔機器の安全使用と点検
急性腎障害のガイドライン

■
■
■

・・・・・・・・・・・・・・・香港城市大学　佐野 洋樹
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岡山理科大学　神田 鉄平
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・クワハラ動物病院　桑原 康人

リフレッシャーコース
周術期管理 10 麻酔と内分泌機能
麻酔回路と麻酔器の基礎
尿道閉塞に対する輸液療法

■
■
■

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・北里大学　前田 賢一
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・酪農学園大学　佐野 忠士
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・VES 合同会社　石塚 友人

シンポジウム
犬猫における超音波ガイド下神経ブロックの活用

超音波ガイド下神経ブロックの長所と短所
前肢の神経ブロック
体幹の神経ブロック
後肢の神経ブロック

■
■
■
■

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・酪農学園大学　伊丹 貴晴
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本獣医生命科学大学　関　 瀬利
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本大学　手島 健次
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本動物高度医療センター名古屋　飯塚 智也

テーマ

長濱 正太郎（日本動物麻酔科医協会）、 田村　純（北海道大学）座長：

パネルディスカッション
尿道閉塞に対する緊急初期対応　尿道閉塞解除『私の流儀』

一次診療施設における尿道閉塞の解除のポイントと落とし穴
尿が出ない！ さあどうしよう
尿道閉塞解除のポイント

■
■
■

・・・・・・・・・・・・なかにし動物病院　中西　 中
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・北摂夜間救急動物病院　神津 善広

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・どうぶつの総合病院　中村 　俊

テーマ

上田　悠（ノースカロライナ州立大学）、 塗木 貴臣（TRVA動物医療センター）座長：

麻酔 / 疼痛管理

1）
2）

講師：吉田 宗則（クウ動物病院動物内視鏡医療センター）
講師：吉田 宗則（クウ動物病院動物内視鏡医療センター）

レベル1
レベル2

 

技術認定制度
オンライン講習会2022年度
別途、参加登録が必要です

（詳細はホームページをご参照ください。）日本獣医内視鏡研究会からのお知らせ

演題募集 5 31火 まで

一般演題は、募集期間中に抄録を添付の上、応募してください。
その後、オンライン配信用動画を提出していただきます。 

本フォーラムは、小動物外科専門医を養成するための研修
プログラムを受けているレジデントのための発表会です。

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。

https://www.jsvas.net/ezm/2022-104/ippanendai.html

https://www.jsvas.net/ezm/2022-104/residentforum.html

https://www.jsvas.net/ezm/2022-104/basic.html

※演題は各登録フォームよりご登録ください。

一般演題

レジデントフォーラム

レジデントによる
若手獣医師のためのBasicセミナー



プログラム

プログラム

プログラム
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縫合糸の選択
横隔膜ヘルニアとPPDH

■

■

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本大学　関 真美子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鹿児島大学　十川 　英
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胃消化管内異物
心膜切除術

■

■

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・青葉動物病院　伊東 輝夫
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本大学　石垣 久美子
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■

■

■
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テーマ
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■
■
■

■

■
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ネオベッツVRセンター 　宇根　 智
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テーマ
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■

■

■

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本高度動物医療センター　山崎 寛文
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テーマ
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■
■
■
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■
■
■
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シンポジウム パネルディスカッション

一般演題 レジデントフォーラム

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

参加費のお支払い

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

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/2022-104/）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/2022-104/）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。

6/1(水)から
受付開始します

https://onlineseminar.stores.jp/

7 22金
事前登録

直前登録

2022年 6月1日（水）　　　 7月8日（金）

2022年 7月9日（土）　　　 8月5日（金）

7 23土

7 24日

整形外科 レジデントフォーラム

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

ライブ配信タイムテーブル 参加のご案内

内視鏡外科研究会

症例検討会 シンポジウム

シンポジウムシンポジウムシンポジウム
犬猫における超音波ガイド下

神経ブロックの活用
胆道系手術の合併症犬の股関節形成不全

一般演題一般演題一般演題

パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション
尿道閉塞に対する緊急初期対応

尿道閉塞解除『私の流儀』
尿管閉塞：私の術式選択猫の骨盤狭窄

一般演題一般演題一般演題

レジデントフォーラム

※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。

09：00

12：00

14：00

17：00

※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。

09：00

12：00

14：00

17：00

17：00

13：00
14：0014：00
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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。

6/1(水)から
受付開始します

https://onlineseminar.stores.jp/

7 22金
事前登録

直前登録

2022年 6月1日（水）　　　 7月8日（金）

2022年 7月9日（土）　　　 8月5日（金）

7 23土

7 24日

整形外科 レジデントフォーラム

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

ライブ配信タイムテーブル 参加のご案内

内視鏡外科研究会

症例検討会 シンポジウム

シンポジウムシンポジウムシンポジウム
犬猫における超音波ガイド下

神経ブロックの活用
胆道系手術の合併症犬の股関節形成不全

一般演題一般演題一般演題

パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション
尿道閉塞に対する緊急初期対応

尿道閉塞解除『私の流儀』
尿管閉塞：私の術式選択猫の骨盤狭窄

一般演題一般演題一般演題

レジデントフォーラム

※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。

09：00

12：00

14：00

17：00

※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。

09：00

12：00

14：00

17：00

17：00

13：00
14：0014：00
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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
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
公益社団法人福島県獣医師会
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
公益社団法人徳島県獣医師会
公益社団法人福岡県獣医師会
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

一般社団法人 日本獣医麻酔外科学会
2022年度・第104回

オンライン学術集会
同時開催 日本獣医内視鏡外科研究会

72022 7 722 23 24金 土 日

見逃し配信期間 :  2022年 7月25日（月）　　  8月8日（月）

学会活動やセミナーの開催情報を配信中

“友だち登録”お願いします


