
2006/6/24（土）合同学会　プログラム案

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 展示会場

9:00 9:00-10:00
獣医麻酔外科　理事会

10:00 10:00-10:50 10:00-10:50 10:00-12:00 10:00-12:00
獣医麻酔外科　整形部会 獣医麻酔外科　軟部部会 獣医麻酔外科　麻酔部会 獣医循環器　一般講演
教育講演１ 教育講演１ シンポジウム
椎間板疾患の診断と治療 救急処置とその手技
　原　康（日獣大） 　岡野昇三（北里大） 麻薬指定になったケタミン

11:00 11:00-11:50 11:00-11:50 麻薬指定について 11:00-12:00
獣医麻酔外科　整形部会 獣医麻酔外科　軟部部会 　左近充巌（北里大） 獣医画像診断学会
教育講演２ 教育講演２ ケタミンについて 理事会　評議員会
前十字靭帯断裂の診断治療 上部気道の通過障害と対応 　今井彩子（大阪府）
　泉澤康晴（酪農大） 　浅野和之（日大） ケタミン代替法

　山下和人（酪農大）
12:00

12:10-13:10 12:10-13:10 12:10-13:10 12:10-13:10
ランチョンセミナー１ ランチョンセミナー２ 獣医循環器　総会 ランチョンセミナー３
獣医麻酔外科　企画 獣医麻酔外科　企画 獣医画像診断　企画
アロカ（株）　提供 フクダエムイー（株）提供 東芝医療用品（株）提供
（演題演者　未定） 小動物のICU管理方法 心疾患の新しいエコー法

13:00 　藤田道郎（日獣大） 　川岸哲也（東芝） 13:00-
13:10-14:00 18:00
獣医麻酔外科　評議員会

企業展示
13:40-14:40
獣医循環器

14:00 14:00-16:00 14:00-16:00 14:00-18:00 認定医講習 14:00-15:00
獣医麻酔外科　整形部会 獣医麻酔外科　軟部部会 獣医麻酔外科　一般講演 講座１　発生学 獣医画像診断
シンポジウム１ シンポジウム１ 　今村伸一郎（姫路獨協大）教育講演１

腹部長音波画像の読み方
免疫介在性関節炎の病態・ 縫合糸の基礎と最近の話題 　小山秀一（日獣大）
診断・治療について考える 14:50-15:50

15:00 形成外科 獣医循環器
　奥村正裕（北大） 　小守　忍（岩手大） 認定医講習 15:10-16:10
　原田恭司（日獣大） 整形外科／眼科 講座２　発生学 獣医画像診断
　藤木　誠（鹿児島大） 　太田亟慈（愛知県） 　今村伸一郎（姫路獨協大）話題提供１
　望月　学（農工大） 腹腔臓器 小動物臨床における

　金重辰雄（神奈川県） 腹部MRIの有用性
16:00 16:00-17:00 　保田大治（日獣大）

16:10-18:10 16:10-17:00 獣医循環器
獣医麻酔外科　整形部会 獣医麻酔外科　軟部部会 認定医講習 16:20-17:20
シンポジウム２ 教育講演３ 講座３　心疾患動物の検査 獣医画像診断

胃の通過障害 　田中　綾（農工大） 話題提供２
跛行診断 　多川政弘（日獣大） CTの3D画像解析ソフトの

17:00 ~各種跛行の代表的疾患~ 有用性
前肢 17:10-18:00 17:10-18:10 　弥吉直子（日獣大）
　陰山敏昭（麻布大） 獣医麻酔外科　軟部部会 獣医循環器
後肢 教育講演４ 認定医講習
　川田　睦（大阪府） 腸の通過障害 講座８　聴診
神経 　山田英一（新潟県） 　小山秀一（日獣大）

18:00 　枝村一弥（日大）

18:30より懇親会 18:30より懇親会 18:30より懇親会 18:30より懇親会 18:30より懇親会



2006/6/25（日）合同学会　プログラム案

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 展示会場

9:00 9:00-9:30 9:00-11:00 9:00-11:30
獣医麻酔外科　特別シンポ　獣医麻酔外科　軟部部会 獣医画像診断
生物学的骨折治療 シンポジウム２ 一般講演
　林　慶（UCD） 口腔内腫瘍 9:30-11:20 9:30-10:50
9:30-10:30 診断法 獣医麻酔外科 獣医循環器
複雑骨折におけるインター 　中市統三（山口大） 一般講演 一般講演

10:00 ロッキングネイルの適用 麻酔法 10:00-
　Dr. L Dejardin 　山下和人（酪農大） 16:00
　 (Michigan State U) 治療と予後
10:30-11:00 　廉沢　剛（酪農大）
前十字靭帯の病態解明 形成術
　林　慶（UCD） 　中島尚志（茨城県）

11:00 11:00-12:00 11:00-12:00
脛骨プラトー傾斜と前十字 11:10-12:00 獣医循環器
靭帯断裂 獣医麻酔外科　軟部部会 認定医講習
　Dr. L Dejardin 教育講演5 講座３９　放射線学
　 (Michigan State U) 胸部外科の基本手技 　田中　綾（農工大）

　柴崎　哲（農工大）
12:00

12:10-13:10 12:10-13:10 12:10-13:10 12:10-13:10
ランチョンセミナー４ ランチョンセミナー５ ランチョンセミナー６ ランチョンセミナー７
獣医麻酔外科　企画 獣医麻酔外科　企画 獣医循環器企画 獣医画像診断　企画
ドレーゲルMジャパン提供 シェリング・プラウ提供 メリアルジャパン　提供 オリンパス　提供
ビデオで見る麻酔呼吸管理 プロポフォールの使用法 心不全時の利尿薬の使い方 内視鏡検査の基本手技

13:00 　小出和欣（岡山県） 　山下和人（酪農大） 　上地　正実（日大） 　亘　敏広（日大） 企業展示

13:20-13:50 13:20-13:50
13:30-14:00 獣医麻酔外科　総会 獣医画像診断　総会
CHD：我々は何をすべきか
　林　慶（UCD）

14:00 14:30-15:30 14:00-16:40 14:00-15:00 14:00-15:00 14:00-15:30
股関節形成異常 獣医麻酔外科 獣医麻酔外科　麻酔部会 獣医循環器 獣医画像診断
若齢犬における外科的治療 一般講演 教育講演１ 認定医講習 教育講演２
の適応と功罪 講座４０　心エコー検査
　Dr. L Dejardin 麻酔前投薬と鎮静薬 　柴崎　哲（農工大） 炎症性消化管疾患
　 (Michigan State U) 　西村亮平（東大） 　亘　敏広（日大）

15:00
15:10-16:10

15:15-15:45 獣医循環器
THRは本当に必要か 15:30-17:30 認定医講習
　林　慶（UCD） 獣医麻酔外科　麻酔部会 講座４１　ドプラーエコー 15:45-17:15
15:45-16:45 教育講演２ 　柴崎　哲（農工大） 獣医画像診断

16:00 セメントレスBFX臨床経験 教育講演３
　Dr. L Dejardin エキゾチックアニマルの
　 (Michigan State U) 鎮静・麻酔 16:20-17:30 腫瘍性消化管疾患

　永延清和（宮崎大） 獣医循環器 　亘　敏広（日大）
　三輪恭嗣（東大） 症例検討

Q & A
17:00


