配信スケジュール

配信スケジュール
〈敬称略〉

先行録画配信

11月11日㈭から

◆パネルディスカッション

神経分科会 ★★
てんかんの内科および外科治療
1. 内科管理
2. 迷走神経刺激術
3. 脳梁離断術

國谷 貴司（かば動物クリニック）
齋藤弥代子（麻布大学）
長谷川大輔（日本獣医生命科学大学）

呼吸器・耳科分科会 ★★
猫のブロンコレア～ゴロゴロ音と消えない肺野浸潤影
1. 猫のブロンコレア：定義と臨床像
城下 幸仁（犬・猫の呼吸器科）
2. 猫
 の肺の画像所見と病理との連関についての文献レビュー
明石依里子（Ve.C.ジャパン動物病院グループ
自由が丘動物医療センター）
健一（犬・猫の呼吸器科）

3. 症例紹介
稲葉
4. 猫のブロンコレア：病理所見解説
三井 一鬼（岡山理科大学）
循環器分科会 ★★
ピモベンダンの注射製剤をいかに使いこなすか

1. 血行動態
田中 綾（東京農工大学）
2. 犬の心原性肺水腫に対するピモベンダン注投与の実際
塗木 貴臣（TRVA夜間救急動物医療センター）
3. 猫
 の心原性肺水腫に対するピモベンダン注投与の実際
川瀬 広大（札幌夜間動物病院）
消化器分科会・腫瘍分科会コラボ企画 ★★
猫の消化器型リンパ腫 2021
1. 猫の消化器型リンパ腫の診断
亘 敏広（日本大学）
2. 病理
浅川 翠（どうぶつの総合病院）
3. 治療
辻本 元（日本動物高度医療センター東京病院）
眼科分科会 ★★
もう一度見直す角膜潰瘍
1. 角
 膜の解剖・生理と角膜潰瘍の診断
前原 誠也（ひかり町動物眼科）
2. 内科治療
都築 圭子（東京大学）
3. 角膜潰瘍外科的治療
山下 真（ファーブル動物病院）
内分泌分科会 ★★
クッシング症候群の診断と治療 2021
1. 診断
2. 内科治療
3. 放射線治療

西飯 直仁（岐阜大学）
松木 直章（まつき動物病院）
濱本 裕仁（日本獣医生命科学大学）

画像診断分科会 ★★
MRI vs CTどちらを選ぶ？頭部画像診断
1. CT vs MRI 脳、耳、鼻
2. MRIを中心に

福田 祥子（どうぶつの総合病院）
濱本 裕仁（日本獣医生命科学大学）

◆ベーシックセミナー

運動器分科会 ★
「大腿骨頭切除」～今からでも始めてみませんか？～
前田 史彦（前田動物病院）

◆ステップアップセミナー
運動器分科会 ★
肘周囲の整形外科

左近允 巌（北里大学）

◆一般口演
◆症例検討
◆動物病院スタッフ口頭発表

《神経分科会》

ベーシックセミナー ★
きっとホルネルが好きになる「主役じゃなくて大ヒント」
ホルネル症候群の上手な使い方
田村 慎司（たむら動物病院）
アドバンスセミナー ★
犬の水頭症 髄液循環の生理とシャント手術適応臨床例について
柄本 浩一（えのもと動物病院）

《呼吸器・耳科分科会》

ベーシックセミナー ★
治療に苦慮する耳疾患の具体的な治療法
マラセチアが関与した外耳炎の具体的な治療法
杉村 肇（どうぶつ耳科専門クリニック 主の枝）

《循環器分科会》

ベーシックセミナー ★
心エコー検査で心臓病を診断してみよう －基本的なエコーでの診断法－
島田香寿美（東京農工大学）
アドバンスセミナー ★
ドプラエコーによる心臓病の病態評価
青木 卓麿（麻布大学）

《腎泌尿器分科会》

ベーシックセミナー〔共催：日本獣医腎泌尿器学会〕 ★
（日本獣医腎泌尿器学会認定プログラム）

膀胱と尿道の外科手術 1：尿道の外科手術
秋吉 秀保（大阪府立大学）
ステップアップセミナー〔共催：日本獣医腎泌尿器学会〕 ★
（日本獣医腎泌尿器学会認定プログラム）

膀胱と尿道の外科手術 2：膀胱の外科手術
山崎 寛文（日本動物高度医療センター）

《生殖器・繁殖分科会》

アドバンスセミナー ★
改正動物保護法～虐待繁殖の規制と今後の展望～
津曲 茂久（元日本大学）

《消化器分科会》

ベーシックセミナー（スポンサー：㈱エクセル） ★
消化器疾患：よくみる診断・治療の落とし穴
大野 耕一（動物医療センター Peco）
ステップアップセミナー ★
ACVIMコンセンサスステートメントから考える犬の慢性肝炎
坂井 学（日本大学）
アドバンスセミナー ★
胆嚢疾患の外科：手術適応と手術介入時期を見極める
～胆嚢粘液嚢腫と胆石を中心に～
小出 和欣（井笠動物医療センター・小出動物病院）

〔共催：日本獣医歯科研究会〕
《歯科分科会》

パネルディスカッション ★★
（スポンサー：DSファーマアニマルヘルス㈱、ホクサン㈱、ライオン商事㈱）
抜歯！抜歯！抜歯！－それぞれの歯に対する抜歯法の要点
1. 乳歯の抜歯のタイミングと抜歯の要点
網本 昭輝（アミカペットクリニック）
2. 永久歯の抜歯と残根抜去の要点
江口 徳洋（Vets Dental & Oral Surgery Office）
3. 猫の抜歯と歯冠切除の要点
藤田 桂一（フジタ動物病院）
ベーシックセミナー（スポンサー：マース ジャパン リミテッド） ★
猫の口腔内炎症疾患の鑑別
藤田 桂一（フジタ動物病院）
アドバンスセミナー ★
（スポンサー：DSファーマアニマルヘルス㈱、ホクサン㈱、ライオン商事㈱）
この歯は残せるかも－残せる歯と残せない歯の処置法
高橋 香（鹿児島大学）

《眼科分科会》

ベーシックセミナー（スポンサー：千寿製薬㈱、㈱メニワン） ★
いまさら聞けない眼科診療
萩 清美（京都動物医療センター）
ステップアップセミナー（スポンサー：千寿製薬㈱、㈱メニワン） ★
猫の代表的な角膜疾患〜猫の角膜が黒い！？〜
藤井 𥙿介（上杉動物眼科クリニック）
アドバンスセミナー（スポンサー：千寿製薬㈱、㈱メニワン） ★
最新の緑内障
梅田 裕祥（横浜どうぶつ眼科）

《皮膚分科会》

録画配信

11月20日㈯から

●市民公開（無料配信）

環境問題分科会
プラスチック汚染と私達の健康

高田 秀重（東京農工大学）
野生鳥獣分科会
イリオモテヤマネコの保護に貢献する獣医療
～離島の動物医療提供から制度設計まで～
長嶺 隆（NPO法人どうぶつたちの病院 沖縄）

★ 獣医総合臨床認定医ポイントプログラム（1 ポイント）

パネルディスカッション（スポンサー：ゾエティス・ジャパン㈱） ★★
押えておこう犬の皮膚リンパ腫
1. 動物のリンパ腫の組織分類－皮膚リンパ腫を中心に
内田 和幸（東京大学）
岩崎 新也（東京大学）
チェンバーズ ジェームズ（東京大学）
2. 犬の皮膚リンパ腫が疑われる症例の見分け方
－臨床症状・類症鑑別から診断まで－
村山 信雄（犬と猫の皮膚科）
3. 犬の皮膚型リンパ腫の治療
小林 哲也（日本小動物がんセンター）
ベーシックセミナー ★
ダーモスコピーで診る皮膚病変とそこにある病態
永田 雅彦（どうぶつの総合病院、ASC）

ステップアップセミナー（スポンサー：東栄新薬㈱） ★
抗
 そう痒剤の全身療法に耐性を示す象皮化した犬アトピー性皮膚炎に
対する治療 －慢性増殖性皮膚炎に対するMMD療法の紹介－
百田 豊（日本獣医生命科学大学）
アドバンスセミナー（スポンサー：ニプロ㈱） ★
無菌性結節性脂肪識炎をアップデート
永田 雅彦（どうぶつの総合病院、ASC）

《内分泌分科会》

ベーシックセミナー ★
臨床に役立つ電解質異常の生理学
志水 泰武（岐阜大学）
ステップアップセミナー（スポンサー：富士フイルムVETシステムズ㈱） ★
外注検査を使いこなす！一歩進んだ内分泌診療
森 昭博（日本獣医生命科学大学）
アドバンスセミナー ★
生理学と薬理学から解明する！
クッシング症候群の臨床症状と治療薬
折戸 謙介（麻布大学）

（第 56 回小動物臨床血液研究会）
《血液・免疫分科会》

ベーシックセミナー ★
白血球の増加を鑑別する
森下啓太郎（北海道大学）
ステップアップセミナー ★
白血球の減少を鑑別する
呰上 大吾（東京農工大学）
アドバンスセミナー ★
白血球の腫瘍性疾患を鑑別する
辻本 元（日本動物高度医療センター東京病院）

《腫瘍分科会》

ベーシックセミナー（スポンサー：東栄新薬㈱） ★
抗がん剤を正しく使いこなすために必要なこと
細谷 謙次（北海道大学）
ステップアップセミナー ★
ひと工夫で失敗しない、がんの外科手術
高木 哲（麻布大学）
アドバンスセミナー ★
驚愕！えっこれ腫瘍じゃないですか？
戸島 篤史（(公財)日本小動物医療センター）

《エキゾチックペット分科会》

ベーシックセミナー ★
初めてのリクガメの外科 ～膀胱結石摘出術（腹甲骨切り術) ～
田向 健一（田園調布動物病院）
ステップアップセミナー ★
げっ歯類とうさぎの鼻腔内疾患 ～外科を中心として～
三輪 恭嗣（みわエキゾチック動物病院）
アドバンスセミナー ★
エキゾチック動物の腫瘍性疾患 ～病理学的検索から～
志賀 崇徳（VVG Lab）

《行動学分科会》

ベーシックセミナー〔共催：日本獣医動物行動研究会〕 ★
問題行動の予防と対応 動物病院ができる飼い主指導 子犬編
白井 春佳（にいがたペット行動クリニック）
ステップアップセミナー ★
動物病院におけるパピークラスとこねこ塾
村田 香織（もみの木動物病院）
アドバンスセミナー ★
飼い主に分かる行動学的知識を病院全体に浸透させ、
経営に活かすテクニック
内田 恵子（千葉県）

《感染症分科会》

ベーシックセミナー（スポンサー：㈱エクセル） ★
FIP（猫伝染性腹膜炎）とは？ ―基礎から応用―
高野 友美（北里大学）
アドバンスセミナー ★
FIP（猫伝染性腹膜炎）の治療戦略
田中 良和（日本獣医生命科学大学）

《画像診断分科会》

ベーシックセミナー ★
頭頸部のX線検査～撮影技術から読影まで～
新坊 弦也（北海道大学）
ステップアップセミナー ★
頭頸部のCT検査～撮影技術から読影まで～
坂大 智洋（新潟動物画像診断センター）
アドバンスセミナー ★
頭部のMRI検査～撮像技術から読影まで～
中野有希子（岐阜大学）

◆動物病院スタッフセミナー
動物看護力を磨く!! ～血液検査の結果解釈を動物看護へ繋ぐ～
大石 太郎（OneVET やさか動物病院）
爬虫類 ～基本的飼養管理から最近の疾病まで～
宇根 有美（岡山理科大学）
元客室乗務員が伝える「ホスピタリティ」とは
～飼い主様の心に寄り添うために～
長澤さおり（一般社団法人CAネットワーク）

動物のいたみ研究会〔共催〕
“できる！”周術期動物看護

佐野 忠士（酪農学園大学）

小動物臨床栄養学研究会〔共催〕
ここが知りたい！強制給与とチューブ・フィーディング
佐野 忠士（酪農学園大学）
一般社団法人日本動物看護職協会セミナー〔共催〕
関西VNネットワーク ～動物看護の入院看護記録～
◆動物のいたみ研究会
シンポジウム ★★
高齢動物で認められる行動の変化 〜運動器疾患それとも行動異常? 〜
1. 運
 動器疾患に罹患し慢性痛を抱える犬と猫の行動の変化
〜早期発見をいかに行うか〜
枝村 一弥（日本大学）
2. 運動器疾患と間違いやすい行動異常
入交 眞巳（東京農工大学、どうぶつの総合病院）
3. 整形外科医と獣医行動学専門医による症
例ディスカッション
セミナー ★
腫瘍外科の基本から応用まで 〜乳腺腫瘍切除のコツと周術期管理
生川 幹洋（三重動物医療センター

なるかわ動物病院）

企業共催セミナー
動物をいたみから解放しよう！～今からできるあれこれ～

◆小動物臨床栄養学研究会
セミナー ★
猫の便秘～とりあえずフードからで大丈夫？～
服部 幸（東京猫医療センター）
シンポジウム ★
周術期における栄養学を再考する
1. 周術期栄養管理戦略の概要と術前栄養管理
佐野 忠士（酪農学園大学）
2. 外科代謝栄養の観点から考える術後管理
鳥巣 至道（酪農学園大学）
企業共催セミナー
療法食メーカー 6 社のプロが会社の壁を越えて製品評価！
～他社イチオシ製品のここが凄い！～
◆動物遺伝子疾患研究会
使役犬（中大型犬）の遺伝子疾患
1.ラブラドール・レトリーバーの遺伝子疾患
鷹栖 雅峰（那須野ヶ原アニマルクリニック）
2.ジャーマン・シェパードの遺伝子疾患
大和 修（鹿児島大学）
◆企業協賛セミナー
キヤノンメドテックサプライ㈱
毎日使っているからこそ語れる「救急エコーのホンネとタテマエ」
中村 篤史（TRVA夜間救急動物医療センター）
塗木 貴臣（TRVA夜間救急動物医療センター）
㈱サスティナ
・明日からすぐにできる！ 2021 年 最も効果のあった
マーケティング施策 30
小原 世子（㈱サスティナ）
・５年先まで発展し続ける「強い組織」に変わるための設計図
北野 哲也（株サスティナ）
ゾエティス・ジャパン㈱
ご家族に寄り添ったサイトポイントの使いどころと
インフォームドのコツ
江角真梨子（Vet Craft）
大扇産業㈱
脱毛しているときの診断・治療とスキンケア
（実際症例を中心として）
岩崎 利郎（東京農工大学名誉教授、

ペットの皮膚科）

日本ヒルズ・コルゲート㈱
私はこう使う!〈犬用〉i/d、i/dローファット、i/dコンフォート、
z/d、腸内バイオームの使い分け
中島 亘（公益財団法人 日本小動物医療センター）
㈱V and P
本当は多い猫の骨関節疾患 －その治療と管理
森 淳和（ONEどうぶつ整形外科センター東京）
ロイヤルカナン ジャポン合同会社
・高齢猫の関節炎 正しい理解を以って飼い主様と何をすべきか
木村 太郎（動物外科診療室、東京医科歯科大学）
・猫の腎臓病の食事管理アップデート
尾身 衛祐（ロイヤルカナン ジャポン合同会社）
◆ポスターセッション

＊変更になることがあります。ご了承下さい。

