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誤食によりビタミンD中毒および高カルシウム血症を呈した犬
の2症例

クッシング症候群治療中にトリロスタンを３回投与し、アジソン
病を発症した犬の1例

難治性緊張性気胸を呈した犬の先天性肺葉性肺気腫
犬の原発性腎腫瘍（腎細胞がん、リンパ腫、血管肉腫）にお

けるCT所見

寒河江　亮太 神先　芽衣 小川名　巧 田中　利幸

アトバコンによる犬バベシア症への治療戦略 犬の混合ワクチン接種後の副反応に関する回顧的調査 当院における各種感染症の原因菌とアンチバイオグラム
西日本で初めてAnaplasma phagocytophilum感染症と診断し

た犬の1例

山崎　裕之 水谷　雄一郎 相見　千恵子 藤井　祐至

好塩基球増加を伴う急性単球性白血病AMoL-Baso(FAB-M5a
with basophila)の猫の１例

出血傾向を認めた第Ⅻ因子活性低下の猫の1例
免疫抑制療法とサイトカイン療法により寛解に導入した再生不良

性貧血の犬の1例
犬の骨髄異形成症候群の1症例におけるDNAメチル化阻害

薬（アザシチジン）による試験的治療

小路　祐樹 大塚　真子 高橋　義明 武者　栞

バルーン拡張術を実施した十二指腸狭窄の猫の1例
他院での3回の手術チャレンジから8カ月後に手術を行った肝

内性門脈体循環シャントの犬の1例
背部に発生した外傷性腹壁ヘルニアの犬の1例 犬の膵臓捻転を認めた1例

西森　大洋 二村　侑希 小西　翔 関口　晃弘

下顎に発生した悪性末梢神経鞘腫の犬の1例 ダックスフントの上顎犬歯部歯周病の特徴的な進行パターン 呼吸困難を示した歯原性嚢胞の犬の1症例
光誘導蛍光定量法（QLF法）を応用した歯垢・歯石検査用ライ

トの開発

田村　和也 小川　祐生 田端　克俊 杉本　大輝

後腹膜仮性嚢胞を伴った胸部腎の猫の1例 腎臓周囲嚢胞と診断し腎臓摘出術を実施した犬の1例 先天性を疑う両側性水腎症の猫の1例 犬におけるパルスドプラ法を用いた腎血流評価

河合　紀人 最首 桃子 須藤　寿延 伊東 理実

下顎膿瘍に関連したウサギの眼球突出の1例 若齢ウサギに発生した鼻腔内リンパ腫の1例 死後解剖によりリンパ腫と診断したウサギの1例 ウサギの眼疾患から死の経過をたどった１例

佐々井浩志 山口　雄木 成毛　淳人 樋口　悦子

猫の舌に発生した肥満細胞腫の1例
心嚢液の病理検査により確定診断が可能であった中皮腫の犬

の1例
ACTH刺激試験が有用であった原発性アルドステロン症の犬の1

例
乳腺癌ステージⅢの猫に対し術後メトロノミック療法を実施し

た3例

谷　修一 才田　祐人 中道　潤 澤  康二郎

脾臓に見られた由来不明の神経内分泌腫瘍 甲状腺髄様癌の犬の2例 COP化学療法が奏効した独立円形細胞腫瘍の犬の1例
皮膚髄外性形質細胞腫瘍と診断されたコッカースパニエルの

1症例

徳永　葵 森崎　将輝 寺尾　将司 柴田 恵美子

薬剤の変更により良好な反応を認めた好酸球性プラークの猫
の１例

メトトレキセートで長期管理をしている犬の非上皮向性T細胞リ
ンパ腫の１例

食物アレルギーの皮膚症状を疑う犬で抗原特異的IgE検査とリン
パ球反応検査の結果から除去食試験を行った30症例の回顧的

検討

犬に認められたイソオキサゾリン系薬物に低感受性を示すネ
コノミの寄生2例

野中　雄一 森本 真一郎 井上　慎也 中村 有加里

第14会場（8F：801・802） 皮膚1
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第12会場（10F:1009) 腫瘍1

第13会場（10F:1010) 腫瘍2

第11会場（10F:1008) エキゾチックペット1

第4会場（10F：1001）

第5会場（10F:1002) 感染症1

内分泌1・画像診断

第8会場（10F:1005)

第10会場（10F:1007) 腎泌尿器1

消化器1

第7会場（10F:1004) 血液・免疫1

第9会場（10F:1006) 歯科1



抗利尿ホルモン不適合分泌症候群が疑われた犬の１例
胆嚢粘液嚢腫と副腎皮質機能亢進症およびインスリノーマを認

めた犬の1例
PTHが低値であった原発性上皮小体機能亢進症の犬の1例 先天性甲状腺機能低下症の猫の１例

森下　豪 二村　美沙紀 則竹　容子 合田　直樹

第16会場（8F:804) 内分泌2



14：45-15：00 15：00-15：15 15：15-15：30 15：30-15：45

猫の特発性多発性関節炎の1例 特発性筋原性ミオパチーが疑われた犬の1例 TPLO術後に胃穿孔を発症した犬の1例
GradeⅣの膝蓋骨内方脱臼に前十字靭帯断裂を起こ

した犬の2例

原田　高志 高野　重徳 河野　太一 谷　友一郎

胆振東部地震後に地震恐怖症を疑った犬の1例 同居猫同士の攻撃行動症例からの一考察 地震後の行動変化により攻撃行動を生じた猫の1例

室井　尚子 小田　健郎 長谷　生子

T領域リンパ腫の治療中に免疫介在性血小板減少症
を発症した犬の1例

T-zoneリンパ腫の犬10例における臨床的特徴 マントル細胞リンパ腫の犬の１例 末梢神経に生じた犬のリンパ腫の1例

中村　勇太 神田　拓野 浅野　舞 片山　遼平

好酸球性腸炎と診断されステロイド単剤療法で良好な
経過をたどっている猫の1例

高ガンマグロブリン血症を伴った消化管好酸球性硬化性線
維増殖症の猫の1例

銅蓄積性肝障害の猫の1例 銅関連性肝障害を伴ったドーベルマンの2例

中西　隼一 桃木　啓輔 陶山　雄一郎 鈴木　要

口蓋粘膜フラップを用いて口腔鼻腔瘻を修復した猫の
1例

犬の抜歯時の残根除去に用いる器具についての検討 鼻腔内に含歯性嚢胞を認めたパグの１例 側方性歯周嚢胞と診断した犬の1例

寺井　寛郎 樋口  翔太 島袋　友理 田中 聖晃

繰り返す膀胱炎に対し、腹腔鏡補助下による膀胱結
石摘出が有用だった1例

腎不全猫と健常猫での酸化ストレス度と抗酸化力の比較
外科的切除で良化した脂肪肉芽腫性リンパ菅炎を伴

うリンパ管拡張症の犬の1例
著明な平滑筋変性を伴ったT細胞性（貫壁性）消化管

リンパ腫の犬の１例

齋藤　大輝 遠藤  薫 小西　翔 佐藤 勇希

大動脈起始部の化学受容器腫瘍による心機能低下が
疑われたヨツユビハリネズミの1例

チンチラ（Chinchilla lanigera）に発生した非定型抗酸菌症 鳥取県中西部における傷病野生鳥獣救護状況 Vanishing　testisと診断した犬の1例

伊村　啓 岡村　健作 森谷　玲子 加山　英

虹彩への浸潤を認めた大顆粒性リンパ球性リンパ腫
の猫の１例

顕著な好酸球増多症候群を伴った、腸間膜リンパ節原発大
顆粒性リンパ球性リンパ腫の猫の1例

ヘリコバクター除菌療法後に寛解に至った猫の胃B細
胞型リンパ腫の3例

動注化学療法と分子標的薬を併用し治療した肛門嚢
腺癌の犬の1例

八巻　佳佑 岩尾　ひかる 辻　誠 三澤　果林

腸管の血管肉腫を疑った猫の1例
術後化学療法により長期生存が得られた腹腔内血管肉腫の

犬の２例
犬の鼻腔内腺癌に対する放射線治療において再照射

計画策定に苦慮した1例
手術にて良好なQOLが得られた鼻腔内腫瘍の2例

宮本　明奈 橋本　淳史 岩永　優斗 小笠原　淳子

犬におけるフィプロニルの滴下投与剤とイミダクロプリ
ド＋モキシデクチンの滴下投与剤の併用による外部寄

生虫の駆除
眼窩に結節を形成した結節性肉芽腫性上強膜炎の犬の1例

ポリビニルアルコール添加ヒアルロン酸
/dodecahydrosqualene混合人工涙液乳剤のイヌ角膜

潰瘍治療効果

水晶体脱臼を合併する犬緑内障に対する水晶体嚢内
摘出術の成績

中村 有加里 上枡　雄一 田中 拓也 東　和生

先天性大静脈孔ヘルニアの犬の1例
総胆管屈曲により胆道閉塞が見られた腹膜心膜横隔膜ヘル

ニアの犬の１例
猫の腸管閉塞における炎症マーカー(SAA)の有用性

の検討
壺形吸虫症の猫3例－壺形吸虫に対するプラジクアン

テルの有効量の再検討―

岩田　徳余 田中　翔 岩田　潤 深瀬　徹

第16会場（8F:804) 消化器４
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第12会場（10F:1009) 腫瘍4

第13会場（10F:1010) 腫瘍5

第14会場（8F：801・802） 皮膚2・眼科

第9会場（10F:1006) 歯科2
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第4会場（10F：1001） 運動器1

第5会場（10F:1002) 行動学



14：15-14：30 14：30-14：45 14：45-15：00 15：00-15：15

両側性歯周病性下顎骨骨折を認めた短頭種犬の1例
下顎骨骨折に対しALPSを使用し良好な結果を得られ

た犬の３例
犬の下顎骨骨折の回顧的調査から得られた臨床的特

徴
前肢断脚後、早期理学療法を行い義足歩行獲得した

犬の一症例

在塚　直哉 松村 和紀 小暮　啓介 浅野　勇太

岸上式プラスチックスプリント（KPS）を用いた猫の中
足骨骨折の治療

骨端軟骨異形成症による大腿骨頭骨端板骨折が疑
われた猫の1例

プードル・イタリアングレーハウンド(ｲﾀｸﾞﾚ)の橈骨尺骨
骨折において中長期観察が可能であった１０治験例

前腕部近位粉砕骨折を呈した犬の１例

宮本 昌広 小坂　周平 樋口  雅仁 有馬　克治

頚部に腫瘤を生じたクリプトコッカス症の猫の1例 犬における真菌性鼻炎の2例 非滲出型猫伝染性腹膜炎と診断した猫1例
マダニ体表へのフィプロニルの滴下投与用液剤の直

接塗布－新たなマダニ駆除法の提案－

三木 伸悟 樋笠　正晃 髙橋　利尚 深瀬　徹

治療抵抗性の多発性骨髄腫の犬の１例 猫の骨髄腫関連疾患の１例 骨髄腫関連疾患の猫の2例
猫のリンパ腫症例における血清アミロイドAの挙動に

関する研究

酒井　秀夫 酒井　秀夫 岸田　康平 松山　美冬

外傷性口腔鼻腔瘻が認められた猫の1例
特発性口蓋血管損傷により重度貧血を呈した猫の１

例
犬猫の十二指腸重複症の2例 局所止血材の使用後に肝膿瘍を発症した犬の1例

森谷　玲子 吉田　佳倫 二瓶　和美 田中　隆志

大動脈弁下型心室中隔欠損を伴う両大血管右室起始
症の犬の1例

バルーン弁口拡大術を実施した犬における心エコー
図検査での肺動脈弁逆流評価法の検討

中年齢にて発見された動脈管開存症を併発した腹膜
心膜横隔膜ヘルニアの1例

皮膚血管炎により心筋炎を合併したロットワイラーの1
例

松本  英樹 新実　誠矢 星　克一郎 樋口　裕梨

バルーン拡張術を行った鼻咽頭狭窄症の猫4例 咳嗽と喀血を呈した猫の気管支疾患の1例 先天性腹膜心膜横隔膜ヘルニアの猫の1例
気管支内に発生したポリープにより呼吸困難を生じた

犬の1例

伊藤　菜々 稲葉　健一 河合　紀人 望月　俊輔

陰嚢周囲トラブルを呈したウサギの4症例 上顎骨内に発生したウサギの骨肉腫の1例
キノロン系抗菌薬オルビフロキサシンのエキゾチック

アニマルにおける効果
ウサギの上顎臼歯根尖膿瘍に対する臼歯抜歯の効

果

中西　比呂子 上田　憲吾 今井　勇太郎 今西　修大

大腿部に血管肉腫を認めた犬の2例
恥骨切開をせずに腹部正中切開と会陰部切開の組み
合わせで尿道・膣一括切除を行った尿道移行上皮癌

の犬の1例
巨大な胸腺腫に対し外科的治療を行った犬の１例

再発性の悪性末梢神経鞘腫に対しオルソボルテージ
による放射線照射を実施した犬の1例

深井　和紘 豊原　理仁 小笠原　淳子 秋山　今日子

腹腔内に播種性転移した犬の卵巣癌を外科手術とリ
ン酸トセラニブで治療した1例

呼吸困難を呈したリンパ腫疑いの猫の1例 犬におけるドキソルビシン投与後の有害事象の検討
病理組織検査によってグレードⅢの髄膜腫と診断され

た犬の3例

山田　昭彦 小原　有加里 伊藤　敏生 坪居　穏佳

肝外胆管閉塞に対しプレドニゾロンとトレピブトンを用
いた犬の2例

犬の胆嚢腺腫の２例
外科手術後に重篤な合併症を認めた肝細胞癌の犬の

１例
腹腔内出血を伴った肝腫瘤に対しTAE（経カテーテル

動脈塞栓術）を実施し救命し得た猫の1例

阪本　裕美 篠部　義信 小出　和欣 川村　悠太

症例検討 17日（日）＜14：15-15：15＞

第8会場（10F:1005) 消化器5

第9会場（10F:1006) 循環器

第4会場（10F：1001） 運動器3

第5会場（10F:1002) 感染症2

第7会場（10F:1004) 血液・免疫3

第2会場（12F:1202)

第14会場(８F：801・802）） 消化器6・腫瘍8

運動器2・歯科3

第12会場（10F:1009) 腫瘍6

第13会場（10F:1010) 腫瘍7

第11会場（10F:1008) エキゾチックペット3

第10会場（10F:1007) 呼吸器


