










ライブ配信タイムテーブル 大会参加のご案内
軟部組織外科麻酔 / 疼痛管理 整形外科

症例検討
※ 開催予定

症例検討 症例検討
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318
金曜日

軟部組織外科麻酔 / 疼痛管理 整形外科

パネルディスカッション パネルディスカッション
1

09：00

12：00

一般演題一般演題 一般演題
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土曜日

軟部組織外科麻酔 / 疼痛管理 整形外科
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12：00

14：00

17：00

320
日曜日

ライブ配信のみ行い、見逃し配信はありません。症例検討

シンポジウム パネルディスカッション

一般演題

周術期疼痛管理を
トータルコーディネート!

小型犬の橈尺骨骨折：
プレート固定、 創外固定
それぞれの治癒過程比較

副腎腫瘍を攻略する

※一般演題のライブ配信日程は、演題数により変更となる場合があります。 変更については大会サイトに掲載致します。

シンポジウム

シンポジウム パネルディスカッション
2

一般演題一般演題 一般演題

猫のうっ血性心不全を考える 
～フロセミド、ピモベンダン、＋α？～

犬の頸部椎間板ヘルニア
に対する外科治療

内視鏡外科と
Open Surgeryの比較検討

※一般演題のライブ配信日程は、演題数により変更となる場合があります。 変更については大会サイトに掲載致します。

各講演はオンデマンド配信にてもご視聴いただけます。 ライブ当日は、リアルタイムでディスカッ
ションを行います。ライブ内容は、会期終了まで見逃し配信を致します。

演題はオンデマンド配信にてもご視聴いただけます。 ライブ当日に行う質疑応答の見逃し配信は
ありません。

参加登録期間

参加費

参加登録および会期中のアクセス方法

事前登録

参加費のお支払い

（会期前） 2022年1月10日（月） 3月15日（火）
直前登録

事前登録 8,000円

10,000円

14,000円

16,000円

1,000円

3,000円

会 員 非 会 員 学 生

直前登録

（会期中） 2022年3月16日（水） 4月4日（月）

日本獣医麻酔外科学会会員
日本獣医内視鏡外科研究会会員

左記学会、研究会会員以外 大学生・大学院生（※）

※研修生・研修医は「会員」あるいは「非会員」でお申し込み下さい。

学術集会サイト（https://www.jsvas.net/ezm/2021-103/）にアクセスします。 開催概要欄の下に、参加登録のご案内が
あります。 該当する申込区分の「参加登録はこちら」をクリックして下さい。

オンラインネットショップへ移動します。 画面右「カートに入れる」をクリック、「ゲスト購入する」を選択し、手続きを進めて下さい。

登録時のメールアドレスは、開催前のリマインドメールや、会期中のお知らせに使用致します。 日頃からお使いになるアドレス
をご登録いただけますようお願い致します。

購入完了後、自動返信メールが届きます。メールに記載の「オーダー番号」は、大会サイトのログインに必要なパスワードとな
りますので、大切に保管をお願い致します。 なお、返信メールが届かない場合は必ず事務局（online@jsvas.net）へお問い合
わせ下さい。

会期中のログイン方法
学術集会サイト（https://www.jsvas.net/ezm/2021-103/）にアクセスします。 学術集会会期初日より、トップページに
「ログイン」画面が表示されます。

ログインには、参加登録に使用した「メールアドレス」と、返信メールに記載の「オーダー番号」が必要となります。 ID（e-mail）欄
に「メールアドレス」を、パスワード欄に「オーダー番号」を入力して下さい。

直前登録の場合、登録情報のログイン反映まで営業日1日を頂戴致します。（平日10:00～18:00）ご登録後すぐにはログイン
ができない場合がございますので、ご了承のほどをお願い申し上げます。

Zoomライブ配信の視聴参加
ビデオ会議システムZoomを使用致します。あらかじめ、視聴するデバイス（PC、スマートフォン、タブレット等）にZoomアプ
リケーションをインストールしてご準備下さい。参加者の方は視聴のみ行うことができ、ビデオ・マイクを使用することはあり
ません。
ライブ当日は、学術集会サイトへログインし、視聴するプログラムのZoomのリンクボタンをクリックして下さい。セキュリティの
観点から、メールでの通知は致しませんのでご注意下さい。

開始時刻の15分前からZoomへ入室可能です。開始までは、待機画面が表示されます。

セッション内容や演題に対するご質問は、「Q&A」よりお送り下さい。時間の制約上、すべての質問にお答えできない場合があり
ます。 あらかじめご了解下さい。
ライブ配信中のお問い合わせは、電話（03-5918-8070）にてご連絡下さい。

1/10(月)から
受付開始します

https://onlineseminar.stores.jp/

パネルディスカッション
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オンライン学術集会
日本獣医麻酔外科学会年

度

日本獣医内視鏡外科研究会同時開催

318 Fri 319 Sat 320 Sun

見逃し配信期間 2022年 3月21日（月）　  4月4日（月）
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ライブ当日は講演動画を紹介後、ディスカッションをライブにて行います。
なお、一般演題のライブ配信日程は、演題数により変更となる場合があります。
変更については学術集会サイトに掲載致します。

お問い合わせ　オンライン学術集会事務局 〒174-0051　東京都板橋区小豆沢 2-9-19  TEL：03-5918-8070　FAX：03-5918-8080
E-mail：online@jsvas.net　　URL：www.jsvas.net

最新情報は学術集会サイトにてお知らせいたします 

公益社団法人北海道獣医師会
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
公益社団法人仙台獣医師会
公益社団法人茨城県獣医師会
公益社団法人栃木県獣医師会
公益社団法人群馬県獣医師会
公益社団法人埼玉県獣医師会
公益社団法人千葉県獣医師会
公益社団法人神奈川県獣医師会
公益社団法人横浜市獣医師会
公益社団法人川崎市獣医師会
公益社団法人東京都獣医師会
公益社団法人新潟県獣医師会

公益社団法人石川県獣医師会
公益社団法人福井県獣医師会
一般社団法人長野県獣医師会
公益社団法人静岡県獣医師会
公益社団法人愛知県獣医師会
公益社団法人名古屋市獣医師会
公益社団法人三重県獣医師会
公益社団法人滋賀県獣医師会
公益社団法人京都府獣医師会
公益社団法人大阪府獣医師会
一般社団法人兵庫県獣医師会
公益社団法人奈良県獣医師会
公益社団法人和歌山県獣医師会
公益社団法人京都市獣医師会

公益社団法人大阪市獣医師会
公益社団法人神戸市獣医師会
公益社団法人鳥取県獣医師会
公益社団法人岡山県獣医師会
公益社団法人広島県獣医師会
公益社団法人福岡県獣医師会
公益社団法人長崎県獣医師会
一般社団法人熊本県獣医師会
公益社団法人大分県獣医師会
一般社団法人宮崎県獣医師会
公益社団法人鹿児島県獣医師会
公益社団法人北九州市獣医師会

下記獣医師会様よりご後援を頂いております


