
■事前登録振込先 
ゆうちょ銀行 口座番号：00130-3-639016
口座名：2018 年秋季合同学会 
※�郵便振替払込取扱票にて、2018年11月30日（金）までにお払い
込み下さい。
払い込みの確認で事前登録とさせていただきます。
当日不参加の場合のご返金はできませんのでご了承ください。
2018年秋季合同学会ホームページ（https://www.goudougakkai.
com/）からWEB決済システムのご利用でお支払いもできます。

会員・
後援獣医師会員 非会員 学生・

大学研修医 動物看護師

事前登録 12,000円 15,000円 2,000円
（要学生証提示）

2,000円
動物看護師セミナーのみ聴講可
（1/13㈰�14：00~17：00）当日登録 15,000円 17,000円

情報交換会 5,000円

■参加費

後援●�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・公益社団法人宮城県獣医師会・公益社団法人�
秋田県獣医師会・公益社団法人山形県獣医師会・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



■日本獣医麻酔外科学会へ一般演題を登録される場合は下記事項に注意してください
1. 一般講演には「症例報告」と「研究報告」があります。
2.  日本獣医麻酔外科学会・一般演題では、アワード審査希望演題の中から優秀演題に対してアワードを授与します。なお、アワードは

獣医外科学または獣医麻酔学の発展に貢献する内容におくられます。
3. 過去に他の学会で口頭あるいはポスター発表している演題は受け付けません。
4.  実験動物あるいは生体材料（血液、細胞など）を使用した研究については、所属機関の審査を受け承認されており、科学的であること 

は勿論なこと、実験動物を使用している場合は、動物福祉の観点からも適切に遂行されていること。
5.  症例に対して「新規の治療法を適用した検討」もしくは「国内未承認の医薬品や医療器材を使用した検討」では、飼い主の許可、および 

病院長の承諾が得られていること。
● 「症例報告」と「研究報告」：「症例報告」とは「5 例未満の臨床症例をまとめたものであり、新規性あるいは希少性があるもの」が該当します。

一方、「研究報告」とは「研究の結論を導くために統計学的解析が行われているもの」を意味し、これには、「5 例以上の臨床症例を対象
として行われた回顧的研究、あるいは前向きに検討した臨床研究」そして「実験動物を使用した実験研究」などが含まれます。

●  本文の書き方：「症例報告」では【はじめに】、【症例】、【臨床経過】、そして【考察】、「研究報告」では【はじめに】、【材料（あるいは症例） 
と方法】、【成績】、【考察】、そして【結論】の順に書いてください。

6.  演題の採否および発表日時は大会長にご一任ください。

■日本獣医循環器学会にて一般演題の発表及び症例検討会の症例発表を希望される先生へ
今回の本学会では、一般講演は「症例報告」「研究報告」「症例検討」に分類し公募することとしました。
1.「症例報告」と「研究報告」について

1.  「症例報告」とは「5 例未満の臨床症例をまとめたものであり、新規性あるいは希少性があるもの」が該当します。一方、「研究報告」
とは「研究の結論を導くために統計学的解析が行われているもの」を意味し、これには、「5 例以上の臨床症例を対象として行われ
た回顧的研究、あるいは前向きに検討した臨床研究」そして「実験動物を使用した実験研究」などが含まれます。

2. 本文の書き方
　 「症例報告」では【はじめに】、【症例】、【臨床経過】、そして【考察】、「研究報告」では【はじめに】、【材料（あるいは症例）と方法】、【成績】、 
【考察および結論】の順に書いてください。

2.「症例検討」について
　 本大会における症例検討会は、症例を持ち寄り、自由に意見を交換しながら議論するセッションです。テーマは自由です。応募された 

演題内容によってアドバイザーを設置しますが、議論は会場の参加者全員で行います。
3. 過去に他の学会で口頭あるいはポスター発表している演題は受け付けません。
4. 実験動物あるいは生体材料（血液、細胞など）を使用した研究については、所属機関の審査を受け承認されており、科学的であること 

は勿論なこと、実験動物を使用している場合は、動物福祉の観点からも適切に遂行されていること。
5. 症例に対して「新規の治療法を適用した検討」もしくは「国内未承認の医薬品や医療器材を使用した検討」では、飼い主の許可、および 

病院長の承諾が得られていること。
6. 演題の採否および発表日時は大会長へご一任下さい。

若手獣医師による若手獣医師のための Basic セミナー
日本獣医麻酔外科学会では、若手獣医師による演題を募集します。このセミナーは、専門的知識や技術の取得を目指している若手獣医師 
に教育講演の機会を設けることを目的としています。是非とも積極的に応募してください。1 演題は 45 分、合計 4 演題を募集します。

応募要領  ・Microsoft Word で作成の上、A4 横書きで 3 ページまで、字数は全体で 4500 字以内としてください。
・抄録は「タイトル」、「名前（所属）」、「本文」の順で構成してください。
・演題名は御自身でお考えください。

応募締切   2018 年 10 月 22 日（月）　　 応募先   endai@goudougakkai.com

演題募集

演題登録 ▶https://www.goudougakkai.com/endai/18a.html
上記にアクセスして演題登録フォームに沿って記入の上、送信してください。
各学会ホームページからもアクセスできます。

抄録作成要領 1：Microsoft Word で作成してください。
2：A4 横書きで 1 ページのみ、字数は全体で 1500 字以内としてください。
3： 最上段に演題の「タイトル」、「名前（所属）」、そして「本文」の間にそれぞれ

1 行空けてください。なお、発表者氏名の前に「○」を付けてください。

応募締切 ▶応募締切：2018年10月22日（月）
プレゼンテーション用データの事前提出は予定していません。学会開催時に 
御自身のノートパソコン、あるいはデータ（USB メモリ）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します。

● 日本獣医麻酔外科学会では、学生などの学会発表に最低限の旅費を支援しています。詳しくはホームページをご覧下さい ●



■日本獣医循環器学会�����������������������������������������
教育講演
『MRに続発する肺高血圧症をもっとわかりやすく』
1. 「MRに続発する肺高血圧症の病態」：堀 泰智（酪農学園大学）

2. 「肺高血圧症の診断と右心系機能との関連」：中村健介（宮崎大学）

3. 「MRに続発する肺高血圧症と左心系の関連そして治療方針」： 
 鈴木亮平（日本獣医生命科学大学）

心電図シンポジウム
『日常的にもっと心電図を活用しよう！！』
1. 「正しい心電図記録と心電図による心不全評価」：小山秀一（日本獣医生命科学大学）

2. 「不整脈の診断と解釈そして対処法」：小山秀一（日本獣医生命科学大学）

3. 「心電図による自律神経系の評価」：福島隆治（東京農工大学）

4. 「ホルター心電計の有用性」：福島隆治（東京農工大学）

認定医講習会
講座4 「先天性心疾患の基礎1」：杉本佳介（岡山理科大学）

講座5 「先天性心疾患の基礎2」：杉本佳介（岡山理科大学）

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）

特別講演
①「 ACVIMコンセンサスアップデートと僧帽弁閉鎖不全症の治療（仮）」： 

 上地正実（JASMINEどうぶつ循環器病センター）

②「 ヒトにおける最新の心臓手術〜off-pomp冠状動脈バイパス手術ほか〜」： 
 高瀬信弥（福島県立医科大学 心臓血管外科講座）

症例検討会

●動物看護師対象セミナー�����������������������������������������������������
『基本から応用まで、知らなきゃ損！動物看護師のための麻酔管理』

座長：布川 寧（北の杜動物病院）

1. 「吸入麻酔器の構造」：安藤 太（那智が丘アン・ペットクリニック）

2. 「麻酔モニタの見方・考え方」：小野寺秀之（オノデラ動物病院）

3. 「実際の麻酔管理と注意点」：田口大介（グリーン動物病院）

■日本獣医麻酔外科学会����������������������������������������
【整形外科】
教育講演

①「犬の後肢跛行診断」：片山泰章（岩手大学）

②「犬の膝蓋骨脱臼の標準治療」：原　康（日本獣医生命科学大学）

リフレッシャーコース
①「脊椎と脊髄：脊髄造影および単純X線診断」：田中 宏（中山獣医科病院）

②「後肢における長管骨骨折の治療」：左近允 厳（北里大学）

シンポジウム
①『胸腰部椎間板ヘルニアに対する外科手術』
1. 「背側椎弓切除術」：上野博史（酪農学園大学）

2. 「片側椎弓切除術」：石野寛和（北里大学）

3. 「小範囲片側椎弓切除・椎体切除術」：王寺 隆（ネオベッツVRセンター）

4. 「造窓術（フェネストレーション）」：相川 武（相川動物医療センター）

②『前十字靭帯疾患の診断と治療』
1. 「診断」：本阿彌宗紀（東京大学）

2. 「関節外制動法」：藤木 誠（鹿児島大学）

3. 「脛骨高平部水平化骨切り術（TPLO）」：原田恭治（日本獣医生命科学大学）

症例検討会
望月 学（東京大学）、川田 睦（ネオベッツVRセンター）

【軟部組織外科】
教育講演

①「甲状腺と上皮小体の外科」：福井 翔（江別白樺通アニマルクリニック）

②「前縦隔腫瘍」：細谷謙次（北海道大学）

リフレッシャーコース
①「縫合法を見直す」：渡邊俊文（麻布大学）

②「下顎切除術」：廉澤 剛（酪農学園大学）

シンポジウム
『皮膚の形成外科』
1. 高木 哲（麻布大学）

2. 久保盾貴（大阪大学）

3. 木之下怜平（東京大学）

パネルディスカッション
『肝臓腫瘍の外科的治療』
1. 浅野和之（日本大学）

2. 宇根 智（ネオベッツVRセンター）

3. 鳥巣至道（宮崎大学）

【麻酔／疼痛管理】
教育講演

①「最新（最近）の呼吸管理法」：山谷吉樹（日本大学）

②「獣医学領域におけるARDS」：岡野昇三（北里大学）

リフレッシャーコース
①「オピオイドの使い方」：前田賢一（北里大学）

②「輸液剤の選択」：石塚友人（北海道大学）

シンポジウム
『災害派遣医療チーム（DMAT）専門医師から学ぶ災害時の獣医療』
1. DMAT専門医師 立石順久（千葉大学）

2. VMAT獣医師 藤本順介（ふじもと動物病院）

3. 「環境省の災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」：田口本光（環境省）

パネルディスカッション
『麻酔管理で“印象に残る”有害事象と対応』
1. 福井大祐（岩手大学）

2. 前田賢一（北里大学）

3. 佐々木一益（東北大学加齢研）

4. 佐藤敏彦（さとう動物病院）

■合同企画����������������������������������������������
特別講演

①「脊椎、脊髄疾患の診断・治療の過去と未来」：中山正成（中山獣医科病院）

②立石順久（千葉大学）

合同シンポジウム
①『絶対に落とさない手術のための準備と対策 ―全て想定内― その１』
座長：佐野忠士（酪農学園大学）

1. 「麻酔の影響と周術期管理の基本」：佐野忠士（酪農学園大学）

2. 「周術期における心臓絡みの罠 
 ―それでも手術を成功させるために―」：田中 綾（東京農工大学）

3. 「 周術期における呼吸器絡みの罠  
 ―それでも手術を成功させるために―」：米澤 覚（アトム動物病院・動物呼吸器センター）

②『絶対に落とさない手術のための準備と対策 ―全て想定内― その2』
座長：山下和人（酪農学園大学）

4. 「周術期における腎臓・肝臓絡みの罠 
 ―それでも手術を成功させるために―」：鳥巣至道（宮崎大学）

5. 「周術期における内分泌絡みの罠 
 ―それでも手術を成功させるために―」：秋吉秀保（大阪府立大学）

6. 「 周術期における出血や貧血絡みの罠  
 ―それでも手術を成功させるために―」：長濱正太郎（小動物麻酔鎮痛サポート）

 日本獣医麻酔外科学会サテライトセミナー　　ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社  「Depuy Synthes TPLO SEMINAR」

 ランチョンセミナー

協同組合仙台獣医師会では、CT・MRIを備えた「総合どうぶつ病院」をこの4月にオープンしました。地域の小動物開業獣医師の大部分が加入する団体が設立した、
全国的にも珍しい施設になります。この度の仙台での合同学会開催に際し、もしご希望があれば開催前日の1月11日夜や開催終了後の13日の夜に見学会
を企画したいと考えております。ご興味のある方は、開催準備委員である小野裕之・中尾淳・布川寧まで、お気軽にご一報下さい。
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1/13 日   ［受付開始 8：00］ 展示会場  展示棟〈展示室1A〉 9：00〜16：00

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場 第7会場
10：00
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11：00
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●最新の情報は、2018年秋季合同学会のホームページ〈https://www.goudougakkai.com/〉をご参照下さい（プログラムについては変更になる場合があります）。

1/12 土   ［受付開始 9：00］ 情報交換会  会議棟2F〈桜1〉 18：00〜20：00　　 展示会場  展示棟〈展示室1A〉 10：00〜18：00

第 1 会場→「橘」会議棟 2F　第 2 会場→「萩」会議棟 2F　第 3 会場→展示棟 展示室 1B　第 4 会場→展示棟 会議室 1　第 5 会場→展示棟 会議室 2　第 6 会場→展示棟 会議室 3AB　第 7 会場→展示棟 会議室 4AB

麻酔外科学会 麻酔／疼痛管理
10 : 00 - 11 : 00
教育講演①

「最新（最近）の呼吸管理法」
山谷吉樹（日大）

麻酔外科学会
10 : 00 - 11 : 00

一般講演

麻酔外科学会 整形外科
10 : 00 - 11 : 00
教育講演①

「犬の後肢跛行診断」
片山泰章（岩手大）

循環器学会
10 : 00 - 11 : 00
認定医講習会

講座4「先天性心疾患の基礎1」
杉本佳介（岡山理科大）

循環器学会
14 : 45 - 15 : 45

一般講演

麻酔外科学会 軟部組織外科
10 : 00 - 11 : 00

リフレッシャーコース①
「縫合法を見直す」

渡邊俊文（麻布大）

麻酔外科学会 整形外科
14 : 45 - 16 : 45

症例検討会

望月 学（東大）

川田 睦（ネオベッツVRセンター）

麻酔外科学会
14 : 45 - 15 : 45

一般講演

循環器学会
10 : 00 - 12 : 00

特別講演①

「ACVIMコンセンサスアップデートと 
僧帽弁閉鎖不全症の治療（仮）」

上地正実 
（JASMINE どうぶつ循環器病センター）

循環器学会
14 : 45 - 17 : 45

教育講演

『MRに続発する肺高血圧症を
もっとわかりやすく』

1.MRに続発する肺高血圧症の病態
 堀 泰智（酪農大）

2. 肺高血圧症の診断と右心系
機能との関連

 中村健介（宮崎大）

3. MRに続発する肺高血圧症と
左心系の関連そして治療方針

 鈴木亮平（日獣大）

麻酔外科学会 整形外科
14 : 45 - 17 : 45

シンポジウム①

『胸腰部椎間板ヘルニアに 
対する外科手術』

1.背側椎弓切除術
 上野博史（酪農大）

2.片側椎弓切除術
 石野寛和（北里大）

3. 小範囲片側椎弓切除・椎体切除術
 王寺 隆（ネオベッツVRセンター）

4.造窓術（フェネストレーション）
 相川 武（相川動物医療センター）

麻酔外科学会 軟部組織外科
14 : 45 - 17 : 45

シンポジウム

『皮膚の形成外科』

1.高木 哲（麻布大）

2.久保盾貴（大阪大）

3.木之下怜平（東大）

麻酔外科学会 麻酔／疼痛管理
14 : 45 - 17 : 45

パネルディスカッション

『麻酔管理で“印象に残る” 
有害事象と対応』

1.福井大祐（岩手大）

2.前田賢一（北里大）

3.佐々木一益（東北大加齢研）

4.佐藤敏彦（さとう動物病院）

麻酔外科学会 麻酔／疼痛管理
11 : 00 - 12 : 00
教育講演②

「獣医学領域におけるARDS」
岡野昇三（北里大）

麻酔外科学会
11 : 00 - 12 : 00

一般講演

麻酔外科学会 整形外科
11 : 00 - 12 : 00
教育講演②

「犬の膝蓋骨脱臼の標準治療」
原　康（日獣大）

循環器学会
11 : 00 - 12 : 00
認定医講習会

講座5「先天性心疾患の基礎2」
杉本佳介（岡山理科大）

循環器学会
15 : 45 - 16 : 45

一般講演

循環器学会
16 : 45 - 17 : 45

症例検討会

麻酔外科学会 軟部組織外科
11 : 00 - 12 : 00

リフレッシャーコース②
「下顎切除術」
廉澤 剛（酪農大）

麻酔外科学会
15 : 45 - 16 : 45

一般講演

麻酔外科学会
16 : 45 - 17 : 45

一般講演

　
12 : 15 - 13 : 15

ランチョンセミナー①

合同企画
13 : 30 - 14 : 30
特別講演①

「脊椎、脊髄疾患の診断・治療の
過去と未来」

中山正成（中山獣医科病院）

合同企画
11 : 15 - 12 : 15

特別講演②
立石順久（千葉大）

　
12 : 15 - 13 : 15

ランチョンセミナー②

麻酔外科学会 整形外科
9 : 00 - 10 : 00

リフレッシャーコース①
「脊椎と脊髄：脊髄造影および単純
X線診断」 田中 宏（中山獣医科病院）

麻酔外科学会
9 : 00 - 10 : 00

一般講演

循環器学会
9 : 00 - 10 : 00

一般講演

循環器学会
10 : 00 - 11 : 00

一般講演

循環器学会
15 : 00 - 16 : 00
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
9 : 00 - 10 : 00

一般講演

麻酔外科学会 整形外科
14 : 00 - 17 : 00

シンポジウム②

『前十字靭帯疾患の診断と治療』

1.診断
 本阿彌宗紀（東大）

2.関節外制動法
 藤木 誠（鹿児島大）

3.脛骨高平部水平化骨切り術（TPLO）
 原田恭治（日獣大）

循環器学会
14 : 00 - 17 : 00

心電図シンポジウム
『日常的にもっと心電図を 

活用しよう！！』
1. 正しい心電図記録と心電図

による心不全評価
 小山秀一（日獣大）

2. 不整脈の診断と解釈そして対処法
 小山秀一（日獣大）

3. 心電図による自律神経系の評価
 福島隆治（農工大）

4.ホルター心電計の有用性
 福島隆治（農工大）

循環器学会
14 : 00 - 17 : 00

動物看護師対象セミナー

『基本から応用まで、知らなきゃ損！
動物看護師のための麻酔管理』

1.吸入麻酔器の構造
 安藤 太（那智が丘アン・ペットクリニック）

2.麻酔モニタの見方・考え方
 小野寺秀之（オノデラ動物病院）

3.実際の麻酔管理と注意点
 田口大介（グリーン動物病院）

麻酔外科学会 麻酔／疼痛管理
9 : 00 - 11 : 10
シンポジウム

『災害派遣医療チーム（DMAT） 
専門医師から学ぶ災害時の獣医療』
1.立石順久（千葉大）

2.藤本順介（ふじもと動物病院）

3. 環境省の災害時におけるペット
の救護対策ガイドライン

 田口本光（環境省）

麻酔外科学会 軟部組織外科
9 : 00 - 12 : 00

パネルディスカッション

『肝臓腫瘍の外科的治療』

1.浅野和之（日大）

2.宇根 智（ネオベッツVRセンター）

3.鳥巣至道（宮崎大）

合同企画
9 : 00 - 12 : 00

合同シンポジウム①
『絶対に落とさない 

手術のための準備と対策 
－全て想定内－ その1』

1.麻酔の影響と周術期管理の基本
 佐野忠士（酪農大）

2. 周術期における心臓絡みの罠 
－それでも手術を成功させるために－

 田中 綾（農工大）

3. 周術期における呼吸器絡みの罠 
－それでも手術を成功させるために－

 米澤 覚（アトム動物病院・動物呼吸器病センター）

麻酔外科学会 整形外科
10 : 00 - 11 : 00

リフレッシャーコース②
「後肢における長管骨骨折の治療」

左近允 厳（北里大）

麻酔外科学会
10 : 00 - 11 : 00

一般講演

循環器学会
11 : 00 - 12 : 00
特別講演②

「ヒトにおける最新の心臓手術〜off-
pomp冠状動脈バイパス手術ほか〜」

高瀬信弥（福島県立医科大）

循環器学会
16 : 00 - 17 : 00
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
10 : 00 - 11 : 00

一般講演

麻酔外科学会 麻酔／疼痛管理
11 : 00 - 12 : 00

リフレッシャーコース①
「オピオイドの使い方」

前田賢一（北里大）

麻酔外科学会
11 : 00 - 12 : 00

一般講演

　
12 : 15 - 13 : 15

ランチョンセミナー③

　
12 : 15 - 13 : 15

ランチョンセミナー④

麻酔外科学会 軟部組織外科
14 : 00 - 15 : 00
教育講演①

「甲状腺と上皮小体の外科」
福井 翔（江別白樺通アニマルクリニック）

麻酔外科学会
14 : 00 - 15 : 00

一般講演

麻酔外科学会 軟部組織外科
15 : 00 - 16 : 00
教育講演②

「前縦隔腫瘍」
細谷謙次（北大）

麻酔外科学会
15 : 00 - 16 : 00

一般講演

麻酔外科学会 麻酔／疼痛管理
16 : 00 - 17 : 00

リフレッシャーコース②
「輸液剤の選択」

石塚友人（北大）

麻酔外科学会
16 : 00 - 17 : 00

一般講演

合同企画
14 : 00 - 17 : 00

合同シンポジウム②
『絶対に落とさない手術のための 
準備と対策 －全て想定内－ その2』

4. 周術期における腎臓・肝臓絡みの罠 
－それでも手術を成功させるために－

 鳥巣至道（宮崎大）

5. 周術期における内分泌絡みの罠 
－それでも手術を成功させるために－

 秋吉秀保（大阪府立大学）

6. 周術期における出血や貧血絡みの罠 
－それでも手術を成功させるために－

 長濱正太郎（小動物麻酔疼痛サポート）

1/11 金  
会議  
17：00 〜19：00
麻酔外科学会 整形外科委員会
17：00 〜19：00
麻酔外科学会 軟部組織外科委員会

17：00 〜19：00
麻酔外科学会 麻酔／疼痛管理委員会

サテライトセミナー
1/10 木
12：00 〜18：00
ジョンソン & ジョンソン

「Depuy Synthes TPLO SEMINAR」

1/11 金
9：00 〜16：00
ジョンソン & ジョンソン

「Depuy Synthes TPLO SEMINAR」


