
2019年11月15日㈮・16日㈯・17日㈰
大阪国際会議場（グランキューブ大阪）

主　催：

共　催：日本獣医臨床眼科研究会・日本小動物歯科研究会・日本小動物内視鏡推進連絡会・NPO法人野生動物救護獣医師協会 (WRV)
日本獣医内視鏡外科研究会・日本獣医救急医療研究会・日本獣医動物行動研究会・一般社団法人日本動物看護職協会

公益財団法人 動物臨床医学研究所・動物臨床医学会
小動物臨床血液研究会・小動物臨床栄養学研究会・動物のいたみ研究会・人と動物の比較疾患研究会
動物遺伝子疾患研究会

作者：千村　収一（千村どうぶつ病院）　　アニーとクリ「やきいも」

動物臨床医学会記念年次大会
第40回

日  程

会  場

The 40th Annual Meeting of Japanese Society of Clinical Veterinary Medicine

後　援：公益社団法人日本獣医学会・公益社団法人日本獣医師会・公益社団法人大阪府獣医師会・公益社団法人大阪市獣医師会
公益社団法人鳥取県獣医師会



獣医総合臨床認定医制度

　公益財団法人動物臨床医学研究所（動物臨床医学会）では、平成
27年9月に獣医総合臨床認定医制度を設立し、今年で5年目を迎
えます。
　その目的は、獣医小動物臨床において一定水準以上の総合的診
療能力を備えた獣医師を認定することにより、幅広い分野の臨床
獣医を育成し、日本の臨床獣医学の発展・向上を図るとともに、
人々がより高い水準の獣医療の恩恵を受けられる社会の実現を図る
ことにより、社会の福祉の向上に寄与することにあります。

〈敬称略〉　
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★

★

★★

19：00～20：30

日本獣医動物行動研究会（共催）

総合受付

アドバンスセミナー【消化器分科会】
唾液腺関連疾患の診断と治療

奥田綾子
No.1  P.100-103

ベーシックセミナー【皮膚分科会】
今からはじめるスキンケア
―洗浄と保湿のパラダイム―

江角真梨子
No.1  P.141-145

ベーシックセミナー【画像診断分科会】
胸部レントゲン撮影！　 
撮影技術から読影まで

新坊弦也
No.1  P.226-230

ベーシックセミナー【内分泌分科会】
放っておいていませんか？　   
高脂血症の診断と治療の実際

五十嵐寛高
No.1  P.154-158

ベーシックセミナー【行動学分科会】
子猫を迎えたら～子猫を迎えた飼い主に伝える行動学～

藤井仁美
No.1  P.199-203

15：00～19：00
11月15日㈮

（15：00～19：40）ドライラボ【運動器分科会】（有料開催）
［協力：ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱］

猫の大腿骨骨幹部骨折及びトイ犬種の橈尺
骨遠位端骨折に対するロッキングプレート法
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獣医総合臨床認定医ポイント対象プログラム
★ 1 ポイント　 ★★ 2 ポイント

https://dourinken.com/certified

ポイント取得ガイド

ステップⅠ

ステップⅡ

ステップⅢ

ステップⅣ

ステップⅤ

ポイント手帳購入（2,000円）
＊�ご希望の方は下記事務局までご連絡下さい。

ポイント取得
＊�ポイントの取得は以下の基準により、認定医セミナー
受講ポイントとして 30ポイントを必須とし、合計 50
ポイント以上が必要（ポイント手帳に確認印）

受験資格審査
以下の基本資格＊を有し、申請時より過去 7年以内に取
得したポイントが 50ポイント以上になったら、受験資格
申請書を提出。（当財団HPよりダウンロード）

認定医試験
1年に 1回行われる認定医試験を受験

認定医登録
認定医試験に合格したら1年以内に獣医総合臨床認定医
認定登録申請書を提出。

認定医試験受験資格のポイント数の基準（表 1）
種類 評点項目 ポイント

認定医　
セミナー

動物臨床医学会
および合同カンファレンス等
・�認定医委員会が定めたセミナー等を30
ポイント以上受講することを必須とする
　�なお、30ポイントの内訳として、表 2
に定める各分野 2ポイント以上 6ポイ
ントまでの受講が必須

1 時間受講：　
　　1 ポイント

学会発表
動物臨床医学会
一般口演、症例検討、ポスターセッション、
依頼講演

2 ポイント／回
（共同研究者 1 ポイント）

司会・座長
動物臨床医学会
一般口演、症例検討、各種セミナー、
パネルディスカッション、
クリニカルシンポジウム��など

1 ポイント／回

論文掲載 動物臨床医学雑誌
・�掲載論文

10 ポイント／編
（共著 2 ポイント）

その他
知の市場（合同カンファレンス）や
当財団のセミナー等
・�受講のみ
・�発表、依頼講演

1 ポイント／回
2 ポイント／回

受講すべき各分野（表 2）

1. 神経、2. 呼吸器、3. 循環器、4. 腎泌尿器、5. 生殖器・繁殖、
6. 運動器、7. 消化器、8. 歯科、9. 眼科、10. 皮膚、11. 内分泌、
12. 血液・免疫、13. 腫瘍、14. その他（エキゾチックペット、
行動学、感染症、画像診断）

＊基本資格とは
①小動物臨床経験を 5 年以上有する者
②申請時より過去 5 年間以上連続して本学会の会員であり、会費を
　完納している者
③申請時より過去 5 年以内に 3 回以上本学会へ出席している者

お問合せ先：(公財) 動物臨床医学研究所 事務局
　　　　　　E-mail:�dorinken@apionet.or.jp　�TEL:�0858-26-0851
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〈敬称略〉　

9：15～10：15 10：30～11：30 12：15～13：15
11月16日㈯

sippo写真展
（10：00～17：00）

企業展示・ドリンクコーナー（10：00～17：00）
ポスターセッション（ホワイエ）

（12：00～13：15）
ランチョンセミナー［㈱堀場アドバンスドテクノ］

近藤　直

（9：30～11：50）教育講演１
低カルシウム血症の現状を知る

佐藤礼一郎・鈴木一由・塚野健志・柄　武志

理事・評議員会・総会

産業動物医学フォーラム

小動物臨床栄養学研究会

総合受付・クローク（9：00～18：00）・美術ギャラリー

企業展示・ドリンクコーナー（10：00～17：00）

アドバンスセミナー【生殖器・繁殖分科会】
ペットの繁殖問題　 ―日本の現状と海外との比較―

津曲茂久
No.1  P.63-67

特別セミナー1［レナトスジャパン㈱］
シリコン製剤による体内水素発生が及ぼす犬、猫への治療事例

小林　光・山崎良三
No.3  P.127-130

パネルディスカッション【画像診断分科会】
胸部レントゲン、エコー、CT検査の比較検討

中村健介・堀　あい
No.1  P.235-237

パネルディスカッション【神経分科会】
犬猫の非感染性脳炎  ―準備しておこう～一般開業医としての対応―

長谷川大輔・松木直章・小路祐樹
No.1  P.5-11

パネルディスカッション【皮膚分科会】
犬の食物アレルギー性皮膚炎をアップデートしよう！

百田　豊・村山信雄・川野浩志
No.1  P.149-153

パネルディスカッション【腎泌尿器分科会】
ガイドラインに基づく尿路結石症の診断と治療

星　史雄・岩井聡美・桑原康人
No.1  P.46-57

パネルディスカッション【感染症分科会】
犬猫の腸内細菌の役割を考えるⅡ　　―感染症に打ち克つためにできること―

宮下めぐみ・栗田吾郎・村田佳輝・横山　望
No.1  P.214-225

パネルディスカッション【眼科分科会】
眼症状を主訴に来院する緊急疾患

前原誠也・小山博美・塗木貴臣
No.1  P.135-140

パネルディスカッション【エキゾチックペット分科会】
ウサギの整形外科　　―如何に対処するか―

佐々井浩志・三輪恭嗣・本阿彌宗紀
No.1  P.194-198

特別セミナー2［㈱日立製作所］
One Health　ヒトから学ぶ肝臓の画像診断の最新情報  ―獣医領域における肝臓疾患の画像診断―

宮林孝仁・玉井秀幸・江原郁也
No.3  P.131-132

ランチョンセミナー1-③［ライオン商事㈱］
臨床現場から見えてくる犬の歯周病の特徴

藤田桂一
No.3  P.153-155

ランチョンセミナー1-④［ゾエティス・ジャパン㈱］
犬アトピー性皮膚炎の新しい治療薬

～犬用抗体医薬品ロキベトマブがやってくる～
江角真梨子

No.3  P.156-158
ランチョンセミナー1-⑤［日本全薬工業㈱］

明日からできる保湿
下浦宏美

No.3  P.159-160
ランチョンセミナー1-⑥［獣医医療開発㈱］

犬緑内障の原因、分類、治療とトータルケアについて
金井一亨

No.3  P.161
ランチョンセミナー1-⑦［ベトキノール・ゼノアック㈱］
UC-II® for the four-legged family 
member?　(ペットのためのUC-II®)  

Kevin Owen
No.3  P.162

ランチョンセミナー1-①
今年の一押しは？療法食のトレンドin令和元年

No.3  P.151

ランチョンセミナー1-②［興和㈱］
手持ちスリットランプ入門

～見て治す眼の病気　2019～
伊藤典彦

No.3  P.152

ベーシックセミナー【消化器分科会】
おなかのくすりUpdate2019

大野耕一
No.1  P.93-94

ベーシックセミナー【歯科分科会】
1歳未満からの歯科治療

網本昭輝
No.1  P.112-114

【運動器分科会】
症例検討会

二宮弘通・前田史彦
No.1  P.89-92

ベーシックセミナー【循環器分科会】
心臓のエコー検査をはじめる方に

柴崎　哲
No.1  P.29-31

日本小動物内視鏡推進連絡会（共催）
特別セミナー4［㈱AVS］

なぜ使わない？内視鏡
鳥巣至道

No.3  P.135-136

（9：30～11：30） 特別セミナー3［ベーリンガーインゲルハイム　アニマルヘルス　ジャパン㈱／朝日新聞Sippo］
ベーリンガーインゲルハイムアニマルヘルスジャパン㈱　　朝日新聞Sippo共催セミナー

猫は病気になってからしか来院しない？　健康な猫を迎える準備はできている？？
服部　幸

No.3  P.133-134

スタッフセミナー1
X線撮影の基礎知識

―原理から撮影方法を様々な視点で捉えよう―
湯川尚一郎

13：30～14：30 14：45～15：45 16：30～17：30 17：45～18：45
11月16日㈯

sippo写真展
（10：00～17：00）

企業展示・ドリンクコーナー（10：00～17：00）
ポスターセッション（ホワイエ）（質疑応答  15：45～16：15）

（13：30～15：30）教育講演2
乳熱の病態評価

柄　武志・小野哲嗣・西川豊晃

スタッフセミナー6
（小動物臨床栄養学研究会）
猫のライフステージと栄養

服部　幸

（15：30～18：45）
一般口演

産業動物医学フォーラム

小動物臨床栄養学研究会

総合受付・クローク（9：00～18：00）・美術ギャラリー

企業展示・ドリンクコーナー（10：00～17：00）

市民公開
（13：30～15：00）

世界の動物愛護の現状
Dr. Johnson, S.M. CHIANG

No.3  P.5-12

（15：15～17：30）シンポジウム
高齢化社会を迎えて、残されたペット達への対応

細井戸大成・太田光明・髙島一昭・長田　啓
No.3  P.213-222

特別セミナー5［ベーリンガーインゲルハイム　アニマルヘルス　ジャパン㈱］
僧帽弁閉鎖不全症の新たな治療選択肢：ベトメディン®注射液　～東西解説セミナ～

髙野裕史・中村健介
No.3  P.137-138

アドバンスセミナー【眼科分科会】
それ、眼の病気？脳の病気？

前原誠也
No.1  P.133-134

ステップアップセミナー【腎泌尿器分科会／画像診断分科会】
治療に役立つ腎泌尿器の画像診断

華園　究
No.1  P.43,231

ステップアップセミナー【エキゾチックペット分科会／感染症分科会】
鳥類の真菌・細菌感染疾患の臨床的診断と治療

小嶋篤史
No.1  P.187-191,211

ステップアップセミナー【消化器分科会】
腸内細菌に関わる病気・免疫
～いま、知っておくべきこと～

五十嵐寛高
No.1  P.95-99

アドバンスセミナー【内分泌分科会】
病理から解明する内分泌疾患

賀川由美子
No.1  P.160

アドバンスセミナー【歯科分科会】
顎の骨折を極める

江口　徳洋
No.1  P.120-121

アドバンスセミナー【腫瘍分科会】
驚愕！これも腫瘍ですか！

戸島篤史
No.1  P.180-181

ベーシックセミナー【眼科分科会】
いまさら聞けない点眼治療

滝山直昭
No.1  P.128-129

アドバンスセミナー【循環器分科会】
どの心臓バイオマーカーがどの心臓病の評価に使え
るのか使えないのか？　　―臨床の実際での使用法―

堀　泰智
No.1  P.34-37

ベーシックセミナー【生殖器・繁殖分科会】
猫における繁殖の基礎

堀　達也
No.1  P.58-62

ベーシックセミナー【エキゾチックペット分科会】
ウサギの診療事始め

加藤　郁
No.1  P.185-186

ベーシックセミナー【呼吸器分科会】
やさしい血液ガス講座

北尾貴史
No.1  P.12-14

マネージメントセミナー
動物病院における事務長の役割　　―動物病院経営は、右腕に事務長、左腕に副院長の時代へ―

長谷宜勇
No.1  P.255-256

ステップアップセミナー【呼吸器分科会】
耳疾患の診断と治療におけるビデオオト
スコープの活用方法（実際のテクニック）　

杉村　肇
No.1  P.15-19

ベーシックセミナー【運動器分科会】
膝蓋骨内方脱臼

―お皿が外れます以外の説明できてますか？―
森　淳和

No.1  P.68-69

ステップアップセミナー【皮膚分科会】
犬の膿皮症の上手な治療法 ― 内用・外用療法

（抗菌薬、ステロイドなど）からスキンケアのコツまで
村山信雄

No.1  P.146-147

ステップアップセミナー【腫瘍分科会】
腫瘍免疫と腫瘍免疫治療について

水野拓也
No.1  P.177-179

猫の遺伝子疾患
鷹栖雅峰・大和　修
No.3  P.191-194

症例検討
【内分泌1／画像診断】

No.2  P.1-8

症例検討
【感染症1】

No.2  P.9-16

症例検討
【血液・免疫1】

No.2  P.17-24

症例検討
【消化器1】
No.2  P.25-32

症例検討
【歯科1】
No.2  P.33-40

症例検討
【腎泌尿器1】

No.2  P.41-48

症例検討
【腫瘍1】
No.2  P.57-64

症例検討
【腫瘍2】
No.2  P.65-72

症例検討
【皮膚1】
No.2  P.73-80

症例検討
【内分泌2】
No.2  P.81-88

症例検討
【エキゾチックペット1】

No.2  P.49-56

一般口演
1、2、3

No.3  P.15-26

症例検討
【運動器1】
No.2  P.89-96

症例検討
【行動学】
No.2  P.97-102

症例検討
【血液・免疫2／腫瘍3】

No.2  P.103-110

症例検討
【消化器2】
No.2  P.111-118

症例検討
【歯科2】

No.2  P.119-126

症例検討
【腎泌尿器2／消化器3】

No.2  P.127-134

症例検討
【腫瘍4】

No.2  P.143-150

症例検討
【腫瘍5】

No.2  P.151-158

症例検討
【皮膚2／眼科】

No.2  P.159-166

症例検討
【消化器4】
No.2  P.167-174

症例検討
【エキゾチックペット2

／生殖器繁殖】
No.2  P.135-142

一般口演
4、5、6

No.3  P.27-36

18
時
30
分
よ
り
　歓
迎
交
流
会
（
於
：
リ
ー
ガ
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
）

動物遺伝子疾患研究会

日本獣医臨床眼科研究会（共催）

（13：30～15：15）シンポジウム①
栄養も考えてみよう、こんな病気

田中　綾・小林義崇・長谷川大輔
No.3  P.101-107

（15：30～17：30）シンポジウム②
食べない犬と猫をどうする？

大野耕一・服部　幸・入交眞巳
No.3  P.108-113

スタッフセミナー2
トイレでおしっこをしなくなりました！
―排泄問題がある猫に対するアドバイス―

水越美奈

スタッフセミナー7（動物のいたみ研究会）
去勢・避妊手術の周術期サポート

小林豊和

（16：00～16：20）
分科会Award授賞式

（13：30～14：42）
スタッフ口頭発表
1、2、3、4、5、6

（13：30～14：42）
スタッフ口頭発表

7、8、9、10、11、12、13
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★

★

★

獣医総合臨床認定医ポイント対象プログラム　　★ 1 ポイント　 ★★ 2 ポイント
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1003（390席）

1004（100席）

1005（100席）
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〈敬称略〉　

9：15～10：15 10：30～11：30 12：15～13：15
11月16日㈯

sippo写真展
（10：00～17：00）

企業展示・ドリンクコーナー（10：00～17：00）
ポスターセッション（ホワイエ）

（12：00～13：15）
ランチョンセミナー［㈱堀場アドバンスドテクノ］

近藤　直

（9：30～11：50）教育講演１
低カルシウム血症の現状を知る

佐藤礼一郎・鈴木一由・塚野健志・柄　武志

理事・評議員会・総会

産業動物医学フォーラム

小動物臨床栄養学研究会

総合受付・クローク（9：00～18：00）・美術ギャラリー

企業展示・ドリンクコーナー（10：00～17：00）

アドバンスセミナー【生殖器・繁殖分科会】
ペットの繁殖問題　 ―日本の現状と海外との比較―

津曲茂久
No.1  P.63-67

特別セミナー1［レナトスジャパン㈱］
シリコン製剤による体内水素発生が及ぼす犬、猫への治療事例

小林　光・山崎良三
No.3  P.127-130

パネルディスカッション【画像診断分科会】
胸部レントゲン、エコー、CT検査の比較検討

中村健介・堀　あい
No.1  P.235-237

パネルディスカッション【神経分科会】
犬猫の非感染性脳炎  ―準備しておこう～一般開業医としての対応―

長谷川大輔・松木直章・小路祐樹
No.1  P.5-11

パネルディスカッション【皮膚分科会】
犬の食物アレルギー性皮膚炎をアップデートしよう！

百田　豊・村山信雄・川野浩志
No.1  P.149-153

パネルディスカッション【腎泌尿器分科会】
ガイドラインに基づく尿路結石症の診断と治療

星　史雄・岩井聡美・桑原康人
No.1  P.46-57

パネルディスカッション【感染症分科会】
犬猫の腸内細菌の役割を考えるⅡ　　―感染症に打ち克つためにできること―

宮下めぐみ・栗田吾郎・村田佳輝・横山　望
No.1  P.214-225

パネルディスカッション【眼科分科会】
眼症状を主訴に来院する緊急疾患

前原誠也・小山博美・塗木貴臣
No.1  P.135-140

パネルディスカッション【エキゾチックペット分科会】
ウサギの整形外科　　―如何に対処するか―

佐々井浩志・三輪恭嗣・本阿彌宗紀
No.1  P.194-198

特別セミナー2［㈱日立製作所］
One Health　ヒトから学ぶ肝臓の画像診断の最新情報  ―獣医領域における肝臓疾患の画像診断―

宮林孝仁・玉井秀幸・江原郁也
No.3  P.131-132

ランチョンセミナー1-③［ライオン商事㈱］
臨床現場から見えてくる犬の歯周病の特徴

藤田桂一
No.3  P.153-155

ランチョンセミナー1-④［ゾエティス・ジャパン㈱］
犬アトピー性皮膚炎の新しい治療薬

～犬用抗体医薬品ロキベトマブがやってくる～
江角真梨子

No.3  P.156-158
ランチョンセミナー1-⑤［日本全薬工業㈱］

明日からできる保湿
下浦宏美

No.3  P.159-160
ランチョンセミナー1-⑥［獣医医療開発㈱］

犬緑内障の原因、分類、治療とトータルケアについて
金井一亨

No.3  P.161
ランチョンセミナー1-⑦［ベトキノール・ゼノアック㈱］
UC-II® for the four-legged family 
member?　(ペットのためのUC-II®)  

Kevin Owen
No.3  P.162

ランチョンセミナー1-①
今年の一押しは？療法食のトレンドin令和元年

No.3  P.151

ランチョンセミナー1-②［興和㈱］
手持ちスリットランプ入門

～見て治す眼の病気　2019～
伊藤典彦

No.3  P.152

ベーシックセミナー【消化器分科会】
おなかのくすりUpdate2019

大野耕一
No.1  P.93-94

ベーシックセミナー【歯科分科会】
1歳未満からの歯科治療

網本昭輝
No.1  P.112-114

【運動器分科会】
症例検討会

二宮弘通・前田史彦
No.1  P.89-92

ベーシックセミナー【循環器分科会】
心臓のエコー検査をはじめる方に

柴崎　哲
No.1  P.29-31

日本小動物内視鏡推進連絡会（共催）
特別セミナー4［㈱AVS］

なぜ使わない？内視鏡
鳥巣至道

No.3  P.135-136

（9：30～11：30） 特別セミナー3［ベーリンガーインゲルハイム　アニマルヘルス　ジャパン㈱／朝日新聞Sippo］
ベーリンガーインゲルハイムアニマルヘルスジャパン㈱　　朝日新聞Sippo共催セミナー

猫は病気になってからしか来院しない？　健康な猫を迎える準備はできている？？
服部　幸

No.3  P.133-134

スタッフセミナー1
X線撮影の基礎知識

―原理から撮影方法を様々な視点で捉えよう―
湯川尚一郎

13：30～14：30 14：45～15：45 16：30～17：30 17：45～18：45
11月16日㈯

sippo写真展
（10：00～17：00）

企業展示・ドリンクコーナー（10：00～17：00）
ポスターセッション（ホワイエ）（質疑応答  15：45～16：15）

（13：30～15：30）教育講演2
乳熱の病態評価

柄　武志・小野哲嗣・西川豊晃

スタッフセミナー6
（小動物臨床栄養学研究会）
猫のライフステージと栄養

服部　幸

（15：30～18：45）
一般口演

産業動物医学フォーラム

小動物臨床栄養学研究会

総合受付・クローク（9：00～18：00）・美術ギャラリー

企業展示・ドリンクコーナー（10：00～17：00）

市民公開
（13：30～15：00）

世界の動物愛護の現状
Dr. Johnson, S.M. CHIANG

No.3  P.5-12

（15：15～17：30）シンポジウム
高齢化社会を迎えて、残されたペット達への対応

細井戸大成・太田光明・髙島一昭・長田　啓
No.3  P.213-222

特別セミナー5［ベーリンガーインゲルハイム　アニマルヘルス　ジャパン㈱］
僧帽弁閉鎖不全症の新たな治療選択肢：ベトメディン®注射液　～東西解説セミナ～

髙野裕史・中村健介
No.3  P.137-138

アドバンスセミナー【眼科分科会】
それ、眼の病気？脳の病気？

前原誠也
No.1  P.133-134

ステップアップセミナー【腎泌尿器分科会／画像診断分科会】
治療に役立つ腎泌尿器の画像診断

華園　究
No.1  P.43,231

ステップアップセミナー【エキゾチックペット分科会／感染症分科会】
鳥類の真菌・細菌感染疾患の臨床的診断と治療

小嶋篤史
No.1  P.187-191,211

ステップアップセミナー【消化器分科会】
腸内細菌に関わる病気・免疫
～いま、知っておくべきこと～

五十嵐寛高
No.1  P.95-99

アドバンスセミナー【内分泌分科会】
病理から解明する内分泌疾患

賀川由美子
No.1  P.160

アドバンスセミナー【歯科分科会】
顎の骨折を極める

江口　徳洋
No.1  P.120-121

アドバンスセミナー【腫瘍分科会】
驚愕！これも腫瘍ですか！

戸島篤史
No.1  P.180-181

ベーシックセミナー【眼科分科会】
いまさら聞けない点眼治療

滝山直昭
No.1  P.128-129

アドバンスセミナー【循環器分科会】
どの心臓バイオマーカーがどの心臓病の評価に使え
るのか使えないのか？　　―臨床の実際での使用法―

堀　泰智
No.1  P.34-37

ベーシックセミナー【生殖器・繁殖分科会】
猫における繁殖の基礎

堀　達也
No.1  P.58-62

ベーシックセミナー【エキゾチックペット分科会】
ウサギの診療事始め

加藤　郁
No.1  P.185-186

ベーシックセミナー【呼吸器分科会】
やさしい血液ガス講座

北尾貴史
No.1  P.12-14

マネージメントセミナー
動物病院における事務長の役割　　―動物病院経営は、右腕に事務長、左腕に副院長の時代へ―

長谷宜勇
No.1  P.255-256

ステップアップセミナー【呼吸器分科会】
耳疾患の診断と治療におけるビデオオト
スコープの活用方法（実際のテクニック）　

杉村　肇
No.1  P.15-19

ベーシックセミナー【運動器分科会】
膝蓋骨内方脱臼

―お皿が外れます以外の説明できてますか？―
森　淳和

No.1  P.68-69

ステップアップセミナー【皮膚分科会】
犬の膿皮症の上手な治療法 ― 内用・外用療法

（抗菌薬、ステロイドなど）からスキンケアのコツまで
村山信雄

No.1  P.146-147

ステップアップセミナー【腫瘍分科会】
腫瘍免疫と腫瘍免疫治療について

水野拓也
No.1  P.177-179

猫の遺伝子疾患
鷹栖雅峰・大和　修
No.3  P.191-194

症例検討
【内分泌1／画像診断】

No.2  P.1-8

症例検討
【感染症1】

No.2  P.9-16

症例検討
【血液・免疫1】

No.2  P.17-24

症例検討
【消化器1】
No.2  P.25-32

症例検討
【歯科1】
No.2  P.33-40

症例検討
【腎泌尿器1】

No.2  P.41-48

症例検討
【腫瘍1】
No.2  P.57-64

症例検討
【腫瘍2】
No.2  P.65-72

症例検討
【皮膚1】
No.2  P.73-80

症例検討
【内分泌2】
No.2  P.81-88

症例検討
【エキゾチックペット1】

No.2  P.49-56

一般口演
1、2、3

No.3  P.15-26

症例検討
【運動器1】
No.2  P.89-96

症例検討
【行動学】
No.2  P.97-102

症例検討
【血液・免疫2／腫瘍3】

No.2  P.103-110

症例検討
【消化器2】
No.2  P.111-118

症例検討
【歯科2】

No.2  P.119-126

症例検討
【腎泌尿器2／消化器3】

No.2  P.127-134

症例検討
【腫瘍4】

No.2  P.143-150

症例検討
【腫瘍5】

No.2  P.151-158

症例検討
【皮膚2／眼科】

No.2  P.159-166

症例検討
【消化器4】
No.2  P.167-174

症例検討
【エキゾチックペット2

／生殖器繁殖】
No.2  P.135-142

一般口演
4、5、6

No.3  P.27-36

18
時
30
分
よ
り
　歓
迎
交
流
会
（
於
：
リ
ー
ガ
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
）

動物遺伝子疾患研究会

日本獣医臨床眼科研究会（共催）

（13：30～15：15）シンポジウム①
栄養も考えてみよう、こんな病気

田中　綾・小林義崇・長谷川大輔
No.3  P.101-107

（15：30～17：30）シンポジウム②
食べない犬と猫をどうする？

大野耕一・服部　幸・入交眞巳
No.3  P.108-113

スタッフセミナー2
トイレでおしっこをしなくなりました！
―排泄問題がある猫に対するアドバイス―

水越美奈

スタッフセミナー7（動物のいたみ研究会）
去勢・避妊手術の周術期サポート

小林豊和

（16：00～16：20）
分科会Award授賞式

（13：30～14：42）
スタッフ口頭発表
1、2、3、4、5、6

（13：30～14：42）
スタッフ口頭発表

7、8、9、10、11、12、13
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大会日程 大会日程
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11月17日㈰ 11月17日㈰
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日時
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特別会議場（400席）
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1001（200席）
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1003（390席）

1004（100席）

1005（100席）

1006（100席）

1007（100席）

1008（170席）

1009（250席）

1010（100席）

801・802（100席）

803（40席）

804（60席）

805（60席）

806（40席）

メインホール（1500席）

小ホール（260席）

メイン
ホワイエ

イベント
ホール
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日時

第1会場

第2会場

ホワイエ
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第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

第12会場

第13会場

第14会場

第15会場

第16会場

第17会場

第18会場

第19会場

第20会場

特別会議場（400席）

1202（200席）

1101・1102（140席）

1001（200席）

1002（200席）

1003（390席）

1004（100席）

1005（100席）

1006（100席）

1007（100席）

1008（170席）

1009（250席）

1010（100席）

801・802（100席）

803（40席）

804（60席）

805（60席）

806（40席）

メインホール（1500席）

小ホール（260席）

メイン
ホワイエ

イベント
ホール

〈敬称略〉　

産業動物医療フォーラム 産業動物医療フォーラム

パネルディスカッション【循環器分科会】
心臓腫瘍をどう診断しどう治療するのか

平川　篤・小林哲也
No.1  P.38-42

アドバンスセミナー【血液・免疫分科会】
免疫抑制療法の落とし穴

久末正晴
No.1  P.171-174

ステップアップセミナー【血液・免疫分科会】
免疫抑制剤の使い方

水野拓也
No.1  P.169-170

ベーシックセミナー【腫瘍分科会】
超音波を用いた穿刺の実際

―細胞診、生検、穿刺のコツ―
入江充洋

No.1  P.176

アドバンスセミナー【皮膚分科会】
犬における非掻痒性脱毛症の鑑別のコツ

永田雅彦
No.1  P.148

アドバンスセミナー【画像診断分科会】
胸部CT検査の読影の実際

藤原亜紀
No.1  P.232-234

病理医からみた各種消化管生検法のメリットとデメリット
浅川　翠

No.3  P.197-198

アドバンスセミナー【神経分科会】
椎体固定

宇根　智
No.1  P.4

アドバンスセミナー【腎泌尿器分科会】
腎生検
矢吹　映

No.1  P.44-45

アドバンスセミナー【行動学分科会】
犬と猫の高齢性認知機能不全

小澤真希子
No.1  P.206-210

アドバンスセミナー【運動器分科会】
肢端部の骨折

櫻田　晃
No.1  P.72-76

アドバンスセミナー【エキゾチックペット分科会】
ウサギの生殖器疾患を考える：ハイレベル
―ウサギの繁殖生理学と生殖疾患の関係―

中田至郎
No.1  P.192-193

ステップアップセミナー【内分泌分科会】
明日からもっとカルシウムを測定したくなる！
カルシウム異常の意義と診断                

西飯直仁
No.1  P.159

アドバンスセミナー【呼吸器分科会】
救急診療における人工呼吸管理　　―肺水腫で
チアノーゼを呈しています。どのように対応しますか―

塗木貴臣
No.1  P.20-21

ステップアップセミナー【運動器分科会】
局所解剖学とアプローチシリーズ　　―Ⅳ. 膝関節、
脛骨および足根関節の局所解剖とアプローチ―  

左近允　巌
No.1  P.70-71

ステップアップセミナー【歯科分科会】
この異常な歯（破折、咬耗、齲蝕、歯の形成障害、
変色歯、歯の吸収）に対する治療の考え方　　　　　　

藤田桂一
No.1  P.115-119

ステップアップセミナー【循環器分科会】
VALVE studyが発表され僧帽弁閉鎖不全症の治療がどう
変わったか　　―ACVIM 2019 consensus guidelinesをふまえ―

髙島一昭
No.1  P.32-33

アドバンスセミナー【感染症分科会】
SFTS（重症熱性血小板減少症候群）疑いの犬猫が
来院したらどうするか？　　―体験に基づくアドバイス―

藤井祐至
No.1  P.212-213

ステップアップセミナー【行動学分科会】
猫の多頭飼いに関する問題について

白井春佳
No.1  P.204-205

特別セミナー7［㈱サスティナコンサルティング］
動物病院経営をアップデートする

―未来志向の経営学―
北野哲也

No.3  P.142-144

特別セミナー6［DSファーマアニマルヘルス㈱］
あなたの抗菌薬の使い方、たぶん間違っています。
今日から正しい考え方を身につけましょう。　        

鳥巣至道
No.3  P.139-141

特別セミナー8［アイデックスラボラトリーズ㈱］
症例ベースで理解する  臨床検査
データから読み取る腎臓の異変  

平田雅彦
No.3  P.145-146

パネルディスカッション【血液・免疫分科会】[協力：㈱AVS]
顕微鏡ディスカッション　　診断から治療まで　顕微鏡DE症例検討

血液病の診断・治療プロセスを学ぶ！ 　―検査の読み方・顕微鏡所見から薬の使い方―
丸山治彦・森下啓太郎・高橋　雅・呰上大吾

No.1  P.175

ステップアップセミナー【眼科分科会】
角膜潰瘍への多角的アプローチ

小林義崇
No.1  P.130-132

モーニングセミナー1［㈱サスティナコンサルティング］
令和時代の動物病院
マーケティング        

浅沼拓人
No.3  P.185-187

モーニングセミナー2［大扇産業㈱／日本全薬工業㈱］
眠くてもわかるスキンケアの話、皮膚科
がわからない先生向けに用意しました

森　啓太
No.3  P.188

ベーシックセミナー【神経分科会】
動画でみる神経症状パートⅣ

―脊髄症状―
田村慎司

No.1  P.1-3

企業・獣医師向けセミナー
信頼は、感謝と誠実さから生まれる

山根義久
No.1  P.251

パネルディスカッション【内分泌分科会】
諦めない糖尿病治療

―こんな時にどうする？コントロール困難な糖尿病に対する各種戦略―
松木直章・西飯直仁・竹内和義

No.1  P.161-168

パネルディスカッション【運動器分科会】
小型犬における肩関節脱臼に対する治療

本阿彌宗紀・樋口雅仁・越智善行・戸次辰郎
No.1  P.77-88

パネルディスカッション【呼吸器分科会】
気管虚脱克服への外科的アプローチ

―気管外からのアプローチと気管内ステント留置のメリットとデメリット―
米澤　覚・上村暁子

No.1  P.22-28

【野生鳥獣分科会】
沖縄の絶滅危惧種を守る獣医療
―種の保全から外来種対策まで―

長嶺　隆
No.1  P.238

パネルディスカッション【歯科分科会】
無麻酔歯石除去の弊害と正しい歯石除去

本田　洋・加藤　郁・高橋　香
No.1  P.122-127

（市民公開）NPO法人　野生動物救護獣医師協会（WRV）（共催）

スタッフセミナー（（一社）日本動物看護職協会（共催））
「愛玩動物看護師法」成立報告

横田淳子

スタッフセミナー3
動物看護師の国家資格化と接遇

坂上　緑

日本獣医救急医療研究会（共催）

第52回小動物臨床血液研究会

・救急診療での画像診断：今までこれから 　　　　　　　　神津善広
・犬の副腎皮質機能亢進症、治療中の突然死をいかに防ぐか？
　―治療しても予後は変わらないのか？― 　　　　　　　　小宮山典寛

No.3  P.201-209

ランチョンセミナー2-①［富士フイルムVETシステムズ㈱］
犬と猫の炎症マーカー活用法

―特徴を理解し使いこなせるようになろう―
玉本隆司

No.3  P.165-166

（11：40～12：20）ランチョンセミナー［㈱メディカル・タスクフォース］
新型高性能OPUプローブの紹介

杉山　勇

ランチョンセミナー2-④［マースジャパンリミテッド］
歯科治療後のデンタルケアが最も大切！

藤田桂一
No.3  P.172-174

ランチョンセミナー2-⑤［動物アレルギー検査㈱］
そもそも炎症ってなに？炎症のメカ
ニズムから紐解くアレルギー診療

増田健一
No.3  P.175-176

ランチョンセミナー2-⑥［日本ヒルズ・コルゲート㈱］
どうしたら良い？犬の消化器疾患と食事の選択

大野耕一
No.3  P.177-178

ランチョンセミナー2-⑦［ファルミナペットフーズ・ジャパン㈱］
飼い主が求めるナチュラル療法食：
その背景と今後の展望　　　　　　　　　　

氏政雄揮
No.3  P.179

ランチョンセミナー2-⑧［キヤノン医療用品㈱］
リアル症例に学ぶ、救急エコーの使い方

―基本から応用までの60分―
中村篤史

No.3  P.180-181

ランチョンセミナー2-②
高齢動物の健康寿命を延ばすためにできること
～運動機能を維持するための動物病院の取り組み～

枝村一弥
No.3  P.167-168

ランチョンセミナー2-③［DSファーマアニマルヘルス㈱／ネオファーマジャパン㈱］
測ってますか？中性脂肪

～脂質代謝異常症の最新情報～
荒井延明

No.3  P.169-171

動物のいたみ研究会

特別講演
猫腎臓病治療薬としてのAIM

宮崎　徹
No.3  P.1

シンポジウム
避妊・去勢手術の温故知新　～日常化している手術を再考する～

小嶋佳彦・伊東輝夫・金井浩雄・入交眞巳・手島健次
No.3  P.81-97

市民公開 動物のいたみ研究会

動物臨床医学会
企画実行委員会

パネルディスカッション【消化器分科会／腫瘍分科会】
犬の消化器型リンパ腫2019

亘　敏広・浅川　翠・辻本　元
No.1  P.104-111,182-184

内視鏡ドライラボ（有料開催）［協力：㈱ＡＶＳ］
内視鏡検査の基本手技

坂井　学

クリニカルシンポジウム〔消化器分野〕
嚥下トラブル110番　―発生原因と診断・治療―

中島　亘・中川泰輔・大田　寛
No.1  P.241-247

特別セミナー9［千寿製薬㈱］
ホームドクターが行うべき眼科診療　 ―獣医師・看護師の視点から―

上岡尚民
No.3  P.147

日本獣医内視鏡外科研究会（共催）

総合受付・クローク（10：00～17：00）・美術ギャラリー

企業展示・ドリンクコーナー（10：00～17：00）

総合受付・クローク（10：00～17：00）・美術ギャラリー

企業展示・ドリンクコーナー（10：00～17：00）

sippo写真展
（10：00～17：00）

sippo写真展
（10：00～17：00）

企業展示・ドリンクコーナー（10：00～17：00）
ポスターセッション（ホワイエ）（質疑応答  14：00～14：30）

企業展示・ドリンクコーナー（10：00～17：00）
ポスターセッション（ホワイエ）

がんを光で、診る・治す。人から、動物から。
伊藤典彦・大倉一郎・井上啓史・大崎智弘

No.3  P.117-124

＜共催：獣医輸液研究会＞  カルシウム輸液剤を考える
佐藤礼一郎・鈴木一由・大塚優磨

（12：45～14：15）分科会セミナー
OPUの理論と実際
大澤健司・松田啓介

症例検討
【運動器2／歯科3】

No.2  P.175-182

症例検討
【運動器3】
No.2  P.183-190

症例検討
【感染症2】
No.2  P.191-198

症例検討
【血液・免疫3】

No.2  P.199-206

症例検討
【消化器5】
No.2  P.207-214

症例検討
【循環器】

No.2  P.215-222

症例検討
【呼吸器】

No.2  P.223-230

症例検討
【腫瘍6】

No.2  P.239-246

症例検討
【腫瘍7】

No.2  P.247-254

症例検討
【消化器6／腫瘍8】

No.2  P.255-262

症例検討
【エキゾチックペット3】

No.2  P.231-238

一般口演
7、8、9

No.3  P.37-49

一般口演
10、11、12
No.3  P.50-61

（14：45～15：30）
家畜衛生談話会
磯 日出夫・犬丸憲之

（15：30～16：50）
産業フォーラム・畜ガールズ共同提案
谷　千賀子・笹倉春美・田中　愛・杉山恵美子

人と動物の比較疾患研究会

スタッフセミナー4
感染症から動物を
守る、自分を守る  

堀木研子

スタッフセミナー5
動物看護師の知っておきたい腫瘍

―腫瘍学総論・細胞診断・画像診断等―
三宅龍二

（14：15～16：15）
獣医総合臨床医認定試験

第52回小動物臨床血液研究会
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〈敬称略〉　

産業動物医療フォーラム 産業動物医療フォーラム

パネルディスカッション【循環器分科会】
心臓腫瘍をどう診断しどう治療するのか

平川　篤・小林哲也
No.1  P.38-42

アドバンスセミナー【血液・免疫分科会】
免疫抑制療法の落とし穴

久末正晴
No.1  P.171-174

ステップアップセミナー【血液・免疫分科会】
免疫抑制剤の使い方

水野拓也
No.1  P.169-170

ベーシックセミナー【腫瘍分科会】
超音波を用いた穿刺の実際

―細胞診、生検、穿刺のコツ―
入江充洋

No.1  P.176

アドバンスセミナー【皮膚分科会】
犬における非掻痒性脱毛症の鑑別のコツ

永田雅彦
No.1  P.148

アドバンスセミナー【画像診断分科会】
胸部CT検査の読影の実際

藤原亜紀
No.1  P.232-234

病理医からみた各種消化管生検法のメリットとデメリット
浅川　翠

No.3  P.197-198

アドバンスセミナー【神経分科会】
椎体固定

宇根　智
No.1  P.4

アドバンスセミナー【腎泌尿器分科会】
腎生検
矢吹　映

No.1  P.44-45

アドバンスセミナー【行動学分科会】
犬と猫の高齢性認知機能不全

小澤真希子
No.1  P.206-210

アドバンスセミナー【運動器分科会】
肢端部の骨折

櫻田　晃
No.1  P.72-76

アドバンスセミナー【エキゾチックペット分科会】
ウサギの生殖器疾患を考える：ハイレベル
―ウサギの繁殖生理学と生殖疾患の関係―

中田至郎
No.1  P.192-193

ステップアップセミナー【内分泌分科会】
明日からもっとカルシウムを測定したくなる！
カルシウム異常の意義と診断                

西飯直仁
No.1  P.159

アドバンスセミナー【呼吸器分科会】
救急診療における人工呼吸管理　　―肺水腫で
チアノーゼを呈しています。どのように対応しますか―

塗木貴臣
No.1  P.20-21

ステップアップセミナー【運動器分科会】
局所解剖学とアプローチシリーズ　　―Ⅳ. 膝関節、
脛骨および足根関節の局所解剖とアプローチ―  

左近允　巌
No.1  P.70-71

ステップアップセミナー【歯科分科会】
この異常な歯（破折、咬耗、齲蝕、歯の形成障害、
変色歯、歯の吸収）に対する治療の考え方　　　　　　

藤田桂一
No.1  P.115-119

ステップアップセミナー【循環器分科会】
VALVE studyが発表され僧帽弁閉鎖不全症の治療がどう
変わったか　　―ACVIM 2019 consensus guidelinesをふまえ―

髙島一昭
No.1  P.32-33

アドバンスセミナー【感染症分科会】
SFTS（重症熱性血小板減少症候群）疑いの犬猫が
来院したらどうするか？　　―体験に基づくアドバイス―

藤井祐至
No.1  P.212-213

ステップアップセミナー【行動学分科会】
猫の多頭飼いに関する問題について

白井春佳
No.1  P.204-205

特別セミナー7［㈱サスティナコンサルティング］
動物病院経営をアップデートする

―未来志向の経営学―
北野哲也

No.3  P.142-144

特別セミナー6［DSファーマアニマルヘルス㈱］
あなたの抗菌薬の使い方、たぶん間違っています。
今日から正しい考え方を身につけましょう。　        

鳥巣至道
No.3  P.139-141

特別セミナー8［アイデックスラボラトリーズ㈱］
症例ベースで理解する  臨床検査
データから読み取る腎臓の異変  

平田雅彦
No.3  P.145-146

パネルディスカッション【血液・免疫分科会】[協力：㈱AVS]
顕微鏡ディスカッション　　診断から治療まで　顕微鏡DE症例検討

血液病の診断・治療プロセスを学ぶ！ 　―検査の読み方・顕微鏡所見から薬の使い方―
丸山治彦・森下啓太郎・高橋　雅・呰上大吾

No.1  P.175

ステップアップセミナー【眼科分科会】
角膜潰瘍への多角的アプローチ

小林義崇
No.1  P.130-132

モーニングセミナー1［㈱サスティナコンサルティング］
令和時代の動物病院
マーケティング        

浅沼拓人
No.3  P.185-187

モーニングセミナー2［大扇産業㈱／日本全薬工業㈱］
眠くてもわかるスキンケアの話、皮膚科
がわからない先生向けに用意しました

森　啓太
No.3  P.188

ベーシックセミナー【神経分科会】
動画でみる神経症状パートⅣ

―脊髄症状―
田村慎司

No.1  P.1-3

企業・獣医師向けセミナー
信頼は、感謝と誠実さから生まれる

山根義久
No.1  P.251

パネルディスカッション【内分泌分科会】
諦めない糖尿病治療

―こんな時にどうする？コントロール困難な糖尿病に対する各種戦略―
松木直章・西飯直仁・竹内和義

No.1  P.161-168

パネルディスカッション【運動器分科会】
小型犬における肩関節脱臼に対する治療

本阿彌宗紀・樋口雅仁・越智善行・戸次辰郎
No.1  P.77-88

パネルディスカッション【呼吸器分科会】
気管虚脱克服への外科的アプローチ

―気管外からのアプローチと気管内ステント留置のメリットとデメリット―
米澤　覚・上村暁子

No.1  P.22-28

【野生鳥獣分科会】
沖縄の絶滅危惧種を守る獣医療
―種の保全から外来種対策まで―

長嶺　隆
No.1  P.238

パネルディスカッション【歯科分科会】
無麻酔歯石除去の弊害と正しい歯石除去

本田　洋・加藤　郁・高橋　香
No.1  P.122-127

（市民公開）NPO法人　野生動物救護獣医師協会（WRV）（共催）

スタッフセミナー（（一社）日本動物看護職協会（共催））
「愛玩動物看護師法」成立報告

横田淳子

スタッフセミナー3
動物看護師の国家資格化と接遇

坂上　緑

日本獣医救急医療研究会（共催）

第52回小動物臨床血液研究会

・救急診療での画像診断：今までこれから 　　　　　　　　神津善広
・犬の副腎皮質機能亢進症、治療中の突然死をいかに防ぐか？
　―治療しても予後は変わらないのか？― 　　　　　　　　小宮山典寛

No.3  P.201-209

ランチョンセミナー2-①［富士フイルムVETシステムズ㈱］
犬と猫の炎症マーカー活用法

―特徴を理解し使いこなせるようになろう―
玉本隆司

No.3  P.165-166

（11：40～12：20）ランチョンセミナー［㈱メディカル・タスクフォース］
新型高性能OPUプローブの紹介

杉山　勇

ランチョンセミナー2-④［マースジャパンリミテッド］
歯科治療後のデンタルケアが最も大切！

藤田桂一
No.3  P.172-174

ランチョンセミナー2-⑤［動物アレルギー検査㈱］
そもそも炎症ってなに？炎症のメカ
ニズムから紐解くアレルギー診療

増田健一
No.3  P.175-176

ランチョンセミナー2-⑥［日本ヒルズ・コルゲート㈱］
どうしたら良い？犬の消化器疾患と食事の選択

大野耕一
No.3  P.177-178

ランチョンセミナー2-⑦［ファルミナペットフーズ・ジャパン㈱］
飼い主が求めるナチュラル療法食：
その背景と今後の展望　　　　　　　　　　

氏政雄揮
No.3  P.179

ランチョンセミナー2-⑧［キヤノン医療用品㈱］
リアル症例に学ぶ、救急エコーの使い方

―基本から応用までの60分―
中村篤史

No.3  P.180-181

ランチョンセミナー2-②
高齢動物の健康寿命を延ばすためにできること
～運動機能を維持するための動物病院の取り組み～

枝村一弥
No.3  P.167-168

ランチョンセミナー2-③［DSファーマアニマルヘルス㈱／ネオファーマジャパン㈱］
測ってますか？中性脂肪

～脂質代謝異常症の最新情報～
荒井延明

No.3  P.169-171

動物のいたみ研究会

特別講演
猫腎臓病治療薬としてのAIM

宮崎　徹
No.3  P.1

シンポジウム
避妊・去勢手術の温故知新　～日常化している手術を再考する～

小嶋佳彦・伊東輝夫・金井浩雄・入交眞巳・手島健次
No.3  P.81-97

市民公開 動物のいたみ研究会

動物臨床医学会
企画実行委員会

パネルディスカッション【消化器分科会／腫瘍分科会】
犬の消化器型リンパ腫2019

亘　敏広・浅川　翠・辻本　元
No.1  P.104-111,182-184

内視鏡ドライラボ（有料開催）［協力：㈱ＡＶＳ］
内視鏡検査の基本手技

坂井　学

クリニカルシンポジウム〔消化器分野〕
嚥下トラブル110番　―発生原因と診断・治療―

中島　亘・中川泰輔・大田　寛
No.1  P.241-247

特別セミナー9［千寿製薬㈱］
ホームドクターが行うべき眼科診療　 ―獣医師・看護師の視点から―

上岡尚民
No.3  P.147

日本獣医内視鏡外科研究会（共催）

総合受付・クローク（10：00～17：00）・美術ギャラリー

企業展示・ドリンクコーナー（10：00～17：00）

総合受付・クローク（10：00～17：00）・美術ギャラリー

企業展示・ドリンクコーナー（10：00～17：00）

sippo写真展
（10：00～17：00）

sippo写真展
（10：00～17：00）

企業展示・ドリンクコーナー（10：00～17：00）
ポスターセッション（ホワイエ）（質疑応答  14：00～14：30）

企業展示・ドリンクコーナー（10：00～17：00）
ポスターセッション（ホワイエ）

がんを光で、診る・治す。人から、動物から。
伊藤典彦・大倉一郎・井上啓史・大崎智弘

No.3  P.117-124

＜共催：獣医輸液研究会＞  カルシウム輸液剤を考える
佐藤礼一郎・鈴木一由・大塚優磨

（12：45～14：15）分科会セミナー
OPUの理論と実際
大澤健司・松田啓介

症例検討
【運動器2／歯科3】

No.2  P.175-182

症例検討
【運動器3】
No.2  P.183-190

症例検討
【感染症2】
No.2  P.191-198

症例検討
【血液・免疫3】

No.2  P.199-206

症例検討
【消化器5】
No.2  P.207-214

症例検討
【循環器】

No.2  P.215-222

症例検討
【呼吸器】

No.2  P.223-230

症例検討
【腫瘍6】

No.2  P.239-246

症例検討
【腫瘍7】

No.2  P.247-254

症例検討
【消化器6／腫瘍8】

No.2  P.255-262

症例検討
【エキゾチックペット3】

No.2  P.231-238

一般口演
7、8、9

No.3  P.37-49

一般口演
10、11、12
No.3  P.50-61

（14：45～15：30）
家畜衛生談話会
磯 日出夫・犬丸憲之

（15：30～16：50）
産業フォーラム・畜ガールズ共同提案
谷　千賀子・笹倉春美・田中　愛・杉山恵美子

人と動物の比較疾患研究会

スタッフセミナー4
感染症から動物を
守る、自分を守る  

堀木研子

スタッフセミナー5
動物看護師の知っておきたい腫瘍

―腫瘍学総論・細胞診断・画像診断等―
三宅龍二

（14：15～16：15）
獣医総合臨床医認定試験

第52回小動物臨床血液研究会
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