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大会の詳細は比較
眼科学会年次大会
2021特設サイトに
て随時公開します

比較眼科学会年次大会実行委員主 催

沖縄県獣医師会後 援

会　員  15,000 円/人（PDF抄録付/見逃し配信付）
非会員  20,000 円/人（PDF抄録付）

参加費

2021年7月12日（月）～2021年9月19日（日）申　込

小林 一郎 どうぶつ眼科 EyeVet

03-3428-5307
運営事務局
〒156-0054 東京都世田谷区桜丘5-32-6

第40回比較眼科学会年次大会

寝てもサメても・美ら海サメ学
(一般財団法人  沖縄美ら島財団)　佐藤 圭一 先生

ヘルペスウイルス感染症

藤原 亜紀 先生 (日本獣医生命科学大学 獣医放射線学研究室)

猫ヘルペスウイルス感染による猫かぜの診断と治療戦略3

ヒトヘルペスウイルス感染症
森 康子 先生 (神戸大学大学院医学研究科臨床ウイルス学 教授)

2

猫のヘルペスウイルス学（仮）
前田 健 先生 (国立感染症研究所 獣医学部)

1

後援：千寿製薬株式会社

ランチョンセミナー

一般臨床における猫ヘルペス性眼疾患
小野 啓 先生 (パル動物病院)

Updates on Ocular Toxicity Assessment 
by Global Key Opinion Leaders

Toxicologic Risk Assessment in Ophthalmology
 (An update and case studies)

(North Carolina State University)Dr. Brian Gilger

Understanding the mouse electroretinogram
and its potential for drug evaluation

(Cleveland Clinic)Dr. Neal Peachey
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LIVE・オンデマンド配信

第40回  比較眼科学会 年次大会

Japanese Society of Cmparative and Veterinary Ophthalmology

2021年10月1日 金 9日

一般演題オンデマンド配信

2021年10月1日 7日 2021年10月9日 ９：00～１６：００金 木 土

PART1 年次大会LIVE配信PART2

土

タイムスケジュール・一般演題は裏面へ

※質疑応答あり

※質疑応答あり

※質疑応答あり



第40回 比較眼科学会年次大会
Japanese Society of Cmparative and Veterinary Ophthalmology

https: // jscvo2021.com

会 期

主 催

後 援

参加費

申 込

2021年10月1日（金）～10月9日（土）
2021年10月1日（金）～7日（木）：一般演題オンデマンド配信

2021年10月9日（土）9：00～16：00：年次大会ライブ配信
※会員対象の見逃し配信は10月22日～を予定しています

※9月20日以降の申し込みはできませんのでご注意ください

※学生無料（大学院生/大学研修医は除く）

比較眼科学会年次大会実行委員

沖縄県獣医師会

会　員  15,000円/人（PDF抄録付/見逃し配信付）
非会員  20,000円/人（PDF抄録付）
製本抄録  4,500円/冊（税込/送料込）

2021年7月12日（月）～9月19日（日）

決 済 クレジットカード決済/コンビニ決済

緑内障チューブシャント術時の抗線維化処置に関する
検討
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左眼に眼窩内髄膜腫が認められた犬の1例

トイプードルにおける白内障手術後の緑内障発症要因
に関する検討

水晶体嚢変位眼に対してカプセルテンションリング片に
よる牽引縫着を実施した犬7眼

水酸化マグネシウムナノ粒子配合チモロールマレイン酸
塩点眼が健常犬の眼圧、瞳孔径、心拍数、血圧に及ぼす
影響

OCTを用いた犬の原発閉塞隅角緑内障の眼圧上昇に
おける視神経乳頭および網膜の動的変化の検討

動物用医薬品としての点眼剤の製剤容器からの薬液の
滴下数

イヌの放射線照射療法に伴う前眼部障害の発生状況調
査

シリコンオイル注入眼にマイクロパルス毛様体光凝固を
実施した4例

角結膜インプレッションサイトロジーにより角膜上皮幹
細胞疲弊症が疑われた猫の1例

角膜内皮ジストロフィーと診断した犬89例の回顧的検討

経毛様体扁平部硝子体手術における術後高眼圧の検討

犬の白内障術後高眼圧に粘弾性物質が与える影響に関
する検討

イヌの鼻側眼瞼内反に関する短頭種と非短頭種の比較
検討

Spectral Domein(SD)-OCTにより計測したトイプー
ドル50頭77眼の中心角膜厚における年齢別および体
重別の評価と検討

一般演題オンデマンド配信

2021年10月1日（金）～7日（木）

年次大会ライブ配信

2021年10月9日（土）9：00-16：00
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基礎部会セッション

開会のごあいさつ

閉会のごあいさつ

臨床部会セッション

ランチョンセミナー

基調講演
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※質疑応答あり

上記は2021年9月1日現在の予定となり、都合により変更になる可能性もござい
ます。変更が生じた場合にはHPにてお知らせいたします。

※

※当大会で配信する全ての動画・画像・音声・抄録につきましては、無断転載・複製
（録画や録音を含む）・再配布を固く禁じます。これらが発覚した場合は著作権
侵害となり、法的に罰せられることがあります。上記は2021年9月1日の予定です※
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