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合同学会では一般発表の演題を募集しています。下記の要領で演題登録をして下さい。

演題募集

参加費

連絡先

1： 演題登録フォームの演題本文入力画面に約1600文字で、入力（貼り付け）
して下さい。

2：共同発表者名、所属は演題本文の文頭に記入して下さい。

抄録作成要領

▶ http://www.tasp.co.jp/entry-subject.html
上記にアクセスして演題登録フォームに従って記入の上、送信して下さい。
獣医麻酔外科学会では、「研究報告」と「症例発表」に分けて募集しますので必ず
選択して下さい。

演題登録

▶応募締切：2010年11月15日（月）
プレゼン用データの事前提出は予定しておりません。
学会開催時にご自分のノートパソコンかデータ（USBメモリやCD-Rなど）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致します。

応募締切

〒755-0023山口県宇部市恩田町 3-2-3　アミカペットクリニック内　網本昭輝
Tel：0836-34-2861　Fax：0836-22-3341
E-mail：info@amicapet.co.jp

㈱タスプ　〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 2-9-19
TEL：03-5970-3990　FAX：03-5970-3997
E-mail：info@tasp.co.jp

学会連絡先

事務連絡先：演題登録、事前登録などの問い合わせ

会員 非会員 学生・研修医
当日登録のみ・要学生証提示

事前登録 10,000円 14,000円

当日登録 12,000円 16,000円 2,000円

懇 親 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：2010年秋季合同学会
※郵便振替払込取扱票にて、2010年12月25日（土）までにお払い込み下さい。



プログラム 各学会にて教育講演、シンポジウム、パネルディスカッション、講習会などを予定しております。また、合同
学会ならではの企画も用意致しました。詳細は随時各学会ホームページにアップデートしていきます。
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教育講演1：「心エコー法による心機能の評価」　小山秀一（日本獣医生命科学大学）
教育講演2：「インターベンションによる循環器疾患の治療」　髙島一昭（鳥取県動物臨床医学研究所）
シンポジウム：「猫の動脈血栓塞栓症をいかに治すか」
	 総 論：病態と病理	 …………………………………………………………… 町田　登（東京農工大学）
	 治療Ⅰ：血栓溶解剤等を用いた内科的治療法の適応と限界〜私のやり方	… 岩永孝治（動物の循環器診断サービス）
	 治療Ⅱ：バルーンを用いた血栓除去法の適応と限界〜私のやり方	 ………… 平川　篤（ペットクリニックハレルヤ）
認定医講習会：講座6「先天性心疾患3」	…………………… 小山秀一（日本獣医生命科学大学）
	 講座7「先天性心疾患4」	…………………… 小山秀一（日本獣医生命科学大学）
	 講座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）
	 講座11「循環の神経性調節」	 ……………… 勝田新一郎（福島県立医科大学）

ア
ジ
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教育講演：1）Complications	of	fracture	repair	 林　慶（USA・カリフォルニア大学デイビス校）
	 2）Surgical	consideration	on	digestive	system	and	care	of	surgical	patient	by	oriental	medicine
	 	 Min	Su	Kim（韓国・忠北大学）
	 3）Assessment	of	limb	function	for	building	a	better	rehabilitation	protocol：Kasetsart	VTH	experience
	 	 Monchanok	Vijarnsorn（タイ・カセサート大学）
一般講演

ラ
ン
チ
ョ
ン

セ
ミ
ナ
ー

「術後にみえる術前に注意すること」	………………………………………髙島一昭（鳥取県動物臨床医学研究所）　提供：メリアル・ジャパン（株）
「LCPについて（仮）」	………………………………………………………泉澤康晴（酪農学園大学）　提供：シンセス（株）
「非ステロイド抗炎症薬（NSAIDs）を上手に使うための臨床薬理学」	…西村亮平（東京大学）　提供：ファイザー（株）
※1月29日9時より受付にて入場整理券を配布いたします。定員（各100名）になり次第、締め切りとさせていただきます。

「脊髄虚血」　松本美志也（山口大学）特別講演

獣医麻酔外科学会・日本獣医循環器学会 合同セミナー
「非心臓手術における心疾患罹患犬・猫の術前検査、麻酔および周術期管理」

1）術前検査：特に心臓検査	 ………………………藤井洋子（麻布大学）
2）麻酔：特に重症心疾患例	 ………………………山下和人（酪農学園大学）
3）周術期管理：特に重症心疾患例	 ………………田中　綾（東京農工大学）
4）どこまでするのか心臓の術前検査：私の場合	…上村利也（かみむら動物病院）

合
同
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整形外科専門部会
シンポジウム：「骨盤骨折」
	 1）仙腸関節の分離・骨折	… 泉澤康晴（酪農学園大学）
	 2）腸骨体骨折の手術	……… 陰山敏昭（名古屋動物整形外科病院）
	 3）寛骨臼骨折	………………川田　睦（ネオペッツVRC）
パネルディスカッション：「外傷性関節脱臼の低侵襲治療」
	 1）非観血的治療法	 ……小川純也（小川犬猫病院）
	 2）経関節ピンニング法	…片山泰章（岩手大学）
	 3）経関節創外固定法	 …山口伸也（やまぐちペットクリニック）
	 4）Suture	anchor	 ……山口　力（ファーブル動物医療センター）
教育講演：「脊髄損傷性疾患の外科」　原　康（日本獣医生命科学大学）
リフレッシャーコース1：「関節液の採取と評価」　奥村正裕（北海道大学）
リフレッシャーコース2：「長管骨骨折に対する髄内固定法の利点と限界」　林　慶（カリフォルニア大学デイビス校）

軟部組織外科専門部会
シンポジウム：「抜歯の基礎を学ぶ」
	 1）抜歯の基本	…江口徳洋（千村どうぶつ病院）
	 2）乳歯の抜歯	…網本昭輝（アミカペットクリニック）
	 3）難抜歯	 ……藤田桂一（フジタ動物病院）
	 4）猫の抜歯術	…奥田綾子（Vettec	Dentistry）
パネルディスカッション：「胆嚢外科の手技と手術時期」
	 鷲巣　誠（岐阜大学）
	 小出和欣（小出動物病院）
	 宇野雄博（宇野動物病院）
教育講演1：「上部消化器の腫瘍性疾患」	 廉澤　剛（酪農学園大学）
	 賀川由美子（ノースラボ）
教育講演2：「腎および尿管の外科的疾患」　渡邉俊文（麻布大学）
リフレッシャーコース1：「開胸術」　　髙島一昭（鳥取県動物臨床医学研究所）
リフレッシャーコース2：「腸管吻合」　岡本芳晴（鳥取大学）

麻酔・疼痛管理専門部会
シンポジウム：「帝王切開術の麻酔」
 1）動物の帝王切開術の麻酔「文献考察」	 ………………………………山下和人（酪農学園大学）
	 2）犬猫の帝王切開術における私の麻酔管理	……………………………伊東輝夫（青葉動物病院）
	 3）当院における犬猫の帝王切開の判断と麻酔および新生子の管理	 …小嶋佳彦（小島動物病院アニマルウェルネスセンター）
	 4）大動物における帝王切開術の麻酔	……………………………………佐藤正人（NOSAI日高）
パネルディスカッション：「血液ガス分析を麻酔管理や日常診療に活かす」
 1）宮崎大学農学部附属動物病院の場合	… 永延清和（宮崎大学）
	 2）酪農学園大学附属動物病院の場合	…… 伊丹貴晴（酪農学園大学）
	 3）日本大学附属動物病院の場合	………… 佐野忠士（日本大学）
	 4）ネオベッツVRセンターの場合	 ………… 進　学之（ネオベッツVRセンター）
	 5）社台ホースクリニックの場合	…………… 鈴木　吏（社台コーポレーション）
教育講演1：「硬膜外麻酔、神経ブロック」　井芹俊恵（大阪府立大学）
教育講演2：「調節呼吸と人工呼吸器」　山谷吉樹（日本大学）
リフレッシャーコース1：「麻酔中の輸液を極める」　長濱正太郎（東京大学）
リフレッシャーコース2：「麻酔症例の術前評価」　今井彩子（岐阜大学）

獣
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2011.1月29日㊏

2011.1月30日㊐

Time Table

第1会場
195名

4F　411・412

第2会場
195名

4F　413・414

第3会場
195名

4F　409・410

第4会場
156名

4F　401・402・403

第5会場
156名

4F　404・405・406

第6会場
195名

5F　502・503

展示会場
5F　501
国際会議室 

受　　付

麻酔外科学会　軟部外科部会
リフレッシャーコース1

「開胸術」
髙島一昭（動臨研）

麻酔外科学会
麻酔疼痛部会
シンポジウム

「帝王切開術の麻酔」
1）動物の帝王切開術の麻酔「文献考察」

山下和人（酪農学園大）
2）犬猫の帝王切開術における私の麻酔管理

伊東輝夫（青葉動物病院）
3）	当院における犬猫の帝王切開の
判断と麻酔および新生子の管理
小嶋佳彦（小島動物病院AWC）

4）大動物における帝王切開術の麻酔
佐藤正人（NOSAI日高）

麻酔外科学会
一般講演1

軟部組織外科1：腫瘍
（1～8）

循環器学会　認定医講習会
講座6「先天性心疾患3」

小山秀一（日獣大） 循環器学会

一般講演

麻酔外科学会
整形外科部会
教育講演

「脊髄損傷性疾患の外科」
原　康
（日獣大）

麻酔外科学会
軟部外科部会

リフレッシャーコース2
「腸管吻合」
岡本芳晴（鳥取大）

循環器学会　認定医講習会
講座7「先天性心疾患4」

小山秀一（日獣大）

企
業
展
示

ランチョンセミナー
「術後にみえる術前に注意すること」

髙島一昭（動臨研）
提供：メリアル・ジャパン（株）

循環器学会
評議員会麻酔外科学会

理事会

麻酔外科学会
軟部外科部会

パネルディスカッション
「胆嚢外科の手技と手術時期」

鷲巣　誠（岐阜大）
小出和欣（小出動物病院）
宇野雄博（宇野動物病院）

麻酔外科学会　麻酔疼痛部会
パネルディスカッション

「血液ガス分析を麻酔管理や日常診療に活かす」
1）宮崎大学農学部附属動物病院の場合

永延清和（宮崎大）
2）酪農学園大学附属動物病院の場合

伊丹貴晴（酪農学園大）
3）日本大学附属動物病院の場合

佐野忠士（日大）
4）ネオベッツVRセンターの場合

進　学之（ネオベッツVRC）
5）社台ホースクリニックの場合
鈴木　吏（社台コーポレーション）

麻酔外科学会
一般講演2

整形外科1：骨・関節
（9～17）

循環器学会　認定医講習会
講座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）

循環器学会

一般講演

アジア獣医外科会議
教育講演1
林　慶
（UCD）

循環器学会
シンポジウム

「猫の動脈血栓塞栓症をいかに治すか」
総論：病態と病理
町田　登（東京農工大）

治療Ⅰ：	血栓溶解剤等を用いた内科的治
療法の適応と限界～私のやり方

岩永孝治（動物の循環器診断サービス）
治療Ⅱ：	バルーンを用いた血栓除去法

の適応と限界～私のやり方
平川　篤（ペットクリニックハレルヤ）

麻酔外科学会　軟部外科部会
教育講演1

「上部消化器の腫瘍性疾患」
廉澤　剛（酪農学園大）
賀川由美子（ノースラボ）

麻酔外科学会　麻酔疼痛部会
リフレッシャーコース1
「麻酔中の輸液を極める」

長濱正太郎（東大）
アジア獣医外科会議
Business	Meeting

（アジア獣医外科学会創立）

麻酔外科学会
一般講演3

整形外科2：椎間板疾患
（18～20）

特別講演
「脊髄虚血」
松本美志也（山口大）

懇親会
（福岡サンパレス）

第1会場
195名

4F　411・412

第2会場
195名

4F　413・414

第3会場
195名

4F　409・410

第4会場
156名

4F　401・402・403

第5会場
156名

4F　404・405・406

第6会場
195名

5F　502・503

展示会場
5F　501
国際会議室 

受　　付

麻酔外科学会　整形外科部会
リフレッシャーコース1
「関節液の採取と評価」

奥村正裕（北大）

麻酔外科学会　麻酔疼痛部会
リフレッシャーコース2
「麻酔症例の術前評価」

今井彩子（岐阜大）

麻酔外科学会
一般講演4

軟部組織外科2：口腔歯科
（21～25）

循環器学会　認定医講習会
講座11

「循環の神経性調節」
勝田新一郎（福島県立医科大）

循環器学会
一般講演

アジア獣医外科会議

一般講演

企
業
展
示

麻酔外科学会　整形外科部会
シンポジウム
「骨盤骨折」

1）仙腸関節の分離・骨折
泉澤康晴（酪農学園大）
2）腸骨体骨折の手術

陰山敏昭（名古屋動物整形外科病院）
3）寛骨臼骨折

川田　睦（ネオペッツVRC）

麻酔外科学会　麻酔疼痛部会
教育講演1

「硬膜外麻酔、神経ブロック」
井芹俊恵（大阪府立大）

麻酔外科学会
一般講演5

軟部組織外科3：
腫瘍・泌尿器	他
（26～32）

循環器学会

症例検討会
麻酔外科学会　麻酔疼痛部会

教育講演2
「調節呼吸と人工呼吸器」

山谷吉樹（日大）

ランチョンセミナー
「LCPについて（仮）」
泉澤康晴（酪農大）

提供：シンセス（株）

ランチョンセミナー
「非ステロイド抗炎症薬（NSAIDs）
を上手に使うための臨床薬理学」

西村亮平（東大）
提供：ファイザー（株）

日本小動物
外科専門医協会

理事会

麻酔外科学会　整形外科部会
リフレッシャーコース2

「長管骨骨折に対する髄内固
定法の利点と限界」
林　慶（UCD）

麻酔外科学会　軟部外科部会
教育講演2

「腎および尿管の外科的疾患」
　渡邉俊文（麻布大）

麻酔外科学会
一般講演6

整形外科3：脳腫瘍
（33～35）

麻酔外科学会
循環器学会
合同セミナー

「非心臓手術における心疾患罹患犬・猫
の術前検査、麻酔および周術期管理」
1）術前検査：特に心臓検査

藤井洋子（麻布大）
2）麻酔：特に重症心疾患例
山下和人（酪農学園大）

3）周術期管理：特に重症心疾患例
田中　綾（東京農工大）

4）どこまでするのか心臓の
術前検査：私の場合
上村利也（かみむら動物病院）

循環器学会
教育講演1

「心エコー法による心機能の評価」
小山秀一
（日獣大）

アジア獣医外科会議
教育講演2
Min	Su	Kim
（忠北大）

麻酔外科学会
一般講演7

軟部組織外科4：腫瘍
（36～39）

麻酔外科学会　整形外科部会
パネルディスカッション

「外傷性関節脱臼の低侵襲治療」
1）非観血的治療法
小川純也（小川犬猫病院）
2）経関節ピンニング法
片山泰章（岩手大）

3）経関節創外固定法
山口伸也（やまぐちペットクリニック）
4）Suture	anchor

山口　力（ファーブル動物医療センター）

麻酔外科学会　軟部外科部会
シンポジウム

「抜歯の基礎を学ぶ」
1）抜歯の基本

江口徳洋（千村どうぶつ病院）
2）乳歯の抜歯

網本昭輝（アミカペットクリニック）
3）難抜歯

藤田桂一（フジタ動物病院）
4）猫の抜歯術

奥田綾子（Vettec	Dentistry）

アジア獣医外科会議
教育講演3

Monchanok	Vijarnsorn
（カセサート大）

循環器学会
教育講演2

「インターベンションによる
循環器疾患の治療」

髙島一昭
（動臨研）

麻酔外科学会
一般講演8

麻酔疼痛管理1
（40～45）
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13：30～15：30

12：10～13：10

10：00～12：00

9：00～10：00

10：00～11：00

11：00～12：00

13：30～14：30 13：30～14：15

14：20～15：05

15：15～16：45

13：30～16：30 13：30～14：50 13：30～14：30

14：30～15：3014：30～17：30

13：30～15：30 13：30～14：30

15：30～16：3015：30～16：30
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13：30～15：30
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10：00～11：00
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（プログラムについては変更になる場合があります）
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