
合同学会プログラム

獣医麻酔外科学会・日本獣医循環器学会・日本獣医画像診断学会

■合同シンポジウム

「夜間救急病院の現状と将来　―設立、運営、今後の展望など本気本音の討論会―」

日時：７月31日（土）14：00～17：00（第４会場）

座長：菅沼常徳（麻布大学）

１）日本小動物医療センター付属 動物夜間救急診療センター概要

白石陽造（株式会社リードベッツ）

２）湘南夜間救急動物病院概要

難波信一（株式会社シーメック）

３）ひがし東京夜間救急動物医療センター概要

山田武喜（株式会社東京イースト獣医協会動物医療センター）

４）埼玉南部夜間救急動物病院概要

安藤　純（埼玉南部夜間救急動物病院有限責任事業組合）

５）DVMs動物病院グループ「横浜夜間動物病院」

吉池正喜（株式会社DVMs）

獣医麻酔外科学会・日本獣医循環器学会

■合同教育講演

「心不全と麻酔」

日時：７月31日（土）10：00～12：00（第４会場）

座長：若尾義人（ヤマザキ学園大学）

１）心不全と麻酔

山下和人（酪農学園大学）

２）麻酔と不整脈

西村亮平（東京大学）



日本獣医循環器学会・日本獣医画像診断学会

■合同シンポジウム

「咳と呼吸困難」

日時：８月１日（日）10：00～12：00（第５会場）

座長：武藤　眞（麻布大学）

１）咳と呼吸困難

藤田道郎（日本獣医生命科学大学）

２）循環器病

上地正実（日本大学）

３）咳と呼吸困難に対するX線診断

菅沼常徳（麻布大学）

日本獣医画像診断学会・獣医麻酔外科学会

■合同教育講演

「CTと整形外科」

日時：８月１日（日）10：00～12：00（第３会場）

座長：佐々木伸雄（東京大学）、織間博光（日本獣医生命科学大学）

１）脊椎外科とCT

原　　康（日本獣医生命科学大学）

２）CTと整形外科

川田　睦（ネオベッツVRセンター）

３）骨折治療とCT

陰山敏昭（名古屋動物整形外科病院）



獣医麻酔外科学会

■教育講演

［整形外科部会］

教育講演

日時：７月31日（土）14：00～15：30（第１会場）

座長：泉澤康晴（酪農学園大学）

「Salter-Harris型骨折」

左近允　巌（北里大学）

［軟部外科部会］

教育講演１

日時：７月31日（土）14：00～14：50（第３会場）

「胃の非腫瘍疾患―胃切開術、胃瘻チューブ造設術、胃捻転の整復術を中心に―」

小出和欣（小出動物病院）

教育講演２

日時：７月31日（土）15：00～15：50（第３会場）

「脾臓の外科」

廉澤　剛（酪農学園大学）

［麻酔・疼痛管理部会］

教育講演１

日時：７月31日（土）14：00～14：50（第２会場）

「鎮静薬とトランキライザー」

佐野忠士（日本大学）

教育講演２

日時：７月31日（土）15：00～15：50（第２会場）

「犬における全静脈麻酔」

長濱正太郎（東京大学）



■リフレッシャーコース

［整形外科部会］

リフレッシャーコース１

日時：７月31日（土）15：30～16：20（第１会場）

座長：枝村一弥（日本大学）

「大腿骨頭・骨頚部切除術」

藤木　誠（鹿児島大学）

リフレッシャーコース２

日時：７月31日（土）16：20～17：10（第１会場）

座長：望月　学（東京大学）

「骨折外固定法の基礎」

藤田幸弘（麻布大学）

［軟部外科部会］

リフレッシャーコース１

日時：８月１日（日）14：00～14：50（第１会場）

「膀胱結石」

手島健次（日本大学）

リフレッシャーコース２

日時：８月１日（日）15：00～15：50（第１会場）

「創傷治癒」

山本剛和（動物病院エル・ファーロ）

［麻酔・疼痛管理部会］

リフレッシャーコース１

日時：７月31日（土）16：00～16：50（第２会場）

「吸入麻酔器を極める」

山下和人（酪農学園大学）

リフレッシャーコース２

日時：８月１日（日）16：00～16：50（第１会場）

「血液ガス分析の見方」

岡野昇三（北里大学）



■シンポジウム

［整形外科部会］

シンポジウム１

「頭蓋内髄膜腫」

日時：８月１日（日）10：00～12：00（第１会場）

座長：諸角元二（戸ヶ崎動物病院）、中山正成（中山獣医科医院）

１）頭蓋内髄膜腫の病理学的特徴　内田和幸（東京大学）

２）頭蓋内圧亢進　長谷川大輔（日本獣医生命科学大学）

３）外科療法　北川勝人（日本大学）

４）術後管理　原　　康（日本獣医生命科学大学）

シンポジウム２

「膝蓋骨内方脱臼」

日時：８月１日（日）15：00～17：00（第８会場）

座長：原　　康（日本獣医生命科学大学）、山口伸也（やまぐちペットクリニック）

１）関節周囲軟部組織の処理　奥村正裕（北海道大学）

２）滑車溝形成術　小川純也（小川犬猫病院）

３）脛骨稜転移術　泉澤康晴（酪農学園大学）

４）大腿骨／脛骨の矯正骨切術　川田　睦（ネオベッツVRセンター）

［軟部外科部会］

シンポジウム

「膵臓疾患の外科を考える」

日時：８月１日（日）14：00～16：30（第５会場）

座長：伊藤　博（東京農工大学）、廉澤　剛（酪農学園大学）

１）膵炎の診断と内科管理 安田和雄（安田動物病院）

２）獣医学領域 浅野和之（日本大学）

３）ヒトの膵臓解剖と膵臓外科　土井隆一郎（大津赤十字病院）

［麻酔・疼痛管理部会］

シンポジウム

「慢性痛／癌性痛の管理」

日時：８月１日（日）10：00～12：00（第２会場）

座長：西村亮平（東京大学）、山下和人（酪農学園大学）

１）犬の慢性痛の評価と治療―伴侶動物領域における動向―　左近充　巌（北里大学）

２）犬の慢性痛に対する理学療法　山田りこ（日本動物高度医療センター）

３）犬のがん性痛の評価と治療　今井彩子（富山県）



■パネルディスカッション

［整形外科部会］

パネルディスカッション

「整形外科手術の術後管理」

日時：７月31日（土）10：00～12：00（第１会場）

座長：泉澤康晴（酪農学園大学）、樋口雅仁（動物整形外科病院）

１）小型犬の橈・尺骨骨折の術後管理 桂　太郎（カツラ犬猫病院）

２）前十字靱帯断裂手術後の管理 山口　力（ファーブル動物医療センター）

３）膝蓋骨脱臼とリハビリテーション 陰山敏昭（名古屋動物整形外科病院）

［軟部外科部会］

パネルディスカッション

「耳の疾患をどのように治療するのか」

日時：７月31日（土）10：00～12：00（第３会場）

座長：浅野和之（日本大学）、大石明広（岩手大学）

１）耳の画像診断 藤田道郎（日本獣医生命科学大学）

２）硬性鏡（ビデオオトスコープ）による診断・治療と内視鏡的処理

田中樹竹（ぱんだ動物病院）

３）耳の疾患の外科療法 田中　綾（東京農工大学）

［麻酔・疼痛管理部会］

パネルディスカッション

「獣医麻酔外科学会麻酔・疼痛管理専門部会が提案した「動物の麻酔モニタリング指針（案）」

を考える」

日時：７月31日（土）10：00～12：00（第２会場）

座長：今井彩子（富山県）、佐野忠士（日本大学）

１）小動物の一次診療に携わる立場から　伊東輝夫（青葉動物病院）

２）小動物の一次診療に携わる立場から～ウサギの麻酔を中心に～

斉藤久美子（斉藤動物病院）

３）小動物の二次診療に携わる立場から

島一昭（（財）鳥取県動物臨床医学研究所）

４）小動物の二次診療に携わる立場から 井芹俊恵（大阪府立大学）

５）馬の全身麻酔と麻酔モニタリング 佐藤正人（NOSAI日高）

６）牛の二次診療に携わる立場から 鈴木一由（酪農学園大学）

７）野生動物の全身麻酔と麻酔モニタリング

～「動物に安全な麻酔を行うためのモニタリング指針（案）」は使える！？

福井大祐（旭川市旭山動物園）

８）動物実験に携わる立場から 木村　透（自然科学研究機構動物実験センター）



日本獣医循環器学会

■教育講演

教育講演１

日時：８月１日（日）14：00～15：20（第２会場）

座長：藤井洋子（麻布大学）

「先天性心疾患に対するカテーテル治療」

富田　英（昭和大学横浜市北部病院）

教育講演２

日時：８月１日（日）15：30～16：50（第２会場）

座長：藤井洋子（麻布大学）

「各種内科疾患と慢性心疾患の関連性：慢性腎臓病および内分泌疾患を中心に」

竹村直行（日本獣医生命科学大学）

■トピック

日時：７月31日（土）14：00～15：00（第５会場）

座長：若尾義人（ヤマザキ学園大学）

認定医講習会アドバンスド・コース

「薬物性QT延長症候群予測モデルとしての慢性房室ブロック動物」

杉山　篤（東邦大学）

■認定医講習会

日時：７月31日（土）

10：00～11：00（第５会場）

講座４　先天性心疾患

千村収一（千村どうぶつ病院）

11：10～12：10（第５会場）

講座５　先天性心疾患

千村収一（千村どうぶつ病院）

15：10～16：10（第５会場）

講座28 循環性ショックの病態

町田　登（東京農工大学）

16：20～17：20（第５会場）

講座29 肺循環・肺水腫・胸水

清水美希（東京農工大学）



日本獣医画像診断学会

■教育講演

教育講演１

日時：７月31日（土）10：00～10：50（第７会場）

座長：萩尾光美（宮崎大学）

「小動物医療におけるCT検査の適用と実際」

茅沼秀樹（麻布大学）

教育講演２

日時：７月31日（土）11：00～11：50（第７会場）

座長：狩野幹也（狩野動物病院）

「医療におけるCT検査の最新事情」

田中　修（自治医科大学さいたま医療センター）

教育講演３

「各種デジタルX線検査機器とデジタル画像の観察（１）」

日時：７月31日（土）14：00～15：00（第７会場）

座長：織間博光（日本獣医生命科学大学）

１）DRの基礎　田中修二（株式会社島津製作所）

２）CRの基礎について　竹内浩美（コニカミノルタヘルスケア株式会社）

教育講演４

「各種デジタルX線検査機器とデジタル画像の観察（２）」

日時：７月31日（土）15：00～16：00（第７会場）

座長：保田大治（保田動物病院）

１）VPX-500LCDRの基礎　佐藤英之（東芝医療用品株式会社）

２）医用画像表示モニタの基礎知識　小川滋久（株式会社ナナオ）

■獣医CT談話会合同シンポジウム

「これから獣医師が知っておくべきCT検査法の基礎知識　―CT装置の種類と機能―」

日時：８月１日（日）14：00～16：30（第３会場）

座長：佐野忠士（日本大学）

１）CT装置の種類と機能　森下康之（東芝メディカルシステムズ株式会社）

２）画像再構成法とアーチファクト　山口　功（大阪物療専門学校）

３）DICOMビューワー　束村智浩（株式会社AZE）

４）造影剤　狩野幹也（自治医科大学さいたま医療センター・狩野動物病院）

５）CT検査に関わる被ばくと防護 夏堀雅宏（日本動物高度医療センター）



13：00～16：30
第１回日本小動物外科専門医
レジデント成果発表会

症例・研究報告
13題

17：00～18：00
日本小動物外科専門医協会
総会

18：00～19：00
獣医麻酔外科学会
軟部外科専門部会会議

18：00～19：00
獣医麻酔外科学会
整形外科専門部会会議

18：00～19：00
獣医麻酔外科学会
麻酔・疼痛管理専門部会会議

――――――――――――――――――――――――――2010.7.30（金）
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12：00～17：00
企業展示

18：00～20：00
懇親会

10：00～12：00
麻酔外科学会　整形外科部会
パネルディスカッション

「整形外科手術の術後管理」

１）小型犬の橈・尺骨骨折の術後管理
桂　太郎（カツラ犬猫病院）

２）前十字靱帯断裂手術後の管理
山口　力（ファーブル動物医療センター）
３）膝蓋骨脱臼とリハビリテーション
陰山敏昭（名古屋動物整形外科病院）

14：00～15：30
麻酔外科学会　整形外科部会
教育講演
「Salter-Harris型骨折」

左近允 巌（北里大）

15：30～16：20
麻酔外科学会　整形外科部会
リフレッシャーコース１
「大腿骨頭・骨頚部切除術」

藤木　誠（鹿児島大）

16：20～17：10
麻酔外科学会　整形外科部会
リフレッシャーコース２
「骨折外固定法の基礎」

藤田幸弘（麻布大）

14：00～14：50
麻酔外科学会　麻酔・疼痛部会
教育講演１
「鎮静薬とトランキライザー」

佐野忠士（日大）

15：00～15：50
麻酔外科学会　麻酔・疼痛部会
教育講演２
「犬における全静脈麻酔」

長濱正太郎（東大）

15：00～15：50
麻酔外科学会　軟部外科部会
教育講演２
「脾臓の外科」

廉澤　剛（酪農大）

16：00～16：50
麻酔外科学会　麻酔・疼痛部会
リフレッシャーコース１
「吸入麻酔器を極める」

山下和人（酪農大）

10：00～12：00
麻酔外科学会　麻酔・疼痛部会
パネルディスカッション

「獣医麻酔外科学会麻酔・疼痛管理専門部会が提案し

た「動物の麻酔モニタリング指針（案）」を考える」

伊東輝夫（青葉動物病院）

斉藤久美子（斉藤動物病院）

島一昭（（財）動臨研）

井芹俊恵（大阪府立大）

佐藤正人（NOSAI日高）

鈴木一由（酪農大）

福井大祐（旭川市旭山動物園）

木村　透（自然科学研究機構動物実験センター）

10：00～12：00
麻酔外科学会　軟部外科部会
パネルディスカッション

「耳の疾患をどのように治療するのか」

１）耳の画像診断
藤田道郎（日獣大）

２）硬性鏡（ビデオオトスコープ）による
診断・治療と内視鏡的処置
田中樹竹（ぱんだ動物病院）

３）耳の疾患の外科療法
田中　綾（農工大）

12：20～13：20
ランチョンセミナー

「慢性関節炎とつき合うために
～機能回復のための保存療法の実際～」

枝村一弥（日大）

提供：ロイヤルカナンジャポン

14：00～14：50
麻酔外科学会　軟部外科部会
教育講演１
「胃の非腫瘍疾患」

小出和欣（小出動物病院）

10：00～11：00
循環器学会
認定医講習会
講座４
「先天性心疾患」
千村収一（千村どうぶつ病院）

10：00～12：00
循環器学会
一般講演１
（1～8）

10：00～12：00
麻酔外科学会
一般講演１
整形外科１
（1～8）

10：00～12：00
麻酔外科学会
一般講演３
軟部外科１
（24～32）

10：00～10：50
画像診断学会
教育講演１
「小動物医療におけるCT検査
の適用と実際」

茅沼秀樹（麻布大）

11：00～11：50
画像診断学会
教育講演２
「医療におけるCT検査の最新事情」

田中　修（自治医大）

12：00～13：00
画像診断学会
理事会・評議員会

12：10～13：00
麻酔外科学会
理事会

13：00～14：00
麻酔外科学会
評議員会

13：00～13：30
画像診断学会
総会

14：00～17：00
循環器学会
一般講演２
（9～20）

14：00～17：20
麻酔外科学会
一般講演２
整形外科２
（9～23）

14：00～17：00
麻酔外科学会
一般講演４
軟部外科２
（33～45）

14：00～15：00
循環器学会
トピック
認定医講習会アドバンスド・コース
「薬物性QT延長症候群予測モデル
としての慢性房室ブロック動物」

杉山　篤（東邦大）

15：10～16：10
循環器学会
認定医講習会
講座28
「循環性ショックの病態」

町田　登（農工大）

16：20～17：20
循環器学会
認定医講習会
講座29
「肺循環・肺水腫・胸水」

清水美希（農工大）

10：00～12：00
麻酔外科学会・循環器学会
合同教育講演

「心不全と麻酔」

１）心不全と麻酔
山下和人（酪農大）

２）麻酔と不整脈
西村亮平（東大）

11：10～12：10
循環器学会
認定医講習会
講座５
「先天性心疾患」
千村収一（千村どうぶつ病院）

14：00～17：00
三学会合同シンポジウム

「夜間救急病院の現状と将来」
―設立、運営、今後の展望な
ど本気本音の討論会―

白石陽造（（株）リードベッツ）
難波信一（（株）シーメック）
山田武喜（（株）東京イースト獣医協会動物医療センター）
安藤　純（埼玉南部夜間救急動物病院責任事業組合）
吉池正喜（（株）DVMs）

14：00～15：00
画像診断学会
教育講演３
「各種デジタルX線検査機器と
デジタル画像の観察（1）」
１）田中修二（（株）島津製作所）
２）竹内浩美（コニカミノルタヘルスケア（株））

15：00～16：00
画像診断学会
教育講演４
「各種デジタルX線検査機器と
デジタル画像の観察（2）」
１）佐藤英之（東芝医療用品（株））
２）小川滋久（（株）ナナオ）

16：15～17：15
麻酔外科・循環器
合同学会（福岡）
開催運営委員会

合同学会　日程 ―――――――――――――――――2010.7.31（土） ――――――――――――――――――――――――――2010.7.31（土）
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10：00～16：00
企業展示

10：00～12：00
麻酔外科学会　整形外科部会

シンポジウム１

「頭蓋内髄膜腫」

１）頭蓋内髄膜腫の病理学的特徴
内田和幸（東大）

２）頭蓋内圧亢進
長谷川大輔（日獣大）

３）外科療法
北川勝人（日大）

４）術後管理
原　　康（日獣大）

14：00～14：50
麻酔外科学会　軟部外科部会
リフレッシャーコース１
「膀胱結石」

手島健次（日大）

15：00～15：50
麻酔外科学会　軟部外科部会
リフレッシャーコース２
「創傷治癒」
山本剛和（動物病院エル・ファーロ）

16：00～16：50
麻酔外科学会　麻酔・疼痛部会
リフレッシャーコース２
「血液ガス分析の見方」

岡野昇三（北里大）

14：00～15：20
循環器学会
教育講演１
「先天性心疾患に対するカテー
テル治療」
富田　英（昭和大横浜市北部病院）

15：30～16：50
循環器学会
教育講演２
「各種内科疾患と慢性心疾患の
関連性：慢性腎臓病および内
分泌疾患を中心に」

竹村直行（日獣大）

14：00～16：30
画像診断学会
獣医CT談話会

合同シンポジウム

「これから獣医師が知っておく
べきCT検査法の基礎知識」

１）CT装置の種類と基礎
森下康之（東芝メディカルシズテムズ（株））
２）画像再構成法とアーチファクト
山口　功（大阪物療専門学校）
３）DICOMビューワー

束村智浩（（株）AZE）
４）造影剤
狩野幹也（自治医大・狩野動物病院）
５）CT検査に関わる被ばくと防護
夏堀雅宏（日本動物高度医療センター）

10：00～12：00
麻酔外科学会　麻酔・疼痛部会
シンポジウム

「慢性痛／癌性痛の管理」

１）犬の慢性痛の評価と治療
―伴侶動物領域における動向

左近允 巌（北里大）
２）犬の慢性痛に対する理学療法
山田りこ（日本動物高度医療センター）
３）犬のがん性痛の評価と治療

今井彩子（富山県）

10：00～12：00
画像診断学会・麻酔外科学会
合同教育講演

「CTと整形外科」

１）脊椎外科とCT
原　康（日獣大）

２）CTと整形外科
川田　睦（ネオベッツVRセンター）
３）骨折治療とCT
陰山敏昭（名古屋動物整形外科病院）

10：00～12：00
循環器学会・画像診断学会
合同シンポジウム

「咳と呼吸困難」

１）咳と呼吸困難
藤田道郎（日獣大）

２）循環器病
上地正実（日大）

３）咳と呼吸困難に対するX線診断
菅沼常徳（麻布大）

10：00～12：00
循環器学会
一般講演３
（21～29）

14：00～17：00
循環器学会
一般講演４
（30～41）

14：00～17：00
画像診断学会
一般講演
（1～16）

10：00～12：00
麻酔外科学会
一般講演５
整形外科３
（46～53）

14：00～14：55
麻酔外科学会
一般講演６
軟部外科３
（54～58）

15：00～17：00
麻酔外科学会　整形外科部会
シンポジウム２

「膝蓋骨内方脱臼」

１）関節周囲軟部組織の処理
奥村正裕（北大）

２）滑車溝形成術
小川純也（小川犬猫病院）

３）脛骨稜転移術
泉澤康晴（酪農大）

４）大腿骨／脛骨の矯正骨切術
川田　睦（ネオベッツVRセンター）

10：00～12：00
麻酔外科学会
一般講演７
麻酔・疼痛１
（59～67）

14：00～15：30
麻酔外科学会
一般講演８
整形外科４
（68～74）

15：40～17：00
麻酔外科学会
一般講演９
軟部外科４
（75～80）

10：00～12：00
循環器学会
一般講演５
（42～50）

13：10～13：50
循環器学会
総会

13：10～13：50
麻酔外科学会
総会

14：00～16：30
麻酔外科学会　軟部外科部会
シンポジウム

「膵臓疾患の外科を考える」

１）膵炎の診断と内科管理
安田和雄（安田動物病院）

２）獣医学領域
浅野和之（日大）

３）ヒトの膵臓解剖と膵臓外科
土井隆一郎（大津赤十字病院）

12：10～13：10
ランチョンセミナー

「心エコーから見える心疾患の
病態評価～新しい治療戦略～」

田中　綾（農工大）

提供：DSファーマアニマルヘルス（株）

12：10～13：10
ランチョンセミナー

「動物理学療法の5W1Hとは？」
山下眞理子（日本動物高度医療センター）

提供：ファイザー（株）

12：10～13：10
ランチョンセミナー
「消化器疾患の超音波画像診断の
ポイント：専門医が使うコツ」
宮林孝仁（iVET総合診断センター）

提供：アロカ（株）

12：10～13：10
ランチョンセミナー

「マラセチアと複合感染に対するマ
スマリンの基礎と臨床について」
平川　篤（ペットクリニックハレルヤ）

提供：（株）アライアンス

12：10～13：10
ランチョンセミナー

「獣医療におけるPLDD（経皮
的ヘルニアレーザー減圧術）」
金井詠一（麻布大・狩野動物病院）

提供：飛鳥メディカル（株）

合同学会　日程 ――――――――――――――――――2010.8.1（日） ―――――――――――――――――――――――――――2010.8.1（日）
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