
15：00-15：12 15：12-15：24 15：24-15：36 15：36-15：48 15：48-16：00

両眼に発生した角膜内皮ジストロフィーに対して
Gunderson  Conjunctival FlapとLetter Box

Keratoleptynsisを実施したボストンテリアの１例

猫の甲状腺機能亢進症における摘出甲状腺100
余個に見る傾向と評価

若齢犬の皮膚に認められた扁平上皮乳頭
腫の1例

シクロスポリンの製剤間で効果に違い
が認められた犬のアトピー性皮膚炎

佐藤　秀樹 菅野  信二 杉山　直也 中村　有加里

ロミプロスチムを用いた難治性免疫介在性血小板
減少症の犬の１例

リウマチ性心臓弁膜症を呈して斃死した免疫
介在性関節炎の犬の1例

猫の骨髄腫関連疾患の3例
重度の非再生性貧血を伴う骨髄線維症

の犬の１例

クロピドグレルとリバーロキサバ
ンの併用療法を実施した大動脈血

栓塞栓症の猫の１例

酒井　秀夫 田口  正行 諏訪　晃久 大塚　真子 笠原　幸一

DMACプロトコールにより治療した消化器型リンパ
腫の犬の1例

腹腔鏡補助下脾臓摘出後、サージカルグロー
ブポート法を用いて腹腔鏡下副腎摘出を行っ

た犬の1例

腹腔鏡にて転移を疑う内側腸骨リンパ節
を切除した犬の2例

犬の口腔内メラノーマに対する新しい
免疫細胞療法の6例

相馬　克実 三宅　宏幸 呉竹　涼平 村田　裕史

トラゾドンにより咳が認められ、行動修正法およ
びクロミプラミンにより改善したポメラニアンの

恐怖症
雷恐怖症の犬に対するペクシオン錠の効果 若齢から異嗜を繰り返した猫

若齢時に診察に対する恐怖と診断した
犬1例における治療後の長期的予後

猫の不適切な排泄の1例

小田　寿美子 野村　真優子 長谷　生子 大石　麻里子 小田　健郎

17：45-17：57 17：57-18：09 18：09-18：21 18：21-18：33 18：33-18：45

犬の含歯性嚢胞を認めた26症例における臨床疫学
的特徴

犬の歯周病治療介入における血液検査学的改
善パターンに関する回顧的調査

多用途型歯垢・歯石検査用ライトの開発
と使用感調査

犬の頭蓋骨における裂肉歯の歯根と大
血管の位置関係の調査

山本　瑛之 田村　和也 網本　昭輝 網本　昭輝

椎弓根スクリュー・ロッドを併用し固定した胸椎
奇形性脊椎症の犬3例

外側型椎間板ヘルニアの猫の1例
保存療法で良好な経過が得られている軸
椎奇形に伴う頸部脊髄症が認められた猫

の1例

椎間板脱出および硬膜外血腫により排
尿障害を呈した猫の1例

王寺　隆 鬼頭　梨永 小路　祐樹 岩永　優斗

犬の催吐処置におけるアポモルヒネ投与経路の検
討：４２５例

脱分化脂肪細胞を投与した肝硬変の犬の1例
先天性門脈体循環シャント整復術を行っ
た約10年後に尿酸アンモニウム結石によ

る尿管閉塞を発症した犬の1例

門脈造影検査にて肝内門脈閉鎖を認め
術中に肝内門脈疎通処置を行った犬の
先天性門脈体循環シャントの外科的治

験例

重度の出血性貧血を呈した猫消化
管好酸球性硬化性線維増殖症の1例

長尾 梨花 塩澤　仁 二村　侑希 二村　侑希 川北　智子

心房ミオパシーにより持続性心房静止を呈した猫
の1例

心不全治療により顕著な心機能の改善と心サ
イズの縮小を認めた三尖弁異形成の猫の 1 例

試験的な開胸にて診断を確定した猫の血
管輪異常の1例

岸田　康平 今田　舞 星　克一郎

10:15-10:27 10:27-10:39 10:39-10:51 10:51-11:03 11:03-11:15

動物愛護施設におけるコクシジウムの感染状況
と、譲渡などに要する期間

GS-441524耐性を疑ったFIPにモルヌピラビル
が奏功した１例

ユリ中毒の猫の3例 偽膜性膀胱炎が疑われた猫の1例

水谷　雄一郎 神吉　剛 水谷　雄一郎 平尾　礼示郎

10:15-10:27 10:27-10:39 10:39-10:51 10:51-11:03 11:03-11:15

飼育ハムスターの左不全による心原性肺水腫に関
する検討

トリボルナウイルス感染が判明していたコガ
ネメキシコインコの一剖検例

左腎尾側に副腎皮質腺癌が認められたフｴ
レットの1例

飼育下ウサギにおける歯周病の発生と
不正咬合との関連

安部　貴之 玉川 末依 飯塚　玲子 鐘ヶ江 晋也

13:00-13:12 13:12-13:24 13:24-13:36 13:36-13:48 13:48-14:00

CHOP療法で長期寛解が得られた著しい高蛋白血症
を伴うリンパ形質細胞性リンパ腫の犬の1例

片側性T細胞性LGL腎臓リンパ腫に対して外科
切除を実施した犬の1例

肝脾T細胞リンパ腫との鑑別に苦慮した脾
臓原発T細胞リンパ腫の猫の1例

診断に苦慮した肝脾リンパ腫の犬の1
例

血液の過粘稠を示した犬の多発性
骨髄腫の1例

中道　潤 大下　航 神田　拓野 小田　愛 谷川　龍翔

猫における下顎骨骨折整復症例
犬の歯周病の進行に伴う上顎前歯部の歯科X線
画像における犬歯口蓋側の画像所見の変化

ビスフォスフォネート製剤投与中の抜歯
を契機に薬物関連顎骨壊死を呈した猫の1

例

在塚 直哉 小川　祐生 佐藤　愛美

視神経由来線維型髄膜種の猫の1例
類皮嚢胞によって後肢の運動失調が認められ

た猫の1例
脊椎に線維腫が疑われた犬の1例

ゾニサミドによる急性肝障害が疑われ
た犬の1例

三宅　宏幸 柿本　陸 松浦　晴妃 岸田　康平

14：15-14：27 14：27-14：39 14：39-14：51 14：51-15：03 15：03-15：15

副腎褐色細胞腫の犬の1例とその術前診断に関する
検討

既存治療に耐性化後ソラフェニブを使用した
肛門嚢腺癌の犬の１例

原発性心臓血管肉腫が疑われた犬に対し
てドキソルビシンを投与した1例

嚢胞状構造を呈した腎細胞癌の犬の1
例

岡野　久美子 合田　直樹 牧尾　真吾 飯塚　玲子

第5会場 消化器
左胃静脈奇静脈シャント整復後に食道裂孔ヘルニ

アを起こした犬の2例
催吐処置後に食道裂孔ヘルニアを生じた犬の1

例
直腸断裂を認めた猫の1例 大腸捻転を呈した犬の1例

肝外胆管より発生した犬の胎児型
横紋筋肉腫の１例

二村　美沙紀 三宅　宗知 小笠原　淳子 朝倉　さき奈 赤松　大

15:45-15:57 15:57-16:09 16:09-16:21 16:21-16:33 16:33-16:45

猫の声門下および上部気管狭窄に対し自己拡張型
金属ステント留置にて長期管理した１例

横隔膜ヘルニア整復術後の持続性気胸に対し
て血液パッチ癒着術（blood patch

pleurodesis：BPP）により治療した猫の1例
長期間の治療を要した膿胸の猫の1例

片側腎欠損を伴った分節状子宮無形成
の猫の１例

城下　幸仁 福島　健太 小笠原　淳子 藤井　千紘

冠静脈洞左房交通症の診断に対して心電図同期CT
検査が有用であった犬の1例

僧帽弁粘液腫様変性犬における心サイズの指
標化に関する検証

肝静脈・後大静脈・肺動脈内の血栓およ
び腹水貯留を認めた肝疾患と動脈管開存

症が合併した４カ月齢の柴犬

岡本　梨沙 才田　祐人 齋藤 江蓮
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