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演題募集

■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・一般講演では、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。

●演題の採択および発表日時は大会長にご一任ください。
●�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。

■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」に分類し公募いたします。
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にご一任下さい。

■日本獣医画像診断学会では、画像に関する一般演題を募集しています

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6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   2019年9月30日（月）　　 応募先   endai@goudougakkai.com

●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●



■事前登録振込先 

郵便振替 口座：00130-3-639016 
口座名：2019年秋季合同学会 
　※���郵便振替払込取扱票にて、2019年11月30日（土）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。2019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
要学生証提示

事前登録 13,000円 18,000円 2,000円

当日登録 15,000円 20,000円 2,000円

情報交換会 5,000円

■参加費

演題登録 ▶ https://www.goudougakkai.com/endai/19a.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：演題登録フォーム内の作成要領に従って作成してください。
2：字数は全体で1500字以内としてください。
3：�送付前に必ずプレビュー機能で内容をご確認ください。

応募締切 2019年9 月30 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。

2019年秋季合同学会では、会期中（2020年1月11日（土）〜12日（日））に託児室を設置しています。
ご利用希望者は下記についてご了解の上、学会事務連絡先（㈱タスプ info@tasp.co.jp）までお申し込み下さい。
1. 託児室は大阪国際交流センター内に設置します
2. ご利用時間は、2020年1月11日（土）及び1月12日（日）の 8：30〜18：00です
3. ご利用できるのは0歳児から未就学児に限ります
4. 利用料金は、子供1人あたり￥3,000円／1日です
5. 託児室の広さには限りがありますので、お申込が多数となった場合、お断りすることがあります
6.  詳細についてはお申込者に直接ご連絡いたしますので、申込者（学会参加者）のお名前、連絡先（メールアドレス・電話番号）、

利用者（お預けになる子供）のお名前、年齢、希望日時を明記の上メールにてお申し込みください
7. 利用人数に余裕がある限り会期直前までお申込は受け付けますが、当日のお申込は受けられませんのでご注意ください



■合同企画�����������������������������������������
三学会合同企画

『骨・軟骨における再生医療の未来像』　座長：佐々井浩志（北須磨動物病院）、秋吉秀保（大阪府立大学）、西田英高（大阪府立大学）
　1.「新骨質指標としてのアパタイト／コラーゲンの配向性と金属3Dプリンタを含む骨再生医療への応用」：中野貴由（大阪大学）
　2.「iPS細胞由来軟骨を用いた関節軟骨再生治療法の開発」：妻木範行（京都大学 iPS細胞研究所）
　3.「大腿骨頭壊死症に対する成長因子を用いた再生治療 ―動物モデルからヒトへの臨床応用―」：黒田　隆（京都大学）

「細胞シート工学による心筋組織再生」：岡野光夫（東京女子医科大学）
座長：鳩谷晋吾（大阪府立大学）、島村俊介（大阪府立大学）

三学会合同特別公開講座

9：00~12：00　 公開講座
「幸せなペットと飼い主を増やすために動物病院でできること」：村田香織（もみの木動物病院）
座長：吉内龍策（南大阪動物医療センター、大阪市獣医師会会長）

13：15~14：15　基調講演
「愛玩動物看護師法 〜制定までの経緯、法律の概要及び今後の取組〜」：境　政人（日本獣医師会副会長・専務理事）
座長：玉井公宏（紀の川動物病院、和歌山県獣医師会会長）

14：30~17：30　パネルディスカッション
「愛玩動物看護師の国家資格化で何が変わるのか」：横田淳子（日本動物看護職協会会長）、左向敏紀（全国動物保健看護系大学協会会長）、下薗惠子（全国動物教育協会会長）
座長：佐伯　潤（大阪府獣医師会会長）

■日本獣医麻酔外科学会�����������������������������������
【整形外科】
教育講演
①「中手骨、中足骨骨折の治療」：戸次辰郎（ネオベッツVRセンター）
②「初学者のための関節鏡検査」：野尻紋美（ファーブル動物医療センター、宇治動物病院）
③「脊椎奇形」：西田英高（大阪府立大学）

リフレッシャーコース
①「股関節形成不全の病態と診断」：森　淳和（DVMsどうぶつ医療センター横浜、ONE for Animals）
②「整形外科疾患の診断のための様々な単純X線撮影法」：板本和仁（山口大学）
③「頭蓋内圧亢進」：北川勝人（日本大学）

シンポジウム
『骨折治療における合併症、それぞれの対策と対処法』　座長：山口　力（ファーブル動物医療センター）、枝村一弥（日本大学）
　1. レビュー：枝村一弥（日本大学）
　2. 藤木　誠（鹿児島大学）
　3. 櫻田　晃（さくらだ動物病院）
　4. 種子島貢司（マーレ動物クリニック）

パネルディスカッション
『環椎・軸椎不安定症 update』　座長：原　康（日本獣医生命科学大学）、神志那弘明（岐阜大学）
　1. summary：原　康（日本獣医生命科学大学）
　2. 高橋文孝（YPC東京動物整形外科病院）
　3. 穴澤哲也（JARMeC名古屋）
　4. 相川　武（相川動物医療センター）

ランチョン症例検討会
座長：藤田幸弘（麻布大学）、本阿彌宗紀（東京大学）
アドバイザー：望月　学（東京大学）、川田　睦（ネオベッツVRセンター）
　1. 近藤雅之（祇園アニマルクリニック）
　2. 谷　友一郎（ゆう動物病院）

【軟部組織外科】 �������������������������������������������������������������������

教育講演
①「腫瘍外科の基本」：市川美佳（JARMeC）
②「開腹術」：関　真美子（日本大学）

リフレッシャーコース
①「胆嚢の外科」：秋吉秀保（大阪府立大学）
②「横隔膜ヘルニア」：高木　哲（麻布大学）

シンポジウム
『骨盤腔内臓器・組織の外科的アプローチ』　座長：廉澤　剛（酪農学園大学）、中川貴之（東京大学）
　1. 浅野和之（日本大学）
　2. 宇根　智（ネオベッツVRセンター）
　3. 細谷謙次（北海道大学）

パネルディスカッション
『猫の尿管結石の外科的治療』　座長：渡邊俊文（麻布大学）、秋吉秀保（大阪府立大学）
　1. 片山泰章（岩手大学）
　2. 岩井聡美（北里大学）
　3. 小山田和央（松原動物病院）

ランチョン症例検討会
1. 鳥巣至道（宮崎大学）
2. 福井　翔（江別白樺通りアニマルクリニック）

   1月12日（日）［大ホール］   
   誰でも無料で参加できます

動物看護師、動物医療関係者の方のご参加をお待ち
しております。一般の方ももちろん大歓迎です。



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　 ※ 詳細・問い合わせは、2019 年秋季 
合同学会 HP をご参照ください

【麻酔/疼痛管理】 ������������������������������������������������������������������

特別講演
「救命救急医が教える急性腹症の診断 治療と集中治療のコツ」：阿南英明（藤沢市民病院）
座長：入江充洋（四国動物医療センター）

教育講演
①「循環系に異常を持つ動物の麻酔管理」：井芹俊恵（山口大学）
②「帝王切開の麻酔管理」：長濱正太郎（VAS）
③〈救急医療〉「産科救急」：堀　達也（日本獣医生命科学大学）

リフレッシャーコース
①「手術中の循環管理」：手島健次（日本大学）
②「血圧評価と管理法」：佐野忠士（酪農学園大学）
③〈救急医療〉「中毒」：飯村　真（福岡夜間救急動物病院）

シンポジウム
『GDVの予防と急性期/慢性期治療』　座長：川瀬広大（札幌夜間動物病院）
　1.「腹腔鏡による胃固定術」：江原郁也（ルカ動物医療センター） 
　2.「急性期治療」：手塚　光（名古屋市 夜間動物緊急診療所）
　3.「慢性期治療」：神津善広（北摂夜間救急動物病院）

パネルディスカッション
『臨床麻酔のpros/cons』　座長：佐野忠士（酪農学園大学）、井芹俊恵（山口大学）
　1. 周術期疼痛管理 「オピオイドの全身投与」：藤本由香（大阪府立大学） 

 「局所ブロック」：長濱正太郎（VAS）

　2. 呼吸管理 「自発呼吸管理」：齋藤靖生（鹿児島大学） 
 「人工呼吸管理」：神田鉄平（岡山理科大学）

■日本獣医循環器学会������������������������������������
特別教育講演

「心筋症」：Philip Fox（Animal Medical Center, NY, USA）
座長：安藤武樹（安藤動物病院）、島村俊介（大阪府立大学）
教育企画

「ケースレポートの書き方」：中村健介（宮崎大学）

認定医講習会
講座1「発生学・解剖学・心奇形1」：今村伸一郎（ヤマザキ動物看護大学）
講座2「発生学・解剖学・心奇形2」：今村伸一郎（ヤマザキ動物看護大学）
講座15「心臓の自動調律と特殊興奮系」：桑原正貴（東京大学）
講座16「正常心電図」：福島隆治（東京農工大学）
講座17「異常心電図」：福島隆治（東京農工大学）
講座31「心不全の治療」：田中　綾（東京農工大学）

シンポジウム①
『心臓刺激伝導系の基礎と病的変化』　座長：平川　篤（ペットクリニックハレルヤ）、福島隆治（東京農工大学）
　1.「刺激伝導系の形態異常と不整脈」：町田　登（東京農工大学）
　2.「心臓ポンプ運動を司る心臓刺激伝導系の役割：インパルス生成・伝播の分子基盤」：中尾　周（立命館大学）
　3.「刺激伝導系の成り立ち ―ヒトの遺伝性不整脈から学ぶ―」：石川泰輔（国立循環器病研究センター）

シンポジウム②
『業界のレジェンドに問う。これからの10年の小動物循環器診療 ―トレンドと問題点―』　座長：柴崎　哲（関西動物ハートセンター）
　1. 「循環器外科における今後のトレンドと問題点」：金本　勇（茶屋ヶ坂動物病院）
　2. 「カテーテルインターベンションなどの低侵襲治療における今後のトレンドと問題点」：千村収一（千村どうぶつ病院）
　3. 「アメリカにおける今後のトレンドと問題点 特に大学教育とAMCの取り組みを中心に」：Philip Fox（Animal Medical Center, NY, USA）

症例検討

■日本獣医画像診断学会�����������������������������������
講演

「脳神経学検査から見るMRI」：中本裕也（Neuro Vets）
座長：藤田道郎（日本獣医生命科学大学）

「腹部MRIの有用性」：三好健二郎（酪農学園大学）、田中利幸（大阪府立大学）
座長：浅沼武敏（岡山理科大学）

「画像病理検査のすすめ ―画像診断医と病理医のキャッチボール― 2」：福田祥子（どうぶつの総合病院）、浅川　翠（どうぶつの総合病院）
座長：狩野幹也（狩野動物病院）　　
検定講習会
①「胸部レントゲン 読影法1」：中山智宏（日本大学）
②「胸部レントゲン 読影法2」：中山智宏（日本大学）
③「腹部レントゲン 検査1」：夏堀雅宏（北里大学）
④「腹部レントゲン 検査2」：夏堀雅宏（北里大学）

読影会



第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場 第7会場

第2会場

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

●最新の情報は、2019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）。

1/9 木   

1/10 金   

第 1 会場 → 小ホール  2F（200 名）　　第 2 会場 → さくら西  2F（150 名）　　第 3 会場 → さくら東  2F（150 名）　　第 4 会場 → 会議室 A・B  2F（72 名）　　第 5 会場 → 会議室 C・D  2F（72 名）　　第 6 会場 → 銀杏  3F（100 名）　　第 7 会場 → 会議室 1/2  3F（72 名）　　第 8 会場 → 会議室 3/4  3F（72 名）　　第 9 会場 → 大ホール  1F（1006 名）

19 :00-21 :00

麻酔外科学会
地区委員会委員長会議

17 :00-19 :00

麻酔外科学会
麻酔／疼痛管理委員会

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

15 :00-17 :00

麻酔外科学会
専門医委員会

麻酔外科学会
9 :00-16 :00

サテライトセミナー

ジョンソン・
エンド・

ジョンソン㈱

麻酔外科学会
12 :00-18 :00

サテライトセミナー

ジョンソン・
エンド・

ジョンソン㈱

画像診断学会
15 :00-16 :30

検定講習会①

「胸部レントゲン 読影法1」
中山智宏（日大）

画像診断学会
17 :00-18 :30

検定講習会②

「胸部レントゲン 読影法2」
中山智宏（日大）



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 第8会場 第9会場
8：00

9：00

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

17：30

18：00

19：00

20：00

1/11 土   ［受付開始 8：00］ 展示会場   アトリウム　9：00〜17：00

第 1 会場 → 小ホール  2F（200 名）　　第 2 会場 → さくら西  2F（150 名）　　第 3 会場 → さくら東  2F（150 名）　　第 4 会場 → 会議室 A・B  2F（72 名）　　第 5 会場 → 会議室 C・D  2F（72 名）　　第 6 会場 → 銀杏  3F（100 名）　　第 7 会場 → 会議室 1/2  3F（72 名）　　第 8 会場 → 会議室 3/4  3F（72 名）　　第 9 会場 → 大ホール  1F（1006 名）

12 :00-13 :00

麻酔外科学会
拡大理事会

13 :00-13 :45

麻酔外科学会
臨時総会

18 :30-20 :30

情報交換会

11 :45-12 :45

画像診断学会
理事・評議員会

8 :00-9 :00

麻酔外科学会
広報委員会

8 :00-9 :00

麻酔外科学会
理事会

麻酔外科学会
9 :00-9 :50

整形外科

教育講演①
「中手骨、 

中足骨骨折の治療」
戸次辰郎（ネオベッツVRセンター）

麻酔外科学会
9 :00-9 :50

麻酔／疼痛管理

教育講演①
「循環系に異常を持つ

動物の麻酔管理」
井芹俊恵（山口大）

麻酔外科学会
9 :00-9 :50
軟部組織外科

教育講演①

「腫瘍外科の基本」
市川美佳（JARMeC）

麻酔外科学会
9 :00-12 :00

一般講演

循環器学会
9 :00-10 :30

一般講演

循環器学会
10 :30-12 :00

シンポジウム②
『業界のレジェンドに問う。これか

らの10年の小動物循環器診療』
1.  循環器外科における今

後のトレンドと問題点
  金本 勇（茶屋ヶ坂動物病院）
2.  カテーテルインターベンショ

ンなどの低侵襲治療におけ
る今後のトレンドと問題点

 千村収一（千村どうぶつ病院）
3.  アメリカにおける今後のトレ

ンドと問題点 特に大学教育
とAMCの取り組みを中心に

  Philip Fox（Animal Medical Center, NY）

麻酔外科学会
9 :00-12 :00

一般講演

合同企画
9 :00-12 :15

三学会合同企画

『骨・軟骨における 
再生医療の未来像』

1.  新骨質指標として
のアパタイト／コ
ラーゲンの配向性
と金属3Dプリンタ
を含む骨再生医療
への応用

  中野貴由（大阪大）

2.  iPS細胞由来軟骨を
用いた関節軟骨再
生治療法の開発

  妻木範行（京大iPS細胞研究所）

3.  大腿骨頭壊死症に対
する成長因子を用い
た再生治療 −動物
モデルからヒトへの
臨床応用−

  黒田 隆（京大）

4. 総合討論 

合同企画
14 :30-17 :30

三学会合同企画

「細胞シート工学に 
よる心筋組織再生」

岡野光夫（東京女子医科大）

麻酔外科学会
14 :30-17 :30

整形外科

シンポジウム

『骨折治療における 
合併症、それぞれの 

対策と対処法』

1. レビュー
 枝村一弥（日大）

2. 藤木 誠（鹿児島大）

3. 櫻田 晃（さくらだ動物病院）

4. 種子島貢司（マーレ動物C）

麻酔外科学会
14 :00-17 :00

麻酔／疼痛管理

パネルディスカッション

『臨床麻酔の 
pros／cons』

1.  「周術期疼痛管理」 
オピオイドの全身投与 
藤本由香（大阪府大）

 局所ブロック 
 長濱正太郎（VAS）

2.  「呼吸管理」 
自発呼吸管理 
齋藤靖生（鹿児島大）

 人工呼吸管理 
 神田鉄平（岡山理科大）

循環器学会
14 :00-17 :00

シンポジウム

『心臓刺激伝導系の 
基礎と病的変化』

1.  刺激伝導系の形態
異常と不整脈

  町田 登（農工大）

2.  心臓ポンプ運動を司
る心臓刺激伝導系の
役割：インパルス生
成・伝播の分子基盤

  中尾 周（立命館大）

3.  刺激伝導系の成り立
ち−ヒトの遺伝性不
整脈から学ぶ−

  石川泰輔 
（国立循環器病研究センター）

循環器学会
14 :00-15 :30

一般講演

循環器学会
15 :30-17 :00

症例検討

麻酔外科学会
14 :30-17 :30

一般講演

麻酔外科学会
18 :30-19 :30

若手獣医師のための
Basicセミナー

麻酔外科学会
18 :30-19 :30

若手獣医師のための
Basicセミナー

麻酔外科学会
18 :30-19 :30

若手獣医師のための
Basicセミナー

麻酔外科学会
19 :30-20 :30

若手獣医師のための
Basicセミナー

麻酔外科学会
19 :30-20 :30

若手獣医師のための
Basicセミナー

麻酔外科学会
19 :30-20 :30

若手獣医師のための
Basicセミナー

麻酔外科学会
14 :30-17 :30

一般講演

麻酔外科学会
14 :30-17 :30

軟部組織外科

シンポジウム

『骨盤腔内臓器・組織
の外科的アプローチ』

浅野和之（日大）

宇根 智（ネオベッツVRセンター）

細谷謙次（北大）

循環器学会
9 :00-9 :50

認定医講習会
講座１ 

「発生学・解剖学・心奇形1」
今村伸一郎 

（ヤマザキ動物看護大）

画像診断学会
9 :00-10 :00

「脳神経学検査から 
見るMRI」

中本裕也（Neuro Vets）

画像診断学会
10 :15-11 :30

「腹部MRIの有用性」

三好健二郎（酪農大）

田中利幸（大阪府立大）

画像診断学会
13 :30-15 :30

「画像病理検査のすすめ
−画像診断医と病理医
のキャッチボール−2」

福田祥子（どうぶつの総合病院）

浅川 翠（どうぶつの総合病院）

画像診断学会
16 :00-17 :30

検定講習会③

「腹部レントゲン 検査1」

夏堀雅宏（北里大）

麻酔外科学会
10 :00-10 :50

整形外科
リフレッシャーコース①
「股関節形成不全の 

病態と診断」
森 淳和（DVMsどうぶつ医療
センター横浜、ONE for Animals）

麻酔外科学会
11 :00-11 :50

整形外科

教育講演②
「初学者のための関節鏡検査」

野尻紋美 
（ファーブル動物医療センター、

宇治動物病院）

麻酔外科学会
10 :00-10 :50
麻酔／疼痛管理

教育講演②

「帝王切開の麻酔管理」
長濱正太郎（VAS）

麻酔外科学会
10 :00-10 :50
軟部組織外科

教育講演②

「開腹術」
関 真美子（日大）

麻酔外科学会
11 :00-11 :50
麻酔／疼痛管理 
（救急医療）

教育講演③
「産科救急」
堀 達也（日獣大）

循環器学会
10 :00-10 :50

認定医講習会
講座2 

「発生学・解剖学・心奇形2」
今村伸一郎 

（ヤマザキ動物看護大）

循環器学会
11 :00-11 :50

認定医講習会
講座15 

「心臓の自動調律と 
特殊興奮系」
桑原正貴（東大）

12 :15-13 :15

ランチョンセミナー
「RFナイフが手術を 
変える 〜避妊から腫

瘍外科まで〜」
市川美佳 

（日本動物高度医療センター）
主催：㈱エルマンジャパン

12 :15-13 :15

ランチョンセミナー
「胸部超音波 
画像診断関連」
宮林孝仁（iVET）

主催： ㈱日立製作所ヘルス
ケアビジネスユニット

12 :15-13 :15

ランチョンセミナー

12 :15-13 :15

ランチョンセミナー

12 :15-13 :15

ランチョンセミナー



● 最新の情報は、2019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。

第 1 会場 → 小ホール  2F（200 名）　　第 2 会場 → さくら西  2F（150 名）　　第 3 会場 → さくら東  2F（150 名）　　第 4 会場 → 会議室 A・B  2F（72 名）　　第 5 会場 → 会議室 C・D  2F（72 名）
第 6 会場 → 銀杏  3F（100 名）　　第 7 会場 → 会議室 1/2  3F（72 名）　　第 8 会場 → 会議室 3/4  3F（72 名）　　第 9 会場 → 大ホール  1F（1006 名）

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 第8会場 第9会場
9：00

9：30

10：00

10：30

11：00

11：30

12：00

12：30

13：00

13：30

14：00

14：30

15：00

15：30

16：00

16：30

17：00

17：30

1/12 日   ［受付開始 8：00］ 展示会場   アトリウム　9：00〜16：00

麻酔外科学会
9 :00-9 :50

整形外科

リフレッシャーコース②
「整形外科疾患の 
診断のための様々な 

単純X線撮影法」
板本和仁（山口大）

麻酔外科学会
9 :00-9 :50

麻酔／疼痛管理

リフレッシャーコース①

「手術中の循環管理」
手島健次（日大）

循環器学会
9 :00-9 :50

認定医講習会

講座16 
「正常心電図」

福島隆治（農工大）

麻酔外科学会
10 :00-10 :50

整形外科

リフレッシャーコース③

「頭蓋内圧亢進」
北川勝人（日大）

麻酔外科学会
10 :00-10 :50

麻酔／疼痛管理

リフレッシャーコース②

「血圧評価と管理法」
佐野忠士（酪農大）

循環器学会
10 :00-10 :50

認定医講習会

講座17 
「異常心電図」

福島隆治（農工大）

麻酔外科学会
11 :00-11 :50

整形外科

教育講演③

「脊椎奇形」
西田英高（大阪府立大）

麻酔外科学会
11 :00-11 :50

麻酔／疼痛管理 
（救急医療）

リフレッシャーコース③

「中毒」
飯村 真 

（福岡夜間救急動物病院）

麻酔外科学会
13 :15-14 :15

麻酔 / 疼痛管理

特別講演

「救命救急医が教える
急性腹症の診断 治療
と集中治療のコツ」
阿南英明（藤沢市民病院）

合同企画
13 :15-14 :15

三学会合同企画 
基調講演

「愛玩動物看護師法 
 〜制定までの経緯、

法律の概要及び 
今後の取組〜」

境 政人 
（日本獣医師会副会長・専務理事）

合同企画
14 :30-17 :30

三学会合同企画 
パネルディスカッション

『愛玩動物看護師の 
国家資格化に関する
パネルディスカッション』

横田淳子 
（日本動物看護職協会会長）

左向敏紀 
（全国動物保険看護系大学協会会長）

下薗惠子 
（全国動物教育協会会長）

循環器学会
11 :00-11 :50

認定医講習会

講座31 
「心不全の治療」

田中 綾（農工大）

循環器学会
14 :30-16 :30

特別教育講演

「心筋症」

Philip Fox
（Animal Medical Center, NY, USA）

循環器学会
14 :30-17 :30

一般講演

循環器学会
9 :00-12 :00

一般講演

画像診断学会
9 :00-12 :00

一般講演

画像診断学会
13 :30-15 :30

読影会

画像診断学会
16 :00-17 :30

検定講習会④

「腹部レントゲン 検査2」

夏堀雅宏（北里大）

麻酔外科学会
9 :00-12 :00

アワード受賞 
演題講演

麻酔外科学会
9 :00-12 :00

一般講演

麻酔外科学会
9 :00-12 :00

一般講演

合同企画
9 :00-12 :00

三学会合同企画 
公開講座

「幸せなペットと飼い
主を増やすために動
物病院でできること」

村田香織 
（もみの木動物病院）

循環器学会
16 :30-17 :30

教育企画

「ケースレポートの 
書き方」

中村健介（宮崎大）

麻酔外科学会
11 :00-13 :30

軟部組織外科

ランチョン 
症例検討会

1. 鳥巣至道（宮崎大）

2. 福井 翔（江別白樺通りAC）
麻酔外科学会
12 :00-14 :00

整形外科

ランチョン 
症例検討会

1. 近藤雅之（祇園AC）

2. 谷 友一郎（ゆう動物病院）

提供：キヤノン医療用品

麻酔外科学会
14 :30-17 :30

整形外科

パネルディスカッション

『環椎・軸椎不安定症 
update』

1. summary
 原　康 （日獣大）

2.  高橋文孝 
（YPC東京動物整形外科病院）

3.  穴澤哲也（JARMeC名古屋）

4. 相川 武（相川動物医療センター）

麻酔外科学会
14 :30-17 :30

軟部組織外科

パネルディスカッション

『猫の尿管結石の 
外科的治療』

1. 片山泰章（岩手大）

2.  岩井聡美（北里大）

3.  小山田和央（松原動物病院）

麻酔外科学会
14 :30-17 :00

一般講演

麻酔外科学会
14 :30-17 :30

一般講演

麻酔外科学会
14 :30-17 :30

麻酔／疼痛管理

シンポジウム

『GDVの予防と 
急性期/慢性期治療』

1. 腹腔鏡による胃固定術
 江原郁也（ルカ動物医療センター）

2. 急性期治療
  手塚 光 

（名古屋市夜間動物緊急診療所）

3. 慢性期治療
  神津善広 

（北摂夜間救急動物病院） 

麻酔外科学会
9 :00-9 :50

軟部組織外科

リフレッシャーコース①

「胆嚢の外科」

秋吉秀保（大阪府立大）

麻酔外科学会
10 :00-10 :50

軟部組織外科

リフレッシャーコース②

「横隔膜ヘルニア」
高木 哲（麻布大）

12 :15-13 :15

ランチョンセミナー

主催：㈱V and P

12 :15-13 :15

ランチョンセミナー

「誰にもきけない麻酔・
モニタリング管理」

主催：ドレーゲルジャパン㈱

12 :15-13 :15

2020年秋季合同学会
開催準備委員会

12 :15-13 :15

麻酔外科学会
倫理委員会

12 :15-13 :15

循環器学会
理事・評議員会

12 :00-13 :00

画像診断学会
検定委員会


