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3年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1991.11（山口県小郡町）
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■宮本
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滋、上月茂和、靏野光興、榎本浩文、桑原康人、山

平成3年度日本小動物獣医学会〔中国〕1991.11（山口県小郡

根 義 久： イ ヌ の 角 膜 疾 患 に 対 す るcollagenase阻 害 剤

町）

3%N-Acetylcystein点眼薬の有効性と安全性の検討、第12

■山形静夫： 肺葉切除を行った猫の2例、平成3年度日本小動

回小動物臨床研究会、1991.11（大阪市）
■金尾

物獣医学会〔中国〕、1991.11（山口県小郡町）
■小出由紀子、小出和欣： 膀胱内ポリープを併発したイヌの
巨大膀胱結石の1例、平成3年度日本小動物獣医学会〔中国〕、

滋、上月茂和、靏野光興、榎本浩文、桑原康人、松本英

樹、河野史郎、山根義久： エリスリポエチン製剤（ESPO）の
貧血猫に対する臨床応用の検討－第2報－、第12回小動物臨
床研究会（一般講演）、1991.11（大阪市）

1991.11（山口県小郡町）
■小出和欣、小出由紀子： ネコにおける麻酔導入時の血行動
態について 1.各種麻酔導入薬の血行動態への影響の比較、
平成3年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1991.11（山口県小

■金澤稔郎、仲庭茂樹： 若齢犬に認められた骨肉腫の1例、第
12回小動物臨床研究会、1991.11（大阪市）
■金澤稔郎、仲庭茂樹： 皮膚病変を伴ったイヌ可移植性性器
肉腫の1例、第12回小動物臨床研究会、1991.11（大阪市）

郡町）
■松本英樹、上月茂和、靏野光興、桑原康人、金尾

滋、榎本浩

■桑原康人、靏野光興、上月茂和、金尾

滋、榎本浩文、松本英

文、河野史郎、山根義久： 臨床例における犬の心電図変化の

樹、河野史郎、山根義久、青山伸一： 体外循環施行下におけ

検討、平成3年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1991.11（山口

るファロー四徴症の根治術、第12回小動物臨床研究会（ビデ
オで見る外科手術）、1991.11（大阪市）

県小郡町）
■上月茂和、靏野光興、松本英樹、榎本浩文、金尾

滋、桑原康

■桑原康人、靏野光興、上月茂和、金尾

滋、榎本浩文、松本英

人、河野史郎、山根義久： 犬パルボウィルス検出キット「NZ-

樹、河野史郎、山根義久： VlSONシステムによるCRPの小動

40」の臨床試験、平成3年度日本小動物獣医学会〔中国〕、

物における臨床応用、第12回小動物臨床研究会（一般講演）、
1991.11（大阪市）

1991.11（山口県小郡町）
■竹中雅彦： イヌのPIE症候群の1例、平成3年度日本小動物
研、半田悦子： 高分化型脂肪肉腫の1例、

第7回日本獣医畜産大学学術交流会、1991.11（日本獣医畜
■赤木哲也： 犬猫の外傷性気胸の3例、第12回小動物臨床研究

1991.11（大阪市）
勇、千村収一、伊藤祐二、入江隆行、

森田泰典： 診断に超音波カラードプラ法を応用した犬の動
脈管開存症の1例、第12回小動物臨床研究会、1991.11（大阪

会、1991.11（大阪市）
■赤木哲也： 老齢犬の会陰ヘルニア3例、第12回小動物臨床研

市）
■甲斐（石川）勝行、森田泰典： 犬の腎細胞癌の1例、第12回小

究会、1991.11（大阪市）
■宇野雄博、池内政夫： 外傷性横隔膜ヘルニアと両側の尿管
断裂の猫の1例、第12回小動物臨床研究会、1991.11（大阪

動物臨床研究会、1991.11（大阪市）
■佐藤正勝、和泉谷

研、半田悦子、三枝松邦子、高田節子： 高

分化型脂肪肉腫の1例、第12回小動物臨床研究会、1991.11

市）
滋、桑原康人、松本

英樹、河野史郎、山根義久： 右大動脈弓遺残症の新しい根
治術、第12回小動物臨床研究会（ビデオでみる外科手術）、

（大阪市）
■坂本哲朗、坂本

滋、桑原康人、松本英

樹、河野史郎、山根義久： 肝硬変に伴う肝性脳症のネコの1
例、第12回小動物臨床研究会、1991.11（大阪市）

勇： 広島県内で発生した犬のバベシア症、

第12回小動物臨床研究会、1991.11（大阪市）
■坂本哲朗、坂本

1991.11（大阪市）
■榎本浩文、上月茂和、靏野光興、金尾

先天性巨大食道症の犬の1例、第12回小動物臨床研究会、
■甲斐（石川）勝行、金本

産大学）

■榎本浩文、上月茂和、靏野光興、金尾

滋、榎本浩文、松本英

樹、河野史郎、山根義久： 成長とともに完全な治癒をみた

獣医学会〔中国〕、1991.11（山口県小郡町）
■佐藤正勝、和泉谷

■桑原康人、靏野光興、上月茂和、金尾

勇： 犬の膀胱移行上皮癌の1例、第12回小

動物臨床研究会、1991.11（大阪市）
■山形静夫、山縣浩海、山根義久、上月茂和、靏野光興、金尾
滋、桑原康人、榎本浩文、松本英樹、河野史郎： 実験モデル

滋、桑原康人、松本英

（イヌ）による右大動脈弓遺残症に対する新しい外科治療の

樹、河野史郎、山根義久： 高カルシウム血症を呈したネコの

試み、第12回小動物臨床研究会（一般講演）、1991.11（大阪

■榎本浩文、上月茂和、靏野光興、金尾

1例、第12回小動物臨床研究会、1991.11（大阪市）
■下田哲也： Di Guglielmo症候群の猫の1例、第12回小動物臨

会、1991.11（大阪市）

床研究会、1991.11（大阪市）
■下田哲也： 肝と腎の腫大を主徴とした猫のリンパ肉腫の1
例、第12回小動物臨床研究会、1991.11（大阪市）
■河野史郎、上月茂和、靏野光興、榎本浩文、金尾

滋、桑原康

人、松本英樹、山根義久： ネコの肥大性心筋症に合併した
腹部大動脈血栓症の1治験例、第12回小動物臨床研究会、

■山村穂積、三枝早苗、板倉裕明、大塚敏夫、峰岸則之、浅井
亨、間宮一美、石田浩三、弓削田直子： 45回の乳腺癌摘出手
術を実施した猫の1例、第12回小動物臨床研究会、1991.11
（大阪市）
■山縣浩海、岡村由美子： 犬の東洋眼虫の1例（Ivermectineに
よる予防）、第12回小動物臨床研究会、1991.11（大阪市）

1991.11（大阪市）
■河野史郎、上月茂和、靏野光興、榎本浩文、金尾

市）
■山形静夫： ネオスポラ症の犬の1例、第12回小動物臨床研究

滋、桑原康

■山縣浩海、岡村由美子： 排便・排尿障害を伴ったイヌの
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人、松本英樹、山根義久： 洞不全症候群を呈したイヌの1例、
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11

前立腺周囲の陣旧血腫の1例、第12回小動物臨床研究会、

1991.11（大阪市）

1991.11（大阪市）
■山縣浩海、山形静夫、山根義久、上月茂和、靏野光興、金尾
滋、桑原康人、榎本浩文、松本英樹、河野史郎： 右大動脈弓遺
残症に対する新しい外科的治療法によるイヌとネコの治験
例、第12回小動物臨床研究会（一般講演）、1991.11（大阪市）
■柴崎文男、山根

■木下久則： 犬の腸重積の1症例、第12回小動物臨床研究会、

裕： 多発性筋炎と思われるイヌの1症例、

■野呂浩介： 膀胱破裂、大腿骨骨折を伴った胸水貯留のネコ
の1例： 第12回小動物臨床研究会、1991.11（大阪市）
■和泉谷

研、半田悦子、三枝松邦子、高田節子、佐藤正勝： 全

身性イヌ毛包虫症に対するイバメクチン大量投与好転例、
第12回小動物臨床研究会、1991.11（大阪市）
■靏野光興、上月茂和、桑原康人、金尾

第12回小動物臨床研究会、1991.11（大阪市）
■小出由紀子、小出和欣： イヌの巨大膀胱結石の1例、第12回

滋、榎本浩文、松本英

樹、河野史郎、山根義久、高吉祐之、馬場寿一、斎藤

■小出由紀子、小出和欣： 卵巣機能不全に起因すると思われ
るイヌの脱毛症の1例、第12回小動物臨床研究会、1991.11

動物臨床研究会（一般講演）、1991.11（大阪市）
■靏野光興、上月茂和、桑原康人、金尾

滋、榎本浩文、松本英

樹、河野史郎、山根義久： エブスタイン奇形が疑われたハス

（大阪市）
■小出由紀子、小出和欣： 膀胱内ポリープを併発したイヌの
巨大膀胱結石の1例、第12回小動物臨床研究会、1991.11（大
阪市）
■小出和欣、小出由紀子： ネコの心筋症に合併した腹部大動
脈血栓症の1例、第12回小動物臨床研究会、1991.11（大阪
市）

キー犬の1例、第12回小動物臨床研究会、1991.11（大阪市）

平成４年（1992）

■下田哲也： FelV,FIV陽性猫にみられた鉄芽球性貧血の1例、
日本小動物臨床病理研究会、1992.1（東京都）
■上月茂和、靏野光興、松本英樹、榎本浩文、金尾

■小出和欣、小出由紀子： 肋間筋断裂を伴ったネコの外傷性
横隔膜ヘルニアの2例、第12回小動物臨床研究会、1991.11
（大阪市）

滋、桑原康

人、河野史郎、山根義久： 腹水を伴う慢性フィラリア症犬に
血液透析を行った1例、第3回動物血液浄化研究会、1992.1
（東京都）

■松本英樹、上月茂和、靏野光興、桑原康人、金尾

滋、榎本浩

■赤木哲也： 犬猫の外傷性気胸の3例、平成3年度学会年次大

文、河野史郎、山根義久： イヌの動脈管開存症の根治術、第

会（日本小動物獣医学会）、1992.2（横浜市）

12回小動物臨床研究会（ビデオで見る外科手術）、1991.11

■河野史郎、上月茂和、靏野光興、榎本浩文、金尾

（大阪市）

滋、桑原康

人、松本英樹、山根義久： ネコの肥大性心筋症に合併した腹

■松本英樹、上月茂和、靏野光興、桑原康人、金尾

滋、榎本浩

文、河野史郎、山根義久： 臨床例における犬の心電図変化の
検討、第12回小動物臨床研究会（一般講演）、1991.11（大阪
市）

部大動脈血栓症の1治験例、平成3年度学会年次大会（日本小
動物獣医学会）、1992.2（横浜市）
■河野史郎、上月茂和、靏野光興、榎本浩文、金尾

滋、桑原康

人、松本英樹、山根義久： 胸腹部縦切開による横隔膜ヘルニ

■上月茂和、内野富弥、山根義久、本好茂一： ネコインター
フェロンのフィールドFCIの治療試験成績、第12回小動物
臨床研究会（一般講演）、1991.11（大阪市）
■上月茂和、内野富弥、山根義久、本好茂一： ネコインター
フェロンのフィールドFVRの治療試験成績、第12回小動物
臨床研究会（一般講演）、1991.11（大阪市）
■上月茂和、靏野光興、榎本浩文、金尾

滋、桑原康人、松本英

樹、河野史郎、山根義久： 胸腹部正中切開による猫の横隔膜
ヘルニアの整復術、第12回小動物臨床研究会（ビデオで見る
外科手術）、1991.11（大阪市）
■村上元彦： 犬の卵巣腫瘍の1例、第12回小動物臨床研究会、
1991.11（大阪市）
■竹中雅彦： イヌのPIE症候群の1例、第12回小動物臨床研究
会、1991.11（大阪市）
■竹中雅彦： イヌの血管肉腫の1例、第12回小動物臨床研究
会、1991.11（大阪市）
■中谷

孝、下田哲也： 貧血を主徴とした犬の鉛中毒の1例、

第12回小動物臨床研究会、1991.11（大阪市）
■仲庭茂樹、金澤稔郎： 全身性エリテマトーデスと診断した
イヌの1例、第12回小動物臨床研究会、1991.11（大阪市）
■藤原

明、藤原元子、岸本英一： 猫の紐による幽門および小

腸の不完全閉塞の1例、第12回小動物臨床研究会、1991.11
（大阪市）
■南

亮： 犬

パルボウィルス検出キット「NZ-40」の臨床試験、第12回小

小動物臨床研究会、1991.11（大阪市）

毅始、南

ア修復術、平成3年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）
（ビデオセッション）、1992.2（横浜市）
■佐藤正勝、和泉谷

研、本好茂一、梅村孝司： 犬の高分化型

脂肪肉腫の1例、平成3年度学会年次大会（日本小動物獣医学
会）、1992.2（横浜市）
■山形静夫： 犬のネオスポラ症の1例、平成3年度学会年次大
会（日本小動物獣医学会）、1992.2（横浜市）
■小出和欣、小出由紀子： 濃縮自家腹水還元療法が有効で
あったイヌの難治性腹水症の1例、平成3年度学会年次大会
（日本小動物獣医学会）、1992.2（横浜市）
■松本英樹、桑原康人、上月茂和、鶴野光興、金尾

合併したイヌの1例、平成3年度学会年次大会（日本小動物獣
医学会）、1992.2（横浜市）
■松本英樹、桑原康人、上月茂和、靏野光興、金尾

動物臨床研究会、1991.11（大阪市）
■武藤具弘、仲庭茂樹、金澤稔郎、大橋文人： 猫の食道狭窄の1
例、第12回小動物臨床研究会、1991.11（大阪市）

滋、榎本浩

文、河野史郎、山根義久： イヌの動脈管開存症の根治術、平
成3年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）（ビデオセッ
ション）、1992.2（横浜市）
■靏野光興、桑原康人、上月茂和、金尾

滋、榎本浩文、松本英

樹、河野史郎、山根義久： 体外循環施行下におけるファロー
四徴症の根治術： 平成3年度学会年次大会（日本小動物獣医
学会）
（ビデオセッション）、1992.2（横浜市）
■靏野光興、上月茂和、桑原康人、金尾

毅生： 犬に発生した肺癌の1症例、第12回小

滋、榎本浩

文、河野史郎、山根義久 ： 動脈管開存症に肺動脈狭窄症を

滋、榎本浩文、松本

英樹、河野史郎、山根義久： 同腹子3頭にみられたイヌの先
天性奇形、平成3年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、
1992.2（横浜市）
■宇野雄博、池内政夫： 外傷性横隔膜ヘルニアに両側尿管断

裂を伴った猫の1例、平成3年度学会年次大会（日本小動物獣
医学会）地区学会長賞受賞演題、1992.2（横浜市）
■宇野雄博： イヌの成長ホルモン反応性皮膚炎の1例、平成3

剛、山根義久、春名章宏、坪倉

操： ラテッ

クス凝集反応法による糞便からイヌパルボウィルスの検出
法、第113回日本獣医学会、1992.4（麻布大学）
■靏野光興、桑原康人、上月茂和、金尾

滋、榎本浩文、松本英

■下田哲也： 結節性皮膚病変がみられず皮下に浸潤性増殖し

樹、河野史郎、山根義久、青山伸一、野一色泰晴： 体外循環に

たかたちで発症したイヌの肥満細胞腫の1例、平成3年度学

よる開心術へのアプローチ－臨床応用6例の検討－、第113

会年次大会（日本小動物獣医学会）、1992.2（横浜市）
■山村穂積、三枝早苗、板倉裕明、大塚敏夫、峰岸則之、浅井

回日本獣医学会、1992.4（麻布大学）
■ Noishiki Y., Tomizawa Y., Yamane Y., Okoshi T., Satoh

亨： 粉砕骨折におけるダクロン糸およびチタン蒸着プレー

S., Matsumoto A. ： Acceleration of neoinitima formation

トの応用、平成3年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、

in vascular prostheses by transplantation of autologous

1992.2（横浜市）

venous tissue fragments;application to small diameter

■山村穂積、三枝早苗、板倉裕明、大塚敏夫、峰岸則之、浅井
亨： 包皮粘膜利用による猫の会陰尿道口設置術、平成3年度
学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1992.2（横浜市）
■竹中雅彦： イヌの血管肉腫の1例、平成3年度学会年次大会
（日本小動物獣医学会）、1992.2（横浜市）

grafts, 72nd Ann. Meeting of the American for Thoracic
Surgery, 1992.4（Losangels,U.S.A,）
■ Noishiki Y., Tomizawa Y., Yamane Y., Oloshi t., Satoh
S., Kosuge T., Mo M., Ishii M., Ichikawa Y., Kajiwara H.,
Tomiyama Y., Suzuki S., Imoto K., Kondo I., Matsumoto A.

■内田達夫、小林孝之、湯本哲夫、伊勢武人、小林晃央、大野秀

: A method to reduce thrombogenicity of an autologous

樹、山村穂積： 老犬に発生した多発性関節炎の1例、平成3年

venous tissue fragments seeded graft for small diameter

度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1992.2（横浜市）

arterial substitute, 38th Ann. Meeting, Am. Soc. Artif.

■板倉裕明、浅井

亨、峰岸則之、大塚敏夫、三枝早苗、山村穂

積： 犬の喉頭麻痺の治験例、平成3年度学会年次大会（日本

Intern. Organs, 1992.5（Nashville,U.S.A.）
■ Noishiki Y., Yamane Y., Tomizawa Y., Kosuge T., Ishii
M., Ichikawa Y., Kajiwara H., Mo M., Yamazaki K., Kondo

小動物獣医学会）1992.2（横浜市）
勝： 重度な骨髄無形性による汎血球

J., Matsumoto A. ： Healing process of a fablic vascular

減少症を示した犬の1症例、平成3年度学会年次大会（日本小

prosthesis seeded with autologous adipose tissue

動物獣医学会）、1992.2（横浜市）

fragments, 38th Ann. Meeting, Am. Soc. Artif. Intemrn.

■土井口

修、土井口

■山形静夫： 内科的治療を実施した緑内障の犬の4例、第9回
日本獣医臨床眼科研究会、1992.3（東京都）
■佐藤正勝： 全身性犬毛包虫症に対するイベルメクチン反復
大量投与例、第48回小動物皮膚科研究会、1992.3（東京都）
■榎本浩文、上月茂和、靏野光興、金尾

滋、桑原康人、松本英

樹、河野史郎、山根義久： 心不全犬の細胞外液と血漿電解質
濃度、第113回日本獣医学会、1992.4（麻布大学）
■金尾

滋、上月茂和、靏野光興、榎本浩文、桑原康人、松本英

樹、河野史郎、山根義久： 貧血猫に対するヒトエリスロポエ
チン製剤（γHuEPO）の臨床応用の検討、第113回日本獣医

Organs, 1992.5（Nashville,U.S.A.）
■山根義久、靏野光興、上月茂和、松本英樹、田口淳子、河野史
郎、鯉江

流出路拡大術、第56回日本獣医循環器学会、国際シンポジウ
ム、1992.6（横浜市）
■靏野光興、山根義久、上月茂和、松本英樹、田口淳子、河野史
郎、鯉江

■桑原康人、靏野光興、上月茂和、金尾

滋、榎本浩文、松本英

洋： 猫心筋症に併発した腹部大動脈血栓摘出術、

第56回日本獣医循環器学会、国際シンポジウム（ビデオセッ
ション）、1992.6（横浜市）
■山根義久、上月茂和、靏野光興、松本英樹、田口淳子、河野史
郎、鯉江

学会、1992.4（麻布大学）

洋： 牛静脈片を使用しての体外循環下における

洋： 重度な出血傾向のみられた犬の精巣腫瘍の1

例、第45回獣医麻酔外科学会、1992.6（東京都）

樹、河野史郎、山根義久、青山紳一、野一色泰晴： 体外循環に

■山村穂積、平林白一、保志晶子： 骨折治療における小動物用

よる開心術へのアプローチ．試作人工心肺装置による臨床

内固定チタン蒸着プレートの特徴、第45回獣医麻酔外科学

応用への基礎的研究、第113回日本獣医学会、1992.4（麻布

会、1992.6（東京都）
■松本英樹、上月茂和、鶴野光興、田口淳子、河野史郎、鯉江

大学）
■山形静夫、山縣浩海、山根義久、上月茂和、靏野光興、金尾
滋、桑原康人、榎本浩文、松本英樹、河野史郎： 実験モデル犬
（右大動脈弓遺残症）に対する食道切除術の有用性、第113回

洋、山根義久： 二度にわたる腹腔内腫瘍の摘出手術中にみ
られた心室性不整脈について、第45回獣医麻酔外科学会、
1992.6（東京都）
■ Noishiki Y., Yamane Y., Kosuge T., Ishii M., Ichikawa

日本獣医学会、1992.4（麻布大学）
滋、桑原康人、榎本浩

Y., Kajiwara H., Jin Y., Isoda S., Kondo J., Matsumoto

文、松本英樹、河野史郎： 気管虚脱に対する新しい処置法と

A.： Sealing method of fabric vascular prostheses

してのステントの実験的、臨床応用、第113回日本獣医学会、

with autologous adipose tissue fragments instead of

1992.4（麻布大学）

preclotting with fresh blood, 9th. Cong. of the M.E.

■山根義久、上月茂和、靏野光興、金尾

■山縣浩海、山形静夫、山根義久、上月茂和、靏野光興、金尾
滋、桑原康人、榎本浩文、松本英樹、河野史郎： 右大動脈弓遺

DeBakey Intern. Surg. Soc, 1992.6（Frankfult）
■Noishiki Y., Yamane Y., Kosuge T., Ishii M., Ichikawa Y.,

残症に対する食道切開術併用によるイヌとネコの治験例、

Kajiwara H., Jin Y., Isoda S., Mo M., Hoshino K., Kondo

第113回日本獣医学会、1992.4（麻布大学）

J., Matsumoto A.： A small diameter fabric vascular

■上月茂和、靏野光興、金尾

滋、桑原康人、榎本浩文、松本英

樹、河野史郎、山根義久： 慢性腎不全モデル猫における血液
透析の基礎的研究、第113回日本獣医学会、1992.4（麻布大
学）

prostheses transplanted with autologous venous tissue
fragments, 9th. Cong. of the M.E. DeBakey Intern.

Surg.

Soc, 1992.6（Frankfult）
■藤原

明、藤原元子、小幡朝一： 猫の膵低形成（若齢性膵萎
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縮）の1例、第22回日本小動物獣医師会年次大会、1992.7（大

（広島市）

阪市）
■和泉谷

研、半田悦子、三枝松邦子、高田節子、佐藤正勝、

西田幸司、大霜唱治、中山正成： 全身性犬毛包虫症に対す
るイベルクチン大量投与例、第22回日本小動物獣医師会、

■竹中雅彦： ネコの漏斗胸の1例、第38回広島県小動物獣医学
会、1992.8（広島市）
■野呂浩介： 性分化異常症のイヌの1例、第38回広島県小動物
獣医学会、1992.8（広島市）

1992.7（大阪市）
■赤木哲也： ネコの真性糖尿病の1例、第31回岡山県獣医学

■山田英一、今山行夫、片野修一、長島文幸： 犬糸状虫症にお
ける血小板および骨髄巨核球の超微形態学的検索、平成4年

会、1992.8（岡山市）
■赤木哲也： 第3度房室ブロックを呈した犬の1例、第31回 岡

度日本小動物獣医学会〔中部〕、1992.8（福井県大野市）
■柴田武志、柴田真治、今山行夫、片野修一、長島文幸、山田英

山県小動物獣医学会、1992.8（岡山市）
■下田哲也、辻井宏文： ケトコナゾールによる治療を試みた
イヌの副腎腫瘍性クッシング症候群の1例、第31回岡山県小

一： イヌの股関節脱臼の外科的整復法について、平成4年度
日本小動物獣医学会〔中部〕、1992.8（福井県大野市）
■長島文幸、今山行夫、片野修一、柴田武志、山田英一： 大静脈

動物獣医学会、1992.8（岡山市）
■下田哲也、辻井宏文： 猫の免疫介在性溶血性貧血の臨床病
理学的検討、第31回岡山県小動物獣医学会、1992.8（岡山

症候群の吊り出し術に関する考察、平成4年度日本小動物獣
医学会〔中部〕、1992.8（福井県大野市）
■椿

市）
■山形静夫： イヌの食道閉塞に簡易型食道鏡を用いた治験
例、第31回岡山県小動物獣医学会、1992.8（岡山市）
■山形静夫： ネオスポラ感染症のイヌの1例、第31回岡山県小

洋、今山行夫、片野修一、長島文幸、山田英一： 犬におけ

るアスピリンの微量投与法に関する検討、平成4年度日本小
動物獣医学会〔中部〕、1992.8（福井県大野市）
■片野修一、今山行夫、柴田武志、長島文幸、山田英一： ミクロ
フィラリヤ殺滅時における血液凝固 ・ 線溶系および血小

動物獣医学会、1992.8（岡山市）
■小出由紀子、小出和欣： 腹壁皮膚尿道瘻造設術を実施した
ネコの尿道断裂症の1治験例、第31回岡山県小動物獣医学

板凝集能におよぼす影響、平成4年度日本小動物獣医学会
〔中部〕、1992.8（福井県大野市）
■藤原

会、1992.8（岡山市）
■小出由紀子、小出和欣： 腹膜炎を合併した膀胱壊死のみら
れたイヌの1例、第31回岡山県小動物獣医学会、1992.8（岡

明、三坂康一、藤原

元子、小幡朝一： 歯科用レジン

（GC Ostron 100）を用いたギプス固定法、平成4年度日本小
動物獣医学会〔近畿〕、1992.9（津市）
■宇野雄博、千野和彦、千野真弓： 胃拡張－稔転症候群の犬の

山市）
■小出和欣、小出由紀子、高橋正純： 肝性脳症を発症した肝内
性門脈大静脈短絡（静脈管遺残）犬の外科的治験例、第31回

あったイヌの難治性腹水症の1例、第31回岡山県小動物獣医

市）
スの1例： 平成4年度日本小動物獣医学会〔四国〕、1992.9（高
松市）
■千野和彦、宇野雄博、千野真弓： アレルギー性肺炎と思われ

学会、1992.8（岡山市）
■河野史郎、上月茂和、靏野光興、松本英樹、田口淳子、鯉江
洋、山根義久： 腹腔内腫瘍を認めた犬の1例、第26回鳥取県

る猫の1例、平成4年度日本小動物獣医学会〔四国〕、1992.9
（高松市）
■下田哲也、辻井宏文： 猫の免疫介在性溶血性貧血の臨床病

獣医学会、1992.8（倉吉市）
洋、上月茂和、靏野光興、松本英樹、河野史郎、田口淳

子、山根義久： 麻酔時にみられた不整脈4例、第26回鳥取県

理学的検討、第37回日本小動物獣医学会〔中国〕、1992.9（鳥
取市）
■小出和欣、小出由紀子、高橋正純： 肝性脳症を発症した肝内

獣医学会、1992.8（倉吉市）
■松本英樹、靏野光興、上月茂和、田口淳子、鯉江

1例、平成4年度日本小動物獣医学会〔四国〕、1992.9（高松
■千野真弓、千野和彦、宇野雄博： 犬の糖尿性ケトアシドーシ

岡山県小動物獣医学会、1992.8（岡山市）
■小出和欣、小出由紀子： 濃縮自家腹水還元療法が有効で

■鯉江

よる肝性脳症の1例、第38回広島県小動物獣医学会、1992.8

洋、山根義

性門脈大静脈短絡（静脈管遺残）犬の外科的治験例、第37回

久、野一色泰晴： 実験的肺動脈流出路拡大形成術へのウシ

日本小動物獣医学会〔中国〕、1992.9（鳥取市）

静脈処理片の応用： 第26回鳥取県獣医学会、1992.8（倉吉

■松本英樹、靏野光興、上月茂和、田口淳子、鯉江

洋、山根義

久： 実験的肺動脈流出路拡大形成術へのウシ静脈処理片の

市）
■上月茂和、靏野光興、松本英樹、河野史郎、田口淳子、鯉江

応用、第37回日本小動物獣医学会〔中国〕、1992.9（鳥取市）

洋、山根義久： 慢性腎不全症例に対する経口吸着剤（クレメ

■辻井宏文、下田哲也： ケトコナゾールによる治療を試みた

ジン）の臨床的検討、第26回鳥取県獣医学会、1992.8（倉吉

イヌの副腎腫瘍性クッシング症候群の1例、第37回日本小動

市）

物獣医学会〔中国〕、1992.9（鳥取市）

■田口淳子、靏野光興、上月茂和、松本英樹、河野史郎、鯉江
洋、山根義久： 化学療法にシスプラチンを用いた犬の3例、
第26回鳥取県獣医学会、1992.8（倉吉市）
■靏野光興、山根義久、上月茂和、松本英樹、田口淳子、河野史

■野呂浩介： 性分化異常症のイヌの1例、第37回日本小動物獣
医学会〔中国〕、1992.9（鳥取市）
■靏野光興、山根義久、上月茂和、松本英樹、田口淳子、河野史
郎、鯉江

洋、青山紳一： 体外循環による開心術へのアプ

洋、山根義久、青山紳一： 体外循環による開心術

ローチ－中心冷却による低体温法を併用した体外循環法の

へのアプローチ－中心冷却による低体温法を併用した体外

検討－、第37回日本小動物獣医学会〔中国〕、1992.9（鳥取

郎、鯉江

循環法の検討－、第26回鳥取県獣医学会、1992.8（倉吉市）
■竹中雅彦、村上元彦、野呂浩介： ネコの漏斗胸に対する外
科的アプローチ（実験的）、第38回広島県小動物獣医学会、
1992.8（広島市）
■竹中雅彦： イヌの先天性肝内門脈閉鎖及び静脈管開存症に

市）
■赤木哲也： イヌの唾液腺嚢種に対する外科的摘出例につい
て、第37回 日本小動物獣医学会〔中国〕、1992.9（鳥取市）
■小出由紀子、小出和欣： 腹壁皮膚尿道瘻造設術を実施した
ネコの尿道断裂症の1治験例、第37回日本小動物獣医学会

により完全寛解が得られた猫の急性白血病の1例、第13回小

〔中国〕、1992.9（鳥取市）
■上月茂和、靏野光興、松本英樹、河野史郎、田口淳子、鯉江
洋、山根義久： 慢性腎不全症例に対する経口吸着剤（クレ

■下田哲也、辻井宏文： 猫の免疫介在性溶血性貧血の臨床病
理学的検討、第13回小動物臨床研究会、1992.11（大阪市）
■河野史郎、上月茂和、靏野光興、榎本浩文、桑原康人、金尾

1992.9（鳥取市）
■竹中雅彦、村上元彦、野呂浩介： ネコの漏斗胸に対する外科
的アプローチ（実験と臨床例）、第37回日本小動物獣医学会

滋、松本英樹、田口淳子、鯉江

洋、山根義久： 腹腔内腫瘍を

認めた犬の1例、第13回小動物臨床研究会、1992.11（大阪
市）

〔中国〕、1992.9（鳥取市）
■竹中雅彦： イヌの先天性肝内門脈閉鎖及び静脈管開存症
による肝性脳症の1例、第37回日本小動物獣医学会〔中国〕、

■河野史郎、上月茂和、靏野光興、松本英樹、田口淳子、鯉江
洋、山根義久： 重度な出血傾向を呈した犬の精巣腫瘍摘出
術： 第13回小動物臨床研究会（ビデオセッション）、1992.11

1992.9（鳥取市）
■野呂浩介： 性分化異常症のイヌの1例、第37回日本小動物獣

（大阪市）
■河野史郎、上月茂和、靏野光興、松本英樹、田口淳子、鯉江

医学会〔中国〕、1992.9（鳥取市）
■Noishiki Y., Yamane Y., Tomizawa Y., Mo M., Kosuge T.,
Ishii M., Ichikawa Y., Kajiwara H., Suzuki S., Yamamoto
K., Kondo J., Matsumoto A.： Long-term result of a fabric
vascular prosthesise sealed with authologus adipose
tissue fragments, 8th Ann. Meeting, Acad. Surg. Res.,

洋、山根義久： 腺癌による腸管閉塞のネコの1例、第13回小
動物臨床研究会、1992.11（大阪市）
■宮本

勇： 膀胱変位の犬にみられた排尿障害に対する塩酸

プラジジン応用の1例、第13回小動物臨床研究会、1992.11
（大阪市）
■金澤稔郎： イヌの縦隔型悪性リンパ腫の1例、第13回小動物

1992.9（St.Charles U.S.A.）
■Noishiki Y., Yamane Y., Tomizawa Y., Okoshi T., Satoh S.,
Kosuge T., Ishii M., Ichikawa Y., Kajiwara H., Tomiyama
I., Suzuki S., Imoto K., Mo M., Kondo J., Matsumoto A.：
A method to reduce thrombogenicity of an authologous
venous tissue fragments seeded graft for small diameter
arterial substitute, 8th Ann. Meeting, Acad. Surg. Res.,

臨床研究会、1992.11（大阪市）
■鯉江

洋、上月茂和、靏野光興、松本英樹、河野史郎、田口淳

子、山根義久： 重度な出血傾向の認められた腹腔内腫瘍の
イヌの1例、第13回小動物臨床研究会、1992.11（大阪市）
■鯉江

洋、上月茂和、靏野光興、松本英樹、河野史郎、田口淳

子、山根義久： 麻酔時にみられた不整脈4例、第13回小動物
臨床研究会、1992.11（大阪市）

1992.9（St.Charles U.S.A.）
■野一色泰晴、山根義久、富澤康子、大越隆文、市川由起夫、石

■鯉江

洋、上月茂和、靏野光興、松本英樹、田口淳子、河野史

井正徳、小菅宇之、鈴木伸一、井元清隆、梶原博一、近藤治郎、

郎、山根義久： 牛静脈片および犬心膜パッチグラフトを用

松本昭彦： A-C Bypass用組織片移植型人工血管の内皮細

いた会陰ヘルニアおよび横隔膜ヘルニアの2治験例、第13回

胞挙動と開存性、第45回日本胸部外科学会、1992.10（新潟

小動物臨床研究会、1992.11（大阪市）
■鯉江

市）
■浅井

亨、弓削田直子、石田浩三、間宮一美、板倉裕明、大塚

敏夫、三枝早苗、山村穂積： 犬胃食道重積性裂孔ヘルニアに
外科的処置を行った1症例、東京獣医畜産学会、1992.10（東

ヌの1例、第13回小動物臨床研究会、1992.11（大阪市）
■甲斐（石川）勝行、森田泰典： 特発性再生不良性貧血と思わ
れる犬の1例、第13回小動物臨床研究会、1992.11（大阪市）

京都）
■甲斐（石川）勝行、森田泰典： 横隔膜ヘルニア整復術と皮膚
移植術を行った交通事故の猫の1例、第1回中部小動物臨床

■佐藤正勝、和泉谷

研、半田悦子、三枝松邦子、高田節子： 短

期間に左右会陰ヘルニア、膀胱破裂を続発した犬の1例、第
13回小動物臨床研究会、1992.11（大阪市）

研究会、1992.10（名古屋市）
■甲斐（石川）勝行、森田泰典： 特発性再生不良性貧血と思わ
れる犬の1例、第1回中部小動物臨床研究会、1992.10（名古

■坂本哲朗、坂本

勇： 犬の膀胱移行上皮癌の1例、第13回小

動物臨床研究会、1992.11（大阪市）
■三枝早苗、峰岸則之、浅井

屋市）
■竹中雅彦： イヌの完全房室ブロックの2例、第57回日本獣医
修、吉本明美、土井口

亨、大塚敏夫、板倉裕明、山村穂

積： 4ヵ月齢のハスキー犬にみられた肺癌、第13回小動物臨
床研究会、1992.11（大阪市）

循環器学会、1992.10（広島市）
■土井口

洋、上月茂和、靏野光興、松本英樹、田口淳子、河野史

郎、山根義久： 広範な膀胱腫瘍に尿路変更術を実施したイ

勝： 犬猫におけるIVH療

法、平成4年度日本小動物獣医学会〔九州〕、1992.10（鹿児島
市）
■野一色泰晴、山根義久、富澤康子、大越隆文、市川由起夫、石

■山形静夫： イヌの食道閉塞の3例、第13回小動物臨床研究
会、1992.11（大阪市）
■山根義久、上月茂和、靏野光興、松本英樹、田口淳子、河野史
郎、鯉江

洋、青山紳一、野一色泰晴： ブルドッグの心房中

井正徳、小菅宇之、鈴木伸一、井元清隆、梶原博一、近藤治郎、

隔欠損症（二次孔欠損）に対する体外循環施行下でのパッチ

松本昭彦： 血栓性を低下させた自家組織細切片移植型小口

グラフト使用による治験例、第13回小動物臨床研究会（ビデ

径人工血管、第30回日本人工臓器学会、1992.11（東京都）
■赤木哲也： イヌの完全房室ブロックの1例、第13回小動物臨
床研究会、1992.11（大阪市）
■赤木哲也： ネコの真性糖尿病の1例、第13回小動物臨床研究
会、1992.11（大阪市）
■宇野雄博、千野和彦、千野真弓： 胆嚢を摘出した犬の1症例、
第13回小動物臨床研究会、1992.11（大阪市）
■下田哲也、辻井宏文： 化学療法とエリスロポエチンの併用

オセッション）、1992.11（大阪市）
■山村穂積、三枝早苗、板倉裕明、大塚敏夫、浅井

亨： 外科お

よび化学療法を行った肺癌の1例、第13回小動物臨床研究
会、1992.11（大阪市）
■山村穂積、三枝早苗、板倉裕明、大塚敏夫、浅井

亨： 粉砕骨

のプレーティングにおけるダクロン糸応用、第13回小動物
臨床研究会（ビデオセッション）、1991.11（大阪市）
■山村穂積： 骨プレーティングにおける小型動物用チタン蒸
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動物臨床研究会、1992.11（大阪市）

192
研究業績 【4】学会・研究会発表

11

着プレートの応用、第13回小動物臨床研究会、1992.11（大

■田口淳子、靏野光興、上月茂和、松本英樹、河野史郎、鯉江
洋、山根義久： 犬の胸部食道内異物の摘出術： 第13回小動

阪市）
■柴崎文男、靏野光興、松本英樹、田口淳子、上月茂和、河野史
郎、鯉江

洋、山根義久： 重度な大動脈血栓症を呈した犬の

1例、第13回小動物臨床研究会、1992.11（大阪市）
■小出由紀子、小出和欣： 腹壁皮膚尿道瘻造設術を実施した
ネコの尿道断裂症の1治験例、第13回小動物臨床研究会、

物臨床研究会（ビデオセッション）、1992.11（大阪市）
■田口淳子、靏野光興、上月茂和、松本英樹、河野史郎、鯉江
洋、山根義久： 化学療法にシスプラチンを用いた犬の3例、
第13回小動物臨床研究会、1992.11（大阪市）
■藤原

明、藤原元子： 歯科用レジン（GC Ostron 100）を用い

たギプス固定法、第13回小動物臨床研究会、1992.11（大阪

1992.11（大阪市）
■小出和欣、小出由紀子、高橋正純： 肝性脳症を発症した肝内
性門脈大静脈短絡犬の外科的治験例、第13回小動物臨床研

市）
■内野富弥、上月茂和、山根義久、本好茂一： ネコインター
フェロンの野外FCIの治療効果－2.5MU/Kg投与試験－：

究会、1992.11（大阪市）
■松本英樹、上月茂和、靏野光興、河野史郎、田口淳子、鯉江
洋、山根義久： 重度な出血傾向を呈したセミノーマを伴っ
たセルトリ−細胞腫のイヌの1例、第13回小動物臨床研究

第13回小動物臨床研究会（一般講演）、1992.11（大阪市）
■綿貫和彦： 猫の悪性巨細胞腫の1例、第13回小動物臨床研究
会、1992.11（大阪市）
■野呂浩介： 性分化異常症のイヌの1例、第13回小動物臨床研

会、1992.11（大阪市）
■松本英樹、靏野光興、上月茂和、田口淳子、河野史郎、鯉江
洋、山根義久： 肺動脈狭窄症を想定してのウシ静脈処理片

究会、1992.11（大阪市）
■和泉谷

研、半田悦子、三枝松邦子、高田節子、佐藤正勝、西

を用いての流出路拡大形成術、第13回小動物臨床研究会（ビ

田幸司、大霜唱冶、中山正成： 全身性犬毛包虫症に対するイ

デオセッション）、1992.11（大阪市）

ベルメクチン反復大量投与例、第13回小動物臨床研究会、

■松本英樹、靏野光興、上月茂和、田口淳子、河野史郎、鯉江
洋、山根義久： 腹水と運動不耐性を呈したグレートデンの1
例、第13回小動物臨床研究会、1992.11（大阪市）
■松本英樹、靏野光興、上月茂和、田口淳子、鯉江

洋、山根義

1992.11（大阪市）
■垰

和明、木下久則： トイレ用砂が原因と思われる猫の便

秘症の1例、第13回小動物臨床研究会、1992.11（大阪市）
■實方

剛、杉本達也、春名章宏、上月茂和、靏野光興、山根義

久、青山伸一、野一色泰晴： 実験的肺動脈流出路拡大形成術

久： ラテックス凝集反応による簡便なイヌパルボウィルス

のウシ静脈処理片の応用、第13回小動物臨床研究会（一般講

感染症の迅速診断、第13回小動物臨床研究会（一般講演）、
1992.11（大阪市）

演）、1992.11（大阪市）
■上月茂和、靏野光興、松本英樹、河野史郎、田口淳子、鯉江
洋、山根義久： 仮性乳糜胸の犬の1例、第13回小動物臨床研

■靏野光興、上月茂和、桑原康人、金尾

滋、松本英樹、榎本浩

文、河野史郎、山根義久、山形静夫： Eisenmenger症候群の
犬の1例、第13回小動物臨床研究会、1992.11（大阪市）

究会、1992.11（大阪市）
■上月茂和、靏野光興、松本英樹、田口淳子、鯉江

洋、山根義

■靏野光興、上月茂和、松本英樹、河野史郎、鯉江

洋、山根義

久： 慢性腎不全症例に対する経口吸着剤（クレメジン）の

久、青山紳一： 体外循環施行下での気管内異物摘出術： 第

臨床的検討、第13回小動物臨床研究会（一般講演）、1992.11

13回小動物臨床研究会（ビデオセッション）、1992.11（大阪
市）

（大阪市）
■織

順一、磯部玲子、山口

徹、佐々木泰則、仲庭茂樹： 脱臼

■靏野光興、上月茂和、松本英樹、田口淳子、河野史郎、鯉江

に対する脛骨粗面移植術を中心とした各種組み合わせによ

洋、山根義久、青山紳一： 体外循環による開心術へのアプ

る治療法、第13回小動物臨床研究会、1992.11（大阪市）

ローチ－中心冷却による低体温法を併用した体外循環法の

■斉明寺

香、仲庭茂樹： イヌの唾液腺嚢腫の1例、第13回小

動物臨床研究会、1992.11（大阪市）
■千野真弓、千野和彦、宇野雄博： 犬の糖尿病の1例、第13回小
動物臨床研究会、1992.11（大阪市）
■千野和彦、千野真弓、宇野雄博： アレルギー性肺炎と思われ
る猫の1例、第13回小動物臨床研究会、1992.11（大阪市）
■村上元彦： 犬の拡張型心筋症の1例、第13回小動物臨床研究

検討－、第13回小動物臨床研究会（一般講演）、1992.11（大
阪市）
■靏野光興、上月茂和、田口淳子、松本英樹、河野史郎、鯉江
洋、山根義久： 長期停滞した消化管内異物による腸閉塞の
犬の2例、第13回小動物臨床研究会、1992.11（大阪市）
■佐藤正勝： 全身性犬毛包虫症に対するイベルメクチン反復
大量投与例、第8回日本獣医畜産大学学術交流会、1992.11
（日本獣医畜産大学）

会、1992.11（大阪市）
■竹中雅彦、村上元彦、野呂浩介： ネコの漏斗胸に対する外科

■ Noishiki Y., Yamane Y., Tomizawa Y., Satoh S., Niu S.,

的アプローチ（実験的）、第13回小動物臨床研究会、1992.11

Kondo J., Mtsumoto A.： Autologous tissue fragments
transplantation for a small diameter vascular graft,

（大阪市）
■竹中雅彦： イヌの先天性肝内門脈閉鎖及び静脈管開存症に
よる肝性脳症の1例、第13回小動物臨床研究会、1992.11（大
阪市）
■中谷

孝、仲庭茂樹、斉明寺

香： ネコの腹部大動脈血栓栓

塞症の1例、第13回小動物臨床研究会、1992.11（大阪市）
■辻井宏文、下田哲也： ケトコナゾールによる治療を試みた
イヌの副腎腫瘍性クッシング症候群の1例、第13回小動物臨
床研究会、1992.11（大阪市）
■辻井宏文、下田哲也： 排尿障害を主訴としたイヌの血管肉
腫の1例、第13回小動物臨床研究会、1992.11（大阪市）

Crdiovacular Science and Tecnology Conference, 1992.12
（Bethesda U.S.A.）

平成５年（1993）

■山形静夫： 正常犬の眼圧の変動について、第10回日本獣医
臨床眼科研究会、1993.2（高松市）
■宇野雄博、千野和彦、千野真弓： 胆嚢を摘出したイヌの1症
例、平成4年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1993.2
（京都市）
■下田哲也、辻井宏文、野呂浩介： 猫の急性非リンパ性白血病

の臨床病理的検討、平成4年度学会年次大会（日本小動物獣

■田口淳子、靏野光興、上月茂和、松本英樹、河野史郎、鯉江
洋、青山紳一、野一色泰晴、山根義久： ブルドックの短絡性

医学会）、1993.2（京都市）

心疾患（二次性欠損）における犬心膜処理片を用いて体外循
環施行下での1治験例、平成4年度学会年次大会（日本小動物

癌の1例、平成4年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、

獣医学会）、1993.2（京都市）
■藤原

1993.2（京都市）
■金澤稔郎： イヌの縦隔型悪性リンパ腫の1例、平成4年度学
会年次大会（日本小動物獣医学会）、1993.2（京都市）
■佐藤正勝、和泉谷

研、本好茂一： 短期間に左右会陰ヘルニ

ア、膀胱破裂を続発した犬の1例、平成4年度学会年次大会
（日本小動物獣医学会）、1993.2（京都市）
■山形静夫： イヌの食道閉塞の3例、平成4年度学会年次大会
（日本小動物獣医学会）、1993.2（京都市）
■山根義久、上月茂和、靏野光興、松本英樹、田口淳子、河野史
郎、鯉江

洋、岸上義弘、青山紳一、野一色泰晴： 重度な純型

肺動脈狭窄症に対する弁付牛静脈処理片を用いての体外循
環施行下での流出路拡大形成術による1治験例、平成4年度
学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1993.2（京都市）
■山村穂積： チタン蒸着プレートによる内固定法、平成4年度

明、藤原元子、小幡朝一： 雄猫の恥骨前縁尿道形成

術の1例、平成4年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、
1993.2（京都市）
■野呂浩介： 性分化異常症のイヌの1例： 平成4年度学会年次
大会（日本小動物獣医学会）、1993.2（京都市）
■靏野光興、上月茂和、松本英樹、田口淳子、河野史郎、鯉江
洋、青山紳一、野一色泰晴、山根義久： 体外循環施行下での
気管内異物摘出術、平成4年度学会年次大会（日本小動物獣
医学会）、1993.2（京都市）
■佐藤正勝、斎藤明徳、和泉谷

研、半田悦子、鷹羽頼子： 猫の

糖尿病の1例： 日本小動物獣医師会第23回大会、1993.2（松
江市）
■山根義久、上月茂和、靏野光興、松本英樹、田口淳子、河野史
郎、鯉江

洋、岸上義弘、青山紳一、野一色泰晴： 重度な純型

学会年次大会（日本小動物獣医学会）（ビデオセッション）

肺動脈狭窄症に対する体外循環施行下での弁付き牛静脈処

1993.2（京都市）

理片を用いての右室流出路拡大形成術による一治験例、第

■柴崎文男、靏野光興、松本英樹、田口淳子、上月茂和、河野史
郎、鯉江

洋、山根義久： 重度な大動脈血栓症を呈したイ

115回日本獣医学会、1993.4（東京都）
■松本英樹、靏野光興、上月茂和、田口淳子、河野史郎、鯉江

ヌの1例、平成4年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、

洋、山根義久、青山紳一、野一色泰晴： 右室流出路拡大形

1993.2（京都市）

成術へのウシ静脈処理片の応用、第115回日本獣医学会、

■小出和欣、小出由紀子、高橋正純： 肝内性門脈大静脈短絡
（静脈管開存）犬の外科的治験例、平成4年度学会年次大会
（日本小動物獣医学会）、1993.2（京都市）
■小出和欣、小出由紀子： 犬の拡張型心筋症1例、平成4年度学
会年次大会（日本小動物獣医学会）、1993.2（京都市）
■松本英樹、上月茂和、鶴野光興、河野史郎、田口淳子、鯉江

1993.4（東京都）
■上月茂和、靏野光興、松本英樹、河野史郎、田口淳子、鯉江
洋、山根義久： 慢性腎不全症例に対する経口吸着剤（クレメ
ジン）の臨床的検討、第115回日本獣医学会、1993.4（東京
都）
■田口淳子、靏野光興、上月茂和、松本英樹、河野史郎、鯉江

洋、山根義久 ： 肘関節内の関節鼠と増殖物により長期跛行

洋、山根義久、青山紳一、野一色泰晴： イヌの心房中隔欠損

を呈したシェパード犬の1例、平成4年度学会年次大会（日本

症（二次孔欠損）に対する体外循環施行下での犬心膜パッ

小動物獣医学会）、1993.2（京都市）

チグラフト使用による一治験例、第115回日本獣医学会、

■松本英樹、鶴野光興、上月茂和、田口淳子、河野史郎、鯉江
洋、山根義久、青山紳一、野一色泰晴 ： 実験的肺動脈拡大形

1993.4（東京都）
■靏野光興、上月茂和、松本英樹、田口淳子、河野史郎、鯉江

成術へのウシ静脈片の応用、平成4年度学会年次大会（日本

洋、山根義久、青山紳一、野一色泰晴： 体外循環による開心

小動物獣医学会）
（地区学会長賞）、1993.2（京都市）

術へのアプローチ－中心冷却による低体温を併用した体外

■松本英樹、靏野光興、上月茂和、田口淳子、河野史郎、鯉江
洋、山根義久、青山紳一、野一色泰晴： 肺動脈狭窄症を想定

循環の検討－、第115回日本獣医学会、1993.4（東京都）
■山根義久、上月茂和、靏野光興、松本英樹、田口淳子、河野史

してのウシ静脈処理片を用いての流出路拡大形成術、平成4

郎、鯉江

年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1993.2（京都市）

肺動脈狭窄症に対する弁付牛静脈処理片を用いての体外循

■上月茂和、靏野光興、松本英樹、河野史郎、田口淳子、鯉江
洋、山根義久： 重度な出血傾向を呈した犬の精巣腫瘍摘出
術の1例、平成4年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、
1993.2（京都市）
■上月茂和、靏野光興、松本英樹、河野史郎、田口淳子、鯉江

洋、岸上義弘、青山紳一、野一色泰晴： 重度な純型

環施行下での流出路拡大形成術による一治験例、第47回獣
医麻酔外科学会、1993.4（日本大学）
■山村穂積： 骨盤骨折症例の骨折部位およびその手法、第47
回獣医麻酔外科学会、1993.4（日本大学）
■ Hashimoto M., Sawada S., Ohta Y., Yamane Y., Noishiki

洋、山根義久： 腺癌による腸管閉塞のネコの1例、平成4年度

Y.： Percutaneous

学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1993.2（京都市）

for

■上月茂和、靏野光興、松本英樹、河野史郎、田口淳子、鯉江
洋、山根義久： 慢性腎不全症に対する経口吸着剤（クレメジ
ン）の臨床的検討、平成4年度学会年次大会（日本小動物獣医
学会）、1993.2（京都市）

aortic

insertion

dissection

and

of

intraluminal

aneurysms,

graft

39th Ann.

Meeting, Am. Soc, Artif. Intern. Organs, 1993.4（New
Orleans, U.S.A.）
■Noishiki Y., Yamane Y., Tomizawa Y., Okoshi T., Niu S.,
Yamamoto K., Ichikawa Y., Matsumoto A.： Functional

順一、仲庭茂樹： 膝蓋骨脱臼に対する脛骨粗面移植術

neointima with regularly arranged smooth muscle in a

を中心とした各種組み合わせ治療法、平成4年度学会年次大

fabric vascular prosthesis transplanted with autologous

会（日本小動物獣医学会）
（ビデオセッション）、1993.2（京

venous tissue fragments, Am. Soc. Artif. Intern. Organs,

都市）

1993.4（New Orleans, U.S.A.）

■織
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亨、大塚敏夫、板倉

裕明、三枝早苗、山村穂積： 外科および化学療法を行った肺

■弓削田直子、石田浩三、間宮一美、浅井
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■赤木哲也： イヌの唾液腺嚢種に対する外科的治験例につい
て、第32回岡山県小動物獣医学会、1993.8（岡山市）
■赤木哲也： ネコの右外傷性横隔膜ヘルニアの1治験例、第32

■松本英樹、上月茂和、河野史郎、鯉江

洋、増田裕子、政田早

苗、久野由博、柴原イネ、坂井尚子、山根義久： 悪性中皮腫
に肺葉捻転を伴ったイヌの1例、第27回鳥取県獣医学会、

回 岡山県小動物獣医学会、1993.8（岡山市）
■山形静夫、糀場

栄町）

仁： イヌの点状表層角膜炎の1例、第32回

1993.8（大栄町）
■上月茂和、松本英樹、河野史郎、鯉江

岡山県小動物獣医学会、1993.8（岡山市）

洋、柴原イネ、増田裕

■小出由紀子、小出和欣： ケトコナゾールが有効であった猫

子、久野由博、政田早苗、坂井尚子、山根義久、下田哲也： 骨

のスポロトリックス症の1例、第32回岡山県小動物獣医学

髄低形成による汎血球減少がみられた猫の2例、第27回鳥取
県獣医学会、1993.8（大栄町）

会、1993.8（岡山市）
■小出由紀子、小出和欣： 化学療法を実施した犬の肥満細胞
腫の2例、第32回岡山県小動物獣医学会、1993.8（岡山市）
■小出和欣、小出由紀子： シベリアン・ハスキーの異所性尿管
の1例、第32回岡山県小動物獣医学会、1993.8（岡山市）
■小出和欣、小出由紀子： 犬の拡張型心筋症の1例、第32回岡
仁、山形静夫： 釣針を食べた野鳥の1例、第32回岡山

度不整脈を呈した犬の2例、第27回鳥取県獣医学会、1993.8
（大栄町）
■増田裕子、松本英樹、久野由博、政田早苗、上月茂和、河野史

芽球性白血病の1例、平成5年度日本小動物獣医学会〔中部〕、

洋、柴原イネ、坂井尚子、山根義久： 水腎症の犬の

1例、第27回鳥取県獣医学会、1993.8（大栄町）
■宮本

県小動物獣医学会1993.8（岡山市）
■甲斐（石川）勝行、森田泰典： 若齢犬にみられた急性リンパ

洋、河野史

郎、増田裕子、柴原イネ、久野由博、江口博文、山根義久： 重

郎、鯉江

山県小動物獣医学会、1993.8（岡山市）
■糀場

■政田早苗、上月茂和、松本英樹、河野史郎、鯉江

勇、小田まゆみ、植木光政： 犬の気管骨軟骨腫の1例、

第39回広島県小動物獣医学会、1993.8（広島市）
■柴崎文男、川本崇恵、山縣浩海： ネコの脊椎炎の1例、第39回
広島県小動物獣医学会、1993.8（広島市）

1993.8（金沢市）
■今山行夫、片野修一、柴田武志、長島文幸、山田英一： フッ素
樹脂バンドの小動物整形外科応用に関する基礎研究 Ⅰ 物
理的見地からの安全性、平成5年度日本小動物獣医学会〔中

■竹中雅彦、小笠原

剛： イヌとネコの再生不良性貧血の1

例、第39回広島県小動物獣医学会、1993.8（広島市）
■今山行夫、片野修一、柴田武志、椿

洋、長島文幸、山田英一：

各種整形外科におけるコードタイの応用、平成4年度日本小

部〕、1993.8（金沢市）
■今山行夫、片野修一、柴田武志、長島文幸、山田英一： フッ素
樹脂バンドの小動物整形外科応用に関する基礎研究 Ⅱ 科

動物獣医学会〔中部〕、1992.8（福井県大野市）
■和泉谷

研、斎藤明徳、半田悦子、鷹羽頼子、佐藤正勝： 屋外

学的見地からの安全性、平成5年度日本小動物獣医学会〔中

のバベシア自然感染犬に対するGnasegの安全な使用法の

部〕、1993.8（金沢市）

再検討、日本小動物獣医学会〔近畿〕、1993.9（神戸市）

■山田英一、今山行夫、片野修一、柴田武志、長島文幸： イヌ前
十字靱帯損傷に対するフッ素樹脂バンド応用の外科手技に
関する検討、平成5年度日本小動物獣医学会〔中部〕、1993.8

■小出和欣、小出由紀子： 猫のスポロトリックス症の1例、第
51回小動物皮膚科研究会、1993.9（大阪市）
■和泉谷

研、斎藤明徳、半田悦子、鷹羽頼子、佐藤正勝： 全身

性犬毛包虫症に対するイベルメクチン、アミトラズの反復

（金沢市）
■柴田武志、今山行夫、片野修一、柴田真治、長島文幸、山田英
一： 小動物における股関節脱臼の外科的整復法について
Ⅱ、平成5年度日本小動物獣医学会〔中部〕、1993.8（金沢市）

併用例、第51回小動物皮膚科研究会、1993.9（大阪市）
■高橋和裕、野一色泰晴、山根義久、山本賢二、田島秀則、軽部
義久、中村光哉、小菅宇之、山崎一也、市川由紀夫、孟

真、戸

洋、山田英一： 抗悪性腫

部道雄、井元清隆、梶原博一、近藤治郎、松本昭彦： 慢性実験

瘍剤投与により改善がみられた全身性毛包虫症5例、平成5

を可能にした新しい人工心肺装置の開発とその小型犬への

■長島文幸、今山行夫、片野修一、椿

年度日本小動物獣医学会〔中部〕、1993.8（金沢市）
■椿

洋、今山行夫、片野修一、長島文幸、山田英一： 犬糸状虫

応用、第46回日本胸部外科学会、1993.10（札幌市）
■野一色泰晴、山根義久、山本賢二、市川由紀夫、孟

真、軽部

症性難治腹水症に濃縮自家腹水還元法を用いた1例、平成5

義久、高橋和裕、田島秀則、小菅宇之、橋山直樹、戸部道雄、

年度日本小動物獣医学会〔中部〕、1993.8（金沢市）

井元清降、近藤治郎、松本昭彦： 自然な平滑筋配列を持つ

■片野修一、今山行夫、柴田武志、長島文幸、山田英一： 各種整
形外科手術補助固定法に対するフッ素樹脂バンドの応用
例、平成5年度日本小動物獣医学会〔中部〕、1993.8（金沢市）
■河野史郎、上月茂和、松本英樹、増田裕子、鯉江

洋、柴原イ

A-C Bypass用小口径人工血管： 第46回日本胸部外科学会、
1993.10（札幌市）
■高橋和裕、野一色泰晴、山根義久、山本賢二、軽部義久、宮松
篤、中村光哉、内田敬二、平野克典、孟

真、戸部道雄、井元清

ネ、政田早苗、久野由博、坂井尚子、山根義久： 腺癌による消

隆、近藤治郎、松本昭彦： 小動物の慢性実験を可能とした新

化器症状を呈した犬および猫の各1例、第27回鳥取県獣医学

しい人工心肺装置の心臓外科領域への導入、第31回日本人

会、1993.8（大栄町）
■久野由博、政田早苗、増田裕子、松本英樹、柴原イネ、鯉江

工臓器学会、1993.10（四日市市）
■高橋和裕、野一色泰晴、山根義久、山本賢二、軽部義久、中村

洋、河野史郎、上月茂和、山根義久： 犬の子宮にみられた腺

光哉、小管宇之、山崎一也、市川由紀夫、孟

筋症の1例、第27回鳥取県獣医学会、1993.8（大栄町）

原博一、井元清隆、近藤治郎、松本昭彦： 小動物用人工心肺

■鯉江

洋、上月茂和、松本英樹、河野史郎、増田裕子、柴原イ

ネ、政田早苗、久野由博、坂井尚子、山根義久： 猫の後腹膜腫
瘤の1例、第27回鳥取県獣医学会、1993.8（大栄町）
■柴原イネ、上月茂和、松本英樹、増田裕子、河野史郎、鯉江

真、戸部道雄、梶

装置を用いた慢性動物実験の実際、第31回日本人工臓器学
会、1993.10（四日市市）
■野一色泰晴、山根義久、山本賢二、市川由紀夫、孟
義久、高橋和裕、宮松

真、軽部

篤、小菅宇之、橋山直樹、戸部道雄、井

洋、政田早苗、久野由博、坂井尚子、山根義久： 弾丸穿孔のみ

元清隆、近藤治郎、松本昭彦： 生埋的細胞配列をもつハイブ

られた猫の膿胸の1例、第27回鳥取県獣医学会、1993.8（大

リツド型人工血管の新生血管壁、第31回日本人工臓器学会、

性頻脈の1例、第59回日本獣医循環器学会、1993.11（鳥取大

1993.10（四日市市）
■下田哲也、辻井宏文、山田

吏： 猫の骨髄異形成症候群の

臨床病理学的検討、平成5年度日本小動物獣医学会〔中国〕、

洋、増田裕子、柴原イ

洋、柴原イネ、増田裕

子、政田早苗、山根義久： 腺癌による消化器症状を呈した犬
および猫の各1例、平成5年度日本小動物獣医学会〔中国〕、

る問題－人工心肺使用の問踵点－、第59回日本獣医循環器
学会、1993.11（鳥取市）
■増田裕子、松本英樹、上月茂和、河野史郎、鯉江

洋、久野由

博、政田早苗、柴原イネ、山根義久、野一色泰晴： 体外循環下

1993.10（松江市）
勇、小田まゆみ、植木光政： 犬の気管骨軟骨腫の1例、

平成5年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1993.10（松江市）
■柴崎文男、川本崇恵、山縣浩海： ネコの脊椎炎の1例、平成5
年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1993.10（松江市）
■小出由紀子、小出和欣： ケトコナゾールが有効であった猫
のスポロトリックス症の1例、平成5年度日本小動物獣医学

における犬の心室中隔欠損症の根治術の1例、第59回日本獣
医循環器学会、1993.11（鳥取市）
■赤木哲也： イヌの唾液腺嚢種における外科的摘出例、第14
回小動物臨床研究会、1993.11（大阪市）
■赤木哲也： ネコの外傷性横隔膜ヘルニアの1治験例： 第14
回小動物臨床研究会、1993.11（大阪市）
■宇野雄博、千野和彦、千野真弓： イヌの難治性AIHAの2症

会〔中国〕、1993.10（松江市）
■小出和欣、小出由紀子： シベリアン・ハスキーの異所性尿管
の1例、平成5年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1993.10（松

例、第14回小動物臨床研究会、1993.11（大阪市）
■宇野雄博、千野和彦、千野真弓： 破傷風と思われたネコの1
症例、第14回小動物臨床研究会、1993.11（大阪市）

江市）
■松本英樹、増田裕子、坂井尚子、上月茂和、河野史郎、鯉江
洋、柴原イネ、久野由博、政田早苗、山根義久： 悪性中皮腫に
肺葉捻転を伴ったイヌの1例、平成5年度日本小動物獣医学

■下田哲也、辻井宏文、山田

貧血の比較検討、第14回小動物臨床研究会、1993.11（大阪
市）
■下田哲也、辻井宏文、山田

会〔中国〕、1993.10（松江市）
■上月茂和、松本英樹、河野史郎、鯉江

洋、柴原イネ、増田裕

子、久野由博、政田早苗、坂井尚子、山根義久、下田哲也： 骨
髄低形成による汎血球減少がみられた猫の2例、平成5年度
日本小動物獣医学会〔中国〕、1993.10（松江市）
■政田早苗、久野由博、柴原イネ、鯉江

洋、河野史郎、上月茂

和、増田裕子、坂井尚子、山根義久： 重度不整脈を呈した2
例、平成5年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1993.10（松江

吏： 犬と猫の免疫介在性溶血性

吏： 骨髄における好酸球とリン

パの増加を伴った猫の汎血球減少症の2例、第14回小動物臨
床研究会、1993.11（大阪市）
■河野史郎、上月茂和、松本英樹、鯉江

洋、増田裕子、久野由

博、政田早苗、柴原イネ、坂井尚子、山根義久： 後腹膜下に尿
管の移行上皮癌を認めた犬の1例、第14回小動物臨症研究会
（ビデオセッション）、1993.11（大阪市）
■河野史郎、上月茂和、松本英樹、鯉江

洋、増田裕子、久野

由博、政田早苗、柴原イネ、坂井尚子、山根義久： 後腹膜腫

市）
■竹中雅彦、小笠原

剛： イヌの再生不良性貧血の1例、平成5

年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1993.10（松江市）
吏、下田哲也： 摘脾療法を実施した猫の免

疫介在性溶血性貧血の1例、平成5年度日本小動物獣医学会

瘤を認めたシーズー犬の1例、第14回小動物臨症研究会、
1993.11（大阪市）
■河野史郎、上月茂和、松本英樹、柴原イネ、増田裕子、鯉江
洋、政田早苗、久野由博、坂井尚子、山根義久： 猫のウィルス
感染と血液塗抹所見ならびに血漿蛋白との関連について、

〔中国〕、1993.10（松江市）
■野呂浩介、波多静則、浜村達宏、平野

健、藤村真也、宮田

樫三、森川哲司、山中英嗣： 広島県安芸地方における猫の
FeLV、FIV、FIPVの感染状況、平成5年度日本小動物獣医

第14回小動物臨床研究会、1993.11（大阪市）
■久野由博、政田早苗、松本英樹、柴原イネ、鯉江

洋、河野史

郎、上月茂和、山根義久： イヌの子宮にみられた腺筋症の1
例、第14回小動物臨床研究会、1993.11（大阪市）

学会〔中国〕、1993.10（松江市）
■桑原康人、桑原典枝： 両側尿管断裂および左腎損傷に回

■久野由博、政田早苗、増田裕子、松本英樹、柴原イネ、鯉江

腸導管術を行った猫の1例、第2回中部小動物臨床研究会、

洋、河野史郎、上月茂和、山根義久、野一色泰晴： 犬の動脈管

1993.10（名古屋市）

開存症の1治験例、第14回小動物臨床研究会、1993.11（大阪

■甲斐（石川）勝行、森田泰典、北

辰悟： 若齢犬にみられた急

性リンパ芽球性白血病の1例、第2回中部小動物臨床研究会、

洋、河野史郎、上月茂和、山根義久、野一色泰晴： 部分体外循

1993.10（名古屋市）
■松本英樹、上月茂和、河野史郎、鯉江

市）
■久野由博、政田早苗、増田裕子、松本英樹、柴原イネ、鯉江

洋、増田裕子、政田早

苗、久野由博、柴原イネ、坂井尚子、山根義久、野一色泰晴 ：
犬における先天性心奇形の根治術2例、第48回獣医麻酔外科
学会、1993.10（札幌市）
■上月茂和、河野史郎、松本英樹、増田裕子、久野由博、政田早
苗、柴原イネ、坂井尚子、山根義久： 犬の後腹膜腫瘍の1例、
第48回獣医麻酔外科学会、1993.10（札幌市）
■久野由博、政田早苗、増田裕子、松本英樹、柴原イネ、鯉江
洋、河野史郎、上月茂和、山根義久、野一色泰晴： 部分体外循

環下における犬の動脈管開存症の1治験例、第14回小動物臨
症研究会（ビデオセッション）、1993.11（大阪市）
■宮本

勇、小田まゆみ、植木光政、藤原

明、藤原元子： 犬の

気管骨軟骨腫の1例、第14回小動物臨床研究会、1993.11（大
阪市）
■金澤稔郎、宇野雄博、千野和彦、千野真弓： イヌの難治性
自己免疫性溶血性貧血の1例、第14回小動物臨床研究会、
1993.11（大阪市）
■鯉江

洋、上月茂和、松本英樹、河野史郎、増田裕子、柴原イ

環下における犬のPDAの1治験例、第59回日本獣医循環器

ネ、政田早苗、久野由博、坂井尚子、山根義久： 尿管を巻き込

学会、1993.11（鳥取市）

んだネコの後腹膜腫瘤の摘出術症例、第14回小動物臨症研

■小出和欣、小出由紀子： フィラリア症犬に認められた上室

究会（ビデオセッション）、1993.11（大阪市）
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■河野史郎、上月茂和、松本英樹、鯉江

■辻井宏文、山田

■松本英樹、上月茂和、河野史郎、鯉江

ネ、政田早苗、久野由博、坂井尚子、山根義久： 開心術をめぐ

1993.10（松江市）

■宮本

学）
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■鯉江

洋、上月茂和、松本英樹、増田裕子、河野史郎、政田早

苗、久野由博、柴原イネ、坂井尚子、山根義久： 腹部に巨大な
腫瘤を認めた猫の1例、第14回小動物臨症研究会、1993.11

1993.11（大阪市）
■政田早苗、上月茂和、松本英樹、河野史郎、鯉江

洋、増田裕

子、柴原イネ、久野由博、坂井尚子、山根義久、野一色泰晴：
体外循環下における動脈管開存症の犬の1治験例、第14回小

（大阪市）
■甲斐（石川）勝行、森田泰典、北

辰悟： 若齢犬にみられた

急性リンパ芽球性白血病の1例、第14回小動物臨床研究会、

動物臨床研究会、1993.11（大阪市）
■斉藤明徳、和泉谷

研、半田悦子、鷹羽頼子、佐藤正勝： 猫の

糖尿病の1例、第14回小動物臨床研究会、1993.11（大阪市）

1993.11（大阪市）
研、半田悦子、鷹羽頼子、佐藤正勝： 猫の

■千野真弓、千野和彦、宇野雄博： 胃腸障害の後、腹水貯留と

糖尿病の1例、第14回小動物臨床研究会、1993.11（大阪市）

後肢の跛行が認められたイヌの1例、第14回小動物臨症研究

■斎藤明徳、和泉谷
■山田

吏、辻井宏文、下田哲也： 犬の基底細胞癌の1例、第14

■千野和彦、千野真弓、石田正弘、宇野雄博： 猫の高カロリー

回小動物臨床研究会、1993.11（大阪市）
■山田

会、1993.11（大阪市）

吏、辻井宏文、下田哲也： 猫の急性リンパ芽球性白血

病（L2）の1例、第14回小動物臨床研究会、1993.11（大阪市）
■柴原イネ、上月茂和、松本英樹、河野史郎、増田裕子、鯉江
洋、政田早苗、久野由博、坂井尚子、山根義久： 腺癌による慢
性失血性貧血および消化器症状を呈した犬の1例、第14回小

輸液（IVH）の検討、第14回小動物臨床研究、1993.11（大阪
市）
■増田裕子、上月茂和、松本英樹、河野史郎、鯉江

の1例、第14回小動物臨床研究会、1993.11（大阪市）
■竹中雅彦、小笠原

物臨床研究会、1993.11（大阪市）
■柴原イネ、上月茂和、松本英樹、増田裕子、河野史郎、鯉江
洋、政田早苗、久野由博、坂井尚子、山根義久： 猫の腺癌の全
身転移の1例、第14回小動物臨床研究会、1993.11（大阪市）
■柴崎文男、川本崇恵、山縣浩海： 猫の脊椎炎の1例、第14回小

洋、増田裕

子、久野由博、政田早苗、山根義久、藤田公子： 医原性水腎症
剛： イヌの再生不良性貧血の1例、第14

回小動物臨床研究会、1993.11（大阪市）
■竹中雅彦： LDHアイソザイムのanomalyの認められたイヌ
の1例、第14回小動物臨床研究会、1993.11（大阪市）
■中西大介、下田哲也： 犬の難治性特発性血小板減少性紫斑
病の1症例、第14回小動物臨床研究会、1993.11（大阪市）

動物臨床研究会、1993.11（大阪市）
■小出由紀子、小出和欣： ケトコナゾール投与で治癒した猫
のスポロトリックス症の1例、第14回小動物臨床研究会、

■中谷

孝、仲庭茂樹： FIP12例の検討、第14回小動物臨床研

究会、1993.11（大阪市）
■仲庭茂樹、下田哲也： イヌの慢性骨髄性白血病の1例、第14

1993.11（大阪市）
■小出由紀子、小出和欣： シベリアン・ハスキーの異所性尿管
の1例、第14回小動物臨床研究会、1993.11（大阪市）
■小出由紀子、小出和欣： 外科および化学療法を実施した犬
の肥満細胞腫の2例、第14回小動物臨床研究会、1993.11（大

回小動物臨床研究会、1993.11（大阪市）
■辻井宏文、山田
市）
■辻井宏文、山田

阪市）
■小出由紀子、小出和欣： 犬の拡張型心筋症の1例、第14回小

れた猫の1例、第14回小動物臨床研究会、1993.11（大阪市）

■土井口

修、吉本明美： ケトアシドージスを伴った猫の若

年性糖尿病の1症例、第14回小動物臨床研究会、1993.11（大

洋、増田裕子、久野由

阪市）

博、政田早苗、柴原イネ、坂井尚子山根義久、野一色泰晴： 体

■土井口

外循環下で行ったイヌの心室中隔欠損症根治術の1例、第14
洋、増田裕子、政田早

苗、久野由博、柴原イネ、坂井尚子、山根義久： 悪性中皮腫
に肺葉捻転を伴った犬の1例、第14回小動物臨床研究会、

修、吉本明美： 犬の重度な椎間板脊椎炎の1症例、

第14回小動物臨床研究会、1993.11（大阪市）
■藤原

回小動物臨床研究会、1993.11（大阪市）
■松本英樹、上月茂和、河野史郎、鯉江

吏、下田哲也： 摘脾療法を実施した猫の

免疫介在性溶血性貧血の1例、第14回小動物臨床研究会、
1993.11（大阪市）

動物臨床研究会、1993.11（大阪市）
■小出和欣、小出由紀子： 重度の貧血と腹腔内腫瘤の認めら
■松本英樹、上月茂和、河野史郎、鯉江

吏、下田哲也： 骨髄低形成による猫の汎血

球減少症の1例、第14回小動物臨床研究会、1993.11（大阪

明、藤原元子： 犬の肘頭骨折の1例、第14回小動物臨

床研究会、1993.11（大阪市）
■藤原

明、藤原元子： 全身性犬毛包虫に対するイベルメク

チン大量投与とレバミゾール併用の1例、第14回小動物臨床
研究会、1993.11（大阪市）

1993.11（大阪市）
洋、増田裕子、久野由

■藤田桂一、小久保貴世子、大谷美紀、加藤恵美子、藤田理恵

博、政田早苗、柴原イネ、坂井尚子、下田哲也、山根義久： 汎

子： 犬の線維性エプーリスの1例、第14回小動物臨床研究

■上月茂和、河野史郎、松本英樹、鯉江

血球滅少がみられた猫の骨髄低形成の1例、第14回小動物臨

会、1993.11（大阪市）
■内野富弥、上月茂和、宇野雄博、熊井治孝、佐々木泰造、下田

床研究会、1993.11（大阪市）
洋、増田裕子、政田早

和伸、下田哲也、三阪和徳、山根義久、本好茂一： ネコイン

苗、久野由博、柴原イネ、山根義久、野一色泰晴： 体外循環下

ターフェロンによる野外FVRの治療効果、第14回小動物臨

■上月茂和、松本英樹、河野史郎、鯉江

開心術で行ったイヌの心室隔欠損症の根治術の1例、第14回
小動物臨症研究会（ビデオセッション）、1993.11（大阪市）
■織

順一、山口

徹、佐々泰則、小宮愛泉、天野武志、金澤稔

郎、仲庭茂樹、山本博起、中山正成： 犬の股関節形成不全症
に対するTriple

Pelvic

Osteotomyの実施、第14回小動物

臨床研究会、1993.11（大阪市）
■北

秀春、湯本哲夫、藤田桂一、大野秀樹、峯岸則之、伊勢武

人、小平晃央、佐藤典子、小坂誉志子、荻山

篤、小堀幸子、片

野浩二、小林孝之、
： 卓上血液pH/血液ガス分析装置（M-238

臨床研究会、1993.11（大阪市）
■政田早苗、上月茂和、松本英樹、河野史郎、鯉江

床研究会（一般講演）、1993.11（大阪市）
■武藤具弘： 後躯不全麻痺を呈した仔犬の1例、第14回小動物

洋、増田裕

子、柴原イネ、久野由博、坂井尚子、山根義久、江口博文： 重
度不整脈を呈したイヌの2例、第14回小動物臨床研究会、

）による健康犬の動静脈血の血液ガス分析値、第14回小動物
臨床研究会、1993.11（大阪市）
■綿貫和彦： 犬の基底細胞癌の1例、第14回小動物臨床研究

■坂本哲朗、坂本

会、1993.11（大阪市）
■野呂浩介： 去勢済雄ネコにみられた乳腺腫の1例： 第14回

文、木下久則、垰

操、山根義久、春名章宏、江口博

和明、磯部洋子、宇野雄博、棚町

吏、辻井宏文、下田哲也： 猫の急性リンパ芽球性白血

病（L2）の1例、平成5年度学会年次大会（日本小動物獣医学

第14回小動物臨床研究会、1993.11（大阪市）
剛、中山智之、坪倉

年次大会（日本小動物獣医学会）、1994.2（松江市）
■山田

直： 下

会）、1994.2（松江市）
■柴原イネ、上月茂和、松本英樹、増田裕子、河野史郎、鯉江

痢症状を呈したイヌの糞便からウィルスの検索、第14回小

洋、政田早苗、久野由博、坂井尚子、山根義久： 腹膜腫瘤の犬

動物臨床研究会（一般講演）、1993.11（大阪市）

および猫の1例、平成5年度学会年次大会（日本小動物獣医学

■廣瀬孝男： イミダクロプリドを誤食した犬の1例、第14回小
動物臨床研究会、1993.11（大阪市）
■糀場

仁、山形静夫： 釣り針を食べた野鳥の1例、第14回小

動物臨床研究会、1993.11（大阪市）
■糀場

仁、山形静夫： 難産の猫の一症例、第14回小動物臨床

会）、1994.2（松江市）
■小出和欣、小出由紀子： 犬の拡張型心筋症の1例、平成5年度
学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1994.2（松江市）
■上月茂和、河野史郎、松本英樹、鯉江

洋、増田裕子、久野由

博、政田早苗、柴原イネ、坂井尚子、下田哲也、山根義久： 汎
血球滅少がみられた猫の骨髄低形成の1例、平成5年度学会

研究会、1993.11（大阪市）
■佐藤正勝、本好茂一： 猫の糖尿病の1例、第9回日本獣医畜産
大学学術交流会、1993.11（日本獣医畜産大学）

年次大会（日本小動物獣医学会）、1994.2（松江市）
■増田裕子、上月茂和、松本英樹、河野史郎、鯉江
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博、政田早苗、柴原イネ、坂井尚子、山根義久： 医原性の水腎
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症のイヌの1例、平成5年度学会年次大会（日本小動物獣医学

■下田哲也、辻井宏文： 猫の慢性骨髄単球性白血病の1例、第8
回日本小動物臨床病理研究会、1994.1（東京都）

会）、1994.2（松江市）
■増田裕子、上月茂和、松本英樹、河野史郎、鯉江

洋、久野由

■赤木哲也： イヌの唾液腺嚢種に対する外科的摘出例につい

博、政田早苗、柴原イネ、山根義久、野一色泰晴： 体外循環下

て、平成5年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1994.2

における犬の心室中隔欠損症の根治術の1例、平成5年度学
会年次大会（日本小動物獣医学会）、1994.2（松江市）

（松江市）
■宇野雄博、池内政夫： 破傷風と思われた猫の1例、平成5年度
学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1994.2（松江市）
■下田哲也、辻井宏文、山田

吏： 骨髄における好酸球とリ

■竹中雅彦、小笠原剛士： 幽門狭窄において幽門部切除を実
施したイヌの1例、平成5年度学会年次大会（日本小動物獣医
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ンパ球および少数の芽球の増加を伴った猫の汎血球減少

■仲庭茂樹、前田光代： 幼若犬に見られた多発性筋炎の1例、

症の2例、平成5年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、

平成5年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1994.2（松
江市）

1994.2（松江市）
■久野由博、政田早苗、増田裕子、松本英樹、柴原イネ、鯉江
洋、河野史郎、上月茂和、山根義久、江口博文： 犬の動脈管開
存症の1治験例、平成5年度学会年次大会（日本小動物獣医学

■藤原

明、藤原元子： 全身性犬毛包虫症に対するイベルメ

クチン大量投与とレバミゾール併用の1例、平成5年度学会
年次大会（日本小動物獣医学会）、1994.2（松江市）
■武藤具弘、仲庭茂樹： 腺癌により不完全腸閉塞を起した

会）、1994.2（松江市）
■久野由博、政田早苗、増田裕子、松本英樹、柴原イネ、鯉江
洋、河野史郎、上月茂和、山根義久： 部分体外循環下におけ
る犬の動脈管開存症の1治験例、平成5年度学会年次大会（日
本小動物獣医学会）、1994.2（松江市）
■久野由博、政田早苗、増田裕子、松本英樹、柴原イネ、鯉江

犬の1例、平成5年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、
1994.2（松江市）
■野呂浩介： 雄ネコにみられた乳腺腫の1例、平成5年度学会
年次大会（日本小動物獣医学会）、1994.2（松江市）
■廣瀬孝男： イミダクロプリドを誤食した犬の1例、平成5年

洋、上月茂和、山根義久： 体外循環下における犬の先天性心

度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1994.2（松江市）

奇形根治術の3例、平成5年度学会年次大会（日本小動物獣医

■山形静夫： イヌの点状表層角膜炎の1例、第11回日本獣医臨
床眼科研究会、1994.3（大阪市）

学会）、1994.2（松江市）
■金澤稔郎： ガナゼックとS-T合剤を併用したイヌ・バベシア

■佐藤正勝、半田悦子、鷹羽頼子、斎藤明徳、和泉谷

研： 猫の

症の治療、平成5年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、

両側性水腎症の1例、第5回動物血液浄化研究会、1994.3（日

1994.2（松江市）

本獣医畜産大学）

■鯉江

洋、上月茂和、松本英樹、河野史郎、増田裕子、柴原イ

■久野由博、政田早苗、増田裕子、松本英樹、柴原イネ、鯉江

ネ、久野由博、政田早苗、坂井尚子、山根義久： イヌの膀胱・

洋、河野史郎、上月茂和、山根義久、野一色泰晴： イヌの動脈

尿管結石の1例、平成5年度学会年次大会（日本小動物獣医学

管開存症根治術の3例、第117回日本獣医学会、1994.4（東京
都）

会）、1994.2（松江市）
■鯉江

洋、上月茂和、松本英樹、河野史郎、増田裕子、柴原イ

■甲斐（石川）勝行、細井理代、柳井徳麻、工藤忠明、山添和明、

ネ、政田早苗、久野由博、坂井尚子、山根義久： 尿管を巻き込

柵木利昭： 抗BrdUモノクローナル抗体標識による腫瘍の

んだネコの後腹膜腫瘤の摘出術症例、平成5年度学会年次大

成長解析；イヌおよびネコへの適用、第117回日本獣医学会、

会（日本小動物獣医学会）、1994.2（松江市）

1994.4（東京都）

■佐藤正勝、斎藤明徳、和泉谷

研、本好茂一： 猫の糖尿病の1

例、平成5年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1994.2
（松江市）

■松本英樹、上月茂和、河野史郎、鯉江

洋、増田裕子、政田早

苗、久野由博、柴原イネ、坂井尚子、野一色泰晴、山根義久：
実験的横隔膜ヘルニアに対する犬心膜処理片のパッチグラ
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研、斎藤明徳、半田悦子、鷹羽頼子、佐藤正勝： バベ

シア自然感染犬に対するGnasegの安全な使用法の再検討、
■實方

度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1994.2（松江市）
■山形静夫： 胃内に釣り針をみた野鳥の1例、平成5年度学会

小動物臨床研究会、1993.11 （大阪市）
■和泉谷

勇： 犬の胸腔内悪性中皮腫の1例、平成5年
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フトとしての応用、第117回日本獣医学会、1994.4（東京都）
■増田裕子、上月茂和、松本英樹、河野史郎、鯉江

洋、久野由

し外科的治療を実施した犬の3例、第28回鳥取県獣医学会、
1994.8（大栄町）

博、政田早苗、柴原イネ、山根義久、野一色泰晴： 体外循環下

■山根久恵、松本英樹、小口洋子、増田裕子、髙島一昭、三宅ゆ

における犬の先天性心奇形の根治術の3例、第117回日本獣

かり、柴原イネ、久野由博、政田早苗、阿野仁志、坂井尚子、田

医学会、1994.4（東京都）

原秀樹、山根義久： 手術適応と判断した先天性心疾患のイ

■内野富弥、鹿野りえ、佐々木泰造、熊井治孝、桜井富士郎、上

ヌの2例、第28回鳥取県獣医学会、1994.8（大栄町）

月茂和、山根義久、本好茂一： ネコインターフェロンによる

■柴原イネ、田原秀樹、上月茂和、松本英樹、増田裕子、小口洋

ネコパルボウイルス（FPLV）感染症の治療試験成績、第117

子、政田早苗、久野由博、三宅ゆかり、髙島一昭、山根久恵、河

回日本獣医学会、1994.4（東京都）

野史郎、坂井尚子、山根義久： ウィルス感染陽性ネコの68例

■ Noishiki Y., Takahashi K., Yamamoto K., Mo M.,

の臨床的検討、第28回鳥取県獣医学会、1994.8（大栄町）

Matsumoto A., Yamane Y., Miyata T.： A new cardiac

■小口洋子、松本英樹、増田裕子、山根久恵、髙島一昭、三宅ゆ

wall substitute having high affinity with fibroblasts

かり、久野由博、政田早苗、柴原イネ、阿野仁志、坂井尚子、田

that can induce endothelial cell lining： Am. Soc. Art.

原秀樹、山根義久： 心疾患の治療指針としての心拍数と心

Int. Organs, 40th Anniversary meeting, 1994.4（San

拍変動の応用（1）正常犬の心拍変動、第28回鳥取県獣医学
会、1994.8（大栄町）

Francisco）
■Noishiki Y., Yamane Y., Tomizawa Y., Okoshi T., Satoh S.,

■松本英樹、増田裕子、小口洋子、政田早苗、久野由博、柴原イ

Takahashi K., Yamamoto K., Ichikawa Y., Imoto K., Tobe

ネ、三宅ゆかり、髙島一昭、山根久恵、阿野仁志、坂井尚子、田

M., Kondo J., Matsumoto A.: Rapid neointima formation

原秀樹、山根義久： 心房解離を呈したメタアルデヒド中毒

with elastic laminas similar to national arterial wall on an

のイヌの1治験例、第28回鳥取県獣医学会、1994.8（大栄町）

adipose tissue fragmented vascular prosthesis, Am. Soc.

■政田早苗、上月茂和、松本英樹、河野史郎、鯉江

洋、増田裕

Art .Int. Organs, 40th Anniversary meeting, 1994.4（San

子、柴原イネ、久野由博、小口洋子、坂井尚子、山根義久： イ

Francisco）

ヌ・ネコの皮膚病治療補助剤「SK-1」の臨床成績、第28回鳥

■甲斐（石川）勝行、板東洋徳、森田泰典： 猫の単球性白血病
（M5b）の1例、第2回小動物臨床血液研究会、1994.5（日本獣

取県獣医学会、1994.8（大栄町）
■増田裕子、松本英樹、小口洋子、髙島一昭、山根久恵、三宅ゆ
かり、柴原イネ、久野由博、政田早苗、阿野仁志、坂井尚子、田

医畜産大学）
■小出和欣： 門脈－後大静脈短絡症犬の外科的処置の1例、
日本小動物獣医師会年次大会（ビデオセッション）、1994.7

原秀樹、山根義久： 巨大腹腔内腫瘤（腎臓原発性腺癌）の犬
の1手術例、第28回鳥取県獣医学会、1994.8（大栄町）
■田原秀樹、久野由博、阿野仁志、柴原イネ、政田早苗、松本英

（川崎市）
■甲斐（石川）勝行、板東洋徳、森田泰典： 胸腔型リンパ腫併発
を疑った猫の単球性白血病（M5ｂ）の1例、平成6年度日本小
動物獣医学会〔中部〕、1994.8（岐阜市）
■山田英一、今山行夫、片野修一、柴田武志、長島文幸： 各種

樹、小口洋子、増田裕子、三宅ゆかり、髙島一昭、山根久恵、
坂井尚子、山根義久、竹中雅彦： 重度の漏斗胸に対して矯正
手術を実施したネコの1例、第28回鳥取県獣医学会、1994.8
（大栄町）

整形外科に対する固定タイの外科応用 Ⅲ 足根中足関節脱

■髙島一昭、小口洋子、久野由博、松本英樹、増田裕子、山根久

臼・側副靱帯断裂・小型種の股関節脱臼、平成6年度日本小動

恵、三宅ゆかり、柴原イネ、政田早苗、阿野仁志、坂井尚子、田

物獣医学会〔中部〕、1994.8（岐阜市）

原秀樹、山根義久： 電極装着部位による犬の心電図の変化、

■山田英一、今山行夫、片野修一、柴田武志、長島文幸： 固定タ
イによる肩関節脱臼の観血的修復法について、平成6年度日
本小動物獣医学会〔中部〕、1994.8（岐阜市）

第28回鳥取県獣医学会、1994.8（大栄町）
■Noishiki Y., Yamane Y., Tomizawa Y., Okoshi T., Satoh S.,
Tobe M., Imoto K., .Kondo J., Matsumot A.： Temporary

洋、山田英一： 全身性毛

artificial antithrombogenicity followed by permanent and

包虫症に対する免疫賦活剤とミルべマイシンAとの併用効

natural antithrombogenicity in small diameter vascular

果について、平成6年度日本小動物獣医学会〔中部〕、1994.8

prosthesis brought by autologous tissue fragments

■長島文幸、今山行夫、片野修一、椿

（岐阜市）
■椿

洋、今山行夫、片野修一、長島文幸、山田英一： イヌに

対するEPA油脂（ASAMA EPA-18）の抗血小板効果につい
て、平成6年度日本小動物獣医学会〔中部〕、1994.8（岐阜市）
■片野修一、今山行夫、柴田武志、長島文幸、山田英一： ネコ仙
腸関節脱臼に対するフッ素樹脂製山田式小動物関節固定
タイの応用、平成6年度日本小動物獣医学会〔中部〕、1994.8
（岐阜市）

transplantation, World Congress on Medical Physics and
Biomedical Enegineering, 1994.8（Rio de Janeiro）
■藤田桂一： 犬の歯肉増殖症の1症例、平成6年度日本小動物
獣医学会〔関東〕、1994.9（山梨市）
■甲斐（石川）勝行、細井理代、柳井徳麻、工藤忠明、山添和明、
柵木利昭： イヌおよびネコの乳腺腫瘍におけるKi-67陽性
率からみた増殖能の検討、第118回日本獣医学会、1994.9
（北里大学）

■阿野仁志、田原秀樹、柴原イネ、久野由博、政田早苗、松本英

■氏政雄揮、片岡康子、小松忠人、片江宏己、松本英樹、靏野光

樹、小口洋子、増田裕子、三宅ゆかり、髙島一昭、山根久恵、坂

興、
政田早苗、
山根義久： ACE阻害剤アラセプリルの犬の慢

井尚子、山根義久： 慢性腎不全猫の高リン血症に対する水

性心不全の治療 1.実験的僧帽弁開鎖不全症モデル犬にお

酸化アルミニウムゲルの治療効果、第28回鳥取県獣医学会、

ける至適投与量の設定、第118回日本獣医学会、1994.9（北

1994.8（大栄町）

里大学）

■久野由博、田原秀樹、山口良二、内田和幸、阿野仁志、政田早

■内野富弥、山根義久、山村穂積、氏政雄揮、片江宏己、本好茂

苗、柴原イネ、山根久恵、髙島一昭、三宅ゆかり、小口洋子、増

一： ACE阻害剤アラセプリルの犬の慢性心不全の治療効果

田裕子、松本英樹、坂井尚子、山根義久： 難治性外耳炎に対

2.フィールドにおける慢性心不全症例犬に対する臨床効

小動物臨床研究会、1994.10（名古屋市）

果、第118回日本獣医学会、1994.9（北里大学）
■丸尾幸嗣、松田浩珍、山根義久： イヌ肥満細胞のSCIDマ
ウスへの移植と株化樹立、第44回日本アレルギー学会、

修、吉本明美： 癌性心膜炎を呈した猫の悪性リン

パ腫の1例、第3回中部小動物臨床研究会、1994.10（名古屋

修、吉本明美、樋口充宏、坂田美和子、土井口

勝：

犬の急性リンパ芽球性白血病の一症例、平成6年度日本小動

■土井口

修、吉本明美： 犬の肺高血圧を合併した前立腺膿

瘍に対し前立腺切除術を行った1治験例、第3回中部小動物
臨床研究会、1994.10（名古屋市）

物獣医学会〔九州〕、1994.10（宮崎市）
勝：

■ Noishiki Y., Yamane Y.: Dacron vascular prosthesis

猫の右大動脈弓遺残症の一症例、平成6年度日本小動物獣医

transplanted with tissue fragments and biolized surface

学会〔九州〕、1994.10（宮崎市）

of the Dacron fibers, International Symposium on Fiber

■土井口

修、吉本明美、樋口充宏、坂田美和子、土井口

■宇野雄博、下田和伸、和田聡志、山形静夫、春名章宏、下田哲
也、赤木哲也、竹中雅彦： 犬の慢性心不全に対するアラセ

Science and Technology（1SF'94）, 1994.10（Yokohama）
■永田

正、竹村直行、鷲津

誠、本好茂一、若尾義人、高橋

プリルの治療効果、平成6年度日本小動物獣医学会〔四国〕、

貢、松本英樹、山根義久： 犬の慢性心不全に対するマレイン

1994.10（高知市）

酸エナラプリルの治療試験、第15回小動物臨床研究会（一般

■山根義久、松本英樹、久野由博、小口洋子、増田裕子、政田早
苗、柴原イネ、髙島一昭、山根久恵、坂井尚子、三宅ゆかり：
体外循環下開心術による犬の心室中隔欠損症の根治術二症
例、第61回獣医循環器学会、1994.10（札幌市）
■赤木哲也： 犬の精巣に発生する腫瘍タイプについて、平成6
年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1994.10（岡山市）

講演）、1994.11（大阪市）
■下田哲也、辻井宏文： 血小板増加症を伴った猫の胸腺型リ
ンパ腫の1例、第15回小動物臨床研究会、1994.11（大阪市）
■下田哲也、辻井宏文： 免疫介在性溶血性貧血を合併した
猫の多中心型リンパ腫の1例、第15回小動物臨床研究会、
1994.11（大阪市）

■小口洋子、松本英樹、増田裕子、山根久恵、髙島一昭、三宅ゆ

■河野史郎、三宅浩史、千野和彦、千野真弓、宇野雄博： 腹部エ

かり、久野由博、政田早苗、柴原イネ、阿野仁志、坂井尚子、田

コーにて胆泥を認めたイヌの4症例、第15回小動物臨床研究

原秀樹、山根義久： 心疾患の治療指針としての心拍数と心
拍変動の応用（1）正常犬の心拍変動、平成6年度日本小動物
獣医学会〔中国〕、1994.10（岡山市）
■小出由紀子、小出和欣： 外科的処置を実施した尿道結石症
の犬の2例、平成6年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1994.10

会、1994.11（大阪市）
■久野由博、河野史郎、氏政雄揮、片江宏己、政田早苗、柴原
イネ、小口洋子、増田裕子、松本英樹、坂井尚子、山根義久、
上月茂和、鯉江

洋： 犬の鎮痛抗炎症剤としてのFlunixin

meglumineの臨床成績、第15回小動物臨床研究会（一般講
演）、1994.11（大阪市）

（岡山市）
■小出和欣、小出由紀子、靏野光興： 部分結紮術を実施した犬

■久野由博、政田早苗、柴原イネ、山根久恵、髙島一昭、三宅ゆ

の肝内性門脈－大静脈短絡症の1例、平成6年度日本小動物

かり、小口洋子、増田裕子、松本英樹、山根義久： 開心根治術

獣医学会〔中国〕、1994.10（岡山市）

を実施したVSDの犬の一例、第15回小動物臨床研究会（ビ

■田浦保穂、髙島一昭、松本統任、三笠直也、鈴木敏之、大霜公

デオセッション）、1994.11（大阪市）

美、中市統三、中間實徳： MRIにより尾側頚椎疾患と診断さ

■久野由博、田原秀樹、山口良二、内田和幸、阿野仁志、政田早

れた犬におけるVentral slot法を併用した椎間板固定術の

苗、柴原イネ、山根久恵、髙島一昭、三宅ゆかり、小口洋子、増

有用性、平成6年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1994.10（岡

田裕子、松本英樹、坂井尚子、山根義久： 慢性外耳道炎に対

山市）

して外耳道全摘出術の変法を応用した犬の2例、第15回小動

■桑原康人、桑原典枝： 両側股関節、両側肩関節の脱臼を一度
に整復した犬の1例、第3回中部小動物臨床研究会、1994.10

物臨床研究会、1994.11（大阪市）
■串間栄子、串間清隆、下田哲也： 免疫介在性溶血性貧血
（IHA）を併発した猫の多中心型リンパ腫の1例、第15回小動

（名古屋市）
■甲斐（石川）勝行、坂東洋徳： Evans症候群の犬の1例、第3回
中部小動物臨床研究会、1994.10（名古屋市）
■小出和欣、小出由紀子： 外科的治療を実施した犬の肝外性
門脈－大静脈短絡症の1例、第3回中部小動物臨床研究会、
1994.10（名古屋市）

物臨床研究会、1994.11（大阪市）
■桂

明宏、柴崎文男： 椎間板ヘルニアの犬の1例、第15回小

動物臨床研究会、1994.11（大阪市）
■鯉江

洋、村杉英治、雨森

隆、石井

悟、松尾克徳、渡部栄

徳、久野由博、上月茂和、松本英樹、河野史郎、増田裕子、柴原

■松本英樹、増田裕子、小口洋子、政田早苗、久野由博、柴原イ

イネ、政田早苗、小口洋子、坂井尚子、山根義久： 犬および猫

ネ、三宅ゆかり、髙島一昭、山根久恵、坂井尚子、田原秀樹、山

の尿路感染症におけるニューキノロン系合成抗菌剤エンロ

根義久： 犬のPDA整復術における術後大動脈形態変化－

フロキサシンの有効性、第15回小動物臨床研究会（一般講

結紮法と切離法での比較－、第3回中部小動物臨床研究会、
1994.10（名古屋市）
■竹中雅彦、小笠原

剛： パラコート中毒と思われる縦隔気

腫および間質性肺炎の犬の1例、第3回中部小動物臨床研究
会、1994.10（名古屋市）
■中谷

孝： ネコの甲状腺機能亢進症の1例、第3回中部小動

物臨床研究会、1994.10（名古屋市）
■朝倉直美、仲庭茂樹： イヌの小細胞癌の1例、第3回中部小動
物臨床研究会、1994.10（名古屋市）
■辻井宏文、下田哲也： 猫の消化型リンパ腫の1例、第3回中部

演）、1994.11（大阪市）
■佐藤正勝、斎藤明徳、半田悦子、鷹羽頼子、和泉谷

研： 猫の

一側性水腎症の1例、第15回小動物臨床研究会、1994.11（大
阪市）
■坂東洋徳、甲斐（石川）勝行： EVANS症候群の1例、第15回小
動物臨床研究会、1994.11（大阪市）
■坂本哲朗、坂本

勇： 未成熟犬における橈骨骨端軟骨早期

閉鎖の1例、第15回小動物臨床研究会、1994.11（大阪市）
■三枝早苗、入江真美、島田章則、辻本

元、梅村孝司、長谷

川篤彦、山村穂積： 犬のMycosis Fungoides（T-cell皮膚型
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1994.10（東京都）
■土井口

■土井口
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リンパ腫、菌状息肉腫）の1例、第15回小動物臨床研究会、
1994.11（大阪市）
■三宅ゆかり、小口洋子、松本英樹、山根久恵、髙島一昭、政田

（M2）の1例、第15回小動物臨床研究会、1994.11（大阪市）
■松村

均： 秋田犬の急性び慢性ぶどう膜炎（VKH病）の1

例、第15回小動物臨床研究会、1994.11（大阪市）

早苗、久野由博、増田裕子、柴原イネ、坂井尚子、山根義久：

■松本英樹、増田裕子、小口洋子、政田早苗、久野由博、柴原イ

FAX送信を利用したECG解析サービス、第15回小動物臨床

ネ、三宅ゆかり、髙島一昭、山根久恵、坂井尚子、山根義久：

研究会、1994.11（大阪市）

ジエチルカルバマジン投与によりショックを呈したと思わ

■山形静夫、糀場

仁： 横隔膜ヘルニアのネコの1例、第15回

小動物臨床研究会、1994.11（大阪市）
■山形静夫、糀場

仁： 気管虚脱のイヌの1例、第15回小動物

臨床研究会、1994.11（大阪市）
■山根久恵、松本英樹、小口洋子、増田裕子、髙島一昭、三宅ゆ
かり、柴原イネ、久野由博、政田早苗、坂井尚子、山根義久：
体外循環下で根治術を試みたイヌのファロー四徴症の1例、
第15回小動物臨床研究会、1994.11（大阪市）

れる犬の1治験例、第15回小動物臨床研究会、1994.11（大阪
市）
■松本英樹、増田裕子、小口洋子、政田早苗、久野由博、柴原イ
ネ、三宅ゆかり、髙島一昭、山根久恵、坂井尚子、山根義久：
皮下膿瘍からの敗血症により腎不全を併発したイヌの1例、
第15回小動物臨床研究会、1994.11（大阪市）
■松本英樹、増田裕子、小口洋子、政田早苗、久野由博、柴原イ
ネ、三宅ゆかり、髙島一昭、山根久恵、坂井尚子、野一色泰晴、

■山根久恵、松本英樹、小口洋子、増田裕子、髙島一昭、三宅ゆ

山根義久： 人工心肺使用による低体温併用体外循環下で根

かり、柴原イネ、久野由博、政田早苗、坂井尚子、山根義久：

治術を試みたファロー四徴症のイヌの1例、第15回小動物臨

体外循環下におけるイヌの心室中隔欠損症の1治験例、第15
回小動物臨床研究会、1994.11（大阪市）
■柴原イネ、政田早苗、久野由博、阿野仁志、田原秀樹、山根
久恵、三宅ゆかり、髙島一昭、小口洋子、増田裕子、松本英
樹、坂井尚子、山根義久： 外傷に起因すると思われる遅発
型横隔膜ヘルニアのネコの1例、第15回小動物臨床研究会、
1994.11（大阪市）
■柴原イネ、政田早苗、久野由博、山根久恵、三宅ゆかり、髙島

床研究会（ビデオセッション）、1994.11（大阪市）
■上月茂和、柴原イネ、久野由博、政田早苗、田原秀樹： 急性膵
炎と診断した犬の2例、第15回小動物臨床研究会、1994.11
（大阪市）
■上月茂和、柴原イネ、久野由博、政田早苗、田原秀樹： 脊髄損
傷に片側椎弓切除術とルブラプレートによる固定術を実施
した犬の1例、第15回小動物臨床研究会、1994.11（大阪市）
■政田早苗、山根義久、下田和伸、下田哲也、仲庭茂樹、宇野雄

一昭、小口洋子、増田裕子、松本英樹、坂井尚子、山根義久：

博、廣瀬孝男、甲斐（石川）勝行、木嶋真理子、米沢

ウィルス感染陽性ネコの68例の臨床的検討、第15回小動物

ヌ・ネコの皮膚病治療補助剤「SK-1」の臨床成績、第15回小

臨床研究会、1994.11（大阪市）

博： イ

動物臨床研究会、1994.11（大阪市）

■小口洋子、松本英樹、増田裕子、久野由博、政田早苗、坂井尚

■政田早苗、田原秀樹、阿野仁志、柴原イネ、久野由博、増田裕

子、柴原イネ、髙島一昭、山根久恵、三宅ゆかり、山根義久：

子、小口洋子、髙島一昭、山根久恵、三宅ゆかり、松本英樹、坂

成長過程を観察し得た心室中隔欠損症を伴った大動脈弁下

井尚子、山根義久： ネコの皮膚移植の2例、第15回小動物臨

部狭窄症のイヌの1例、第15回小動物臨床研究会、1994.11
（大阪市）
■小口洋子、松本英樹、増田裕子、山根久恵、髙島一昭、三宅ゆ
かり、久野由博、政田早苗、柴原イネ、坂井尚子、山根義久：
心疾患の治療指針としての心拍数と心拍変動の応用、第15
回小動物臨床研究会（一般講演）、1994.11（大阪市）
■小山秀一、内野富弥、山根義久、山村穂積、氏政雄揮、片江宏

床研究会、1994.11（大阪市）
■斉藤明徳、半田悦子、鷹羽頼子、佐藤正勝、原

稔生、本好茂

一： 犬の全身性Malassezia皮膚炎の1例、第15回小動物臨床
研究会、1994.11（大阪市）
■赤木哲也、山根義久： 犬の精巣に発生する主な腫瘍タイプ
の特徴について、第15回小動物臨床研究会、1994.11（大阪
市）

己、本好茂一： ACE阻害剤アラセプリルの犬の慢性心不全

■増田裕子、松本英樹、小口洋子、髙島一昭、山根久恵、三宅ゆ

の治療効果 2.フィールドにおける慢性心不全症例犬に対

かり、柴原イネ、久野由博、政田早苗、坂井尚子、山根義久：

する短期・長期臨床効果、第15回小動物臨床研究会（一般講

巨大膀胱内腫瘤（腎臓原発性腺癌）のイヌの1治験例、第15回

演）、1994.11（大阪市）
■小出由紀子、小出和欣： 外科的処置を実施した尿道結石症

小動物臨床研究会、1994.11（大阪市）
■大野秀樹、峯岸則之、湯本哲夫、伊勢武人、小平晃央、藤田桂

の犬の2例、第15回小動物臨床研究会、1994.11（大阪市）

一、小坂誉志子、小林孝之： 動脈管開存症に肺高血圧症を

■小出和欣、小出由紀子、靏野光興： 犬の肝外性門脈－大静脈

伴った犬の1例、第15回小動物臨床研究会、1994.11（大阪

短絡症の外科的治験例、第15回小動物臨床研究会（ビデオ
セッション）、1994.11（大阪市）
■小出和欣、小出由紀子、靏野光興： 部分結紮術を実施した犬
の肝内性門脈－大静脈短絡症の1例、第15回小動物臨床研究
会、1994.11（大阪市）
■小松忠人、氏政雄揮、片岡康子、片江宏己、靏野光興、松本英
樹、政田早苗、山根義久： ACE阻害剤アラセプリルの犬の

市）
■竹中雅彦、小笠原

剛士： 幽門狭窄において幽門部切除を

実施したイヌの1例、第15回小動物臨床研究会、1994.11（大
阪市）
■中谷

孝： ネコの甲状腺機能亢進症の1例、第15回小動物臨

床研究会、1994.11（大阪市）
■中谷

孝： 発情によるインスリン抵抗を示した雌イヌの糖

慢性心不全の治療 1.実験的僧帽弁開鎖不全症モデル犬に

尿病の1例、第15回小動物臨床研究会、1994.11（大阪市）

おける至適投与量の設定、第15回小動物臨床研究会（一般講

■仲庭茂樹、朝倉直美、佐藤典子、杉本留美、松井幸子： アドリ

演）、1994.11（大阪市）
■松山史子、松山琢哉、下田哲也： 猫の単球性白血病（M5）の2
例、第15回小動物臨床研究会、1994.11（大阪市）
■松山史子、松山琢也、下田哲也： 猫の急性骨髄性白血病

アマイシンを用いたイヌの転移性セミノーマの2例、第15回
小動物臨床研究会、1994.11（大阪市）
■朝倉直美、仲庭茂樹： 猫の急性単球性白血病の1例、第15回
小動物臨床研究会、1994.11（大阪市）

■辻井宏文、下田哲也： 猫のクリプトコッカス症の1例、第15
回小動物臨床研究会、1994.11（大阪市）
■辻井宏文、下田哲也： 猫の消化器型リンパ腫の1例、第15回
■土井口

修、吉本明美： 癌性心膜炎を呈した猫の悪性リン

パ腫の1例、第15回小動物臨床研究会、1994.11（大阪市）
■土井口

修、吉本明美： 犬の肺高血圧を合併した前立腺膿

瘍に対し前立腺全切除術を行った1治験例、第15回小動物臨
床研究会、1994.11（大阪市）
■藤原

明、藤原元子： 犬のレッグペルテス病の自然治癒の

かり、小口洋子、増田裕子、松本英樹、山根義久： 開心根治術
を実施したVSDの犬の一例、平成6年度学会年次大会（日本
小動物獣医学会）、1995.2（東京都）
■小口洋子、松本英樹、増田裕子、山根久恵、髙島一昭、三宅ゆ
かり、久野由博、政田早苗、柴原イネ、坂井尚子、山根義久：
猫の僧帽弁形成不全症の1例、平成6年度学会年次大会（日本
小動物獣医学会）、1995.2（東京都）
■松本英樹、小口洋子、増田裕子、山根久恵、髙島一昭、三宅ゆ
かり、政田早苗、久野由博、柴原イネ、坂井尚子、糊谷和造、松

長期観察の1例、第15回小動物臨床研究会、1994.11（大阪

村

市）

大術を実施したASを伴った重度TOFの犬の1例、平成6年

明、山根義久： バルーンカテーテルにて右室流出路拡

■藤田桂一、井上貴世子、戸野倉雅美、藤田理恵子： 犬猫の外

度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1995.2（東京都）

歯瘻の3例、第15回小動物臨床研究会、1994.11（大阪市）

■松本英樹、増田裕子、小口洋子、政田早苗、久野由博、柴原イ

■峯岸則之、大野秀樹、湯本哲夫、伊勢武人、小平晃央、藤田桂

ネ、三宅ゆかり、髙島一昭、山根久恵、坂井尚子、野一色泰晴、

一、小坂誉志子、小林孝之： 犬の第4－5腰椎骨折の手術固定

山根義久： 人工心肺使用による低体温併用体外循環下で根

の1例、第15回小動物臨床研究会、1994.11（大阪市）

治術を試みたファロー四徴症のイヌの1例、平成6年度学会

■野呂浩介： 自作食道鏡を適用した食道内異物の犬3例、第15
回小動物臨床研究会、1994.11（大阪市）
■糀場

仁、山形静夫： 中枢性筋弛緩剤による中毒症状を示

した犬の1症例、第15回小動物臨床研究会、1994.11（大阪

年次大会（日本小動物獣医学会）、1995.2（東京都）
■中谷

孝： 猫の甲状腺機能亢進症の1例、平成6年度学会年

次大会（日本小動物獣医学会）、1995.2（東京都）
■藤田桂一、井上貴世子、戸野倉雅美、藤田理恵子： 犬猫の外
歯瘻の3例、平成6年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、

市）
■糀場

仁、小出和欣、小出由紀子、山形静夫： ジステンパー

症が疑われた犬の2例、第15回小動物臨床研究会、1994.11

1995.2（東京都）
■糀場

仁、山形静夫： 中枢性筋弛緩剤による中毒症状を示

した犬の1症例、平成6年度学会年次大会（日本小動物獣医学

（大阪市）
■髙島一昭、小口洋子、久野由博、松本英樹、増田裕子、山根久

会）、1995.2（東京都）

恵、三宅ゆかり、政田早苗、柴原イネ、坂井尚子、山根義久：

■髙島一昭、松本英樹、小口洋子、増田裕子、山根久恵、三宅ゆ

電極装着部位による犬の心電図の変化、第15回小動物臨床

かり、久野由博、政田早苗、柴原イネ、坂井尚子、山根義久：

研究会、1994.11（大阪市）

犬の水頭症に対しVPシャント術を行なった1症例、平成6年

■髙島一昭、松本英樹、小口洋子、増田裕子、山根久恵、三宅ゆ
かり、久野由博、政田早苗、柴原イネ、坂井尚子、山根義久：
肘関節脱臼にタイバンドを応用した犬の1例、第15回小動物
臨床研究会、1994.11（大阪市）

度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1995.2（東京都）
■赤木哲也： 犬の慢性心不全に対するアラセプリルの治療効
果、平成6年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1995.2
（東京都）

■髙島一昭、松本英樹、増田裕子、小口洋子、政田早苗、久野由

■宇野雄博、下田和伸、和田聡志、山形静夫、春名章宏、下田哲

博、柴原イネ、三宅ゆかり、山根久恵、坂井尚子、山根義久：

也、赤木哲也、竹中雅彦、柴崎文男、山縣浩海： 犬の慢性心不

慢性膀胱炎を伴った膀胱移行上皮腫のイヌの例、第15回小

全に対するアラセプリルの治療効果、平成6年度学会年次大

動物臨床研究会、1994.11（大阪市）
■村上元彦：犬の軟骨粘液腫性線維腫の1例、第15回小動物臨
床研究会年次大会、1994.11（大阪市）
■山根久恵、松本英樹、小口洋子、増田裕子、髙島一昭、三宅ゆ
かり、柴原イネ、久野由博、政田単苗、坂井尚子、山根義久：
体外循環下で根治術を試みた心室中隔欠損症の犬の例、第
50回獣医麻酔外科学会、1994.11（鳥取市）
■藤田桂一、井上貴世子、戸野倉雅美、藤田理恵子： 犬の歯肉
増殖症の1症例、第1回日本小動物歯科研究会、1994.12（東

会（日本小動物獣医学会）、1995.2（東京都）
■河野史郎、三宅浩史、千野和彦、千野真弓、宇野雄博： 腹部エ
コーに胆泥を認めた犬の4症例、平成6年度学会年次大会（日
本小動物獣医学会）、1995.2（東京都）
■佐藤正勝、原

稔生、本好茂一： 犬のMalassezia皮膚炎の1

例、平成6年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1995.2
（東京都）
■山形静夫、糀場

仁： 気管虚脱の犬の1例、平成6年度学会年

次大会（日本小動物獣医学会）、1995.2（東京都）
■小出和欣、小出由紀子、靏野光興： 犬の肝外性門脈－大静脈

京都）

短絡症の外科的治験例、平成6年度学会年次大会（日本小動

平成７年
（1995）

物獣医学会）
（ビデオセッション）、1995.2（東京都）

■藤田桂一、井上貴世子、戸野倉雅美、藤田理恵子： 犬猫の外

■小出和欣、小出由紀子、靏野光興： 部分結紮術を実施した犬

歯瘻の3例、第6回埼玉県獣医師会獣医学術研究会、1995.2

の肝内性門脈－大静脈短絡症の1例、平成6年度学会年次大
会（日本小動物獣医学会）
（地区学会長賞受賞講演）、1995.2

（埼玉県）
■赤木哲也： 犬の精巣に発生する主な腫瘍タイプの特徴に
ついて、平成6年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、
1995.2（東京都）
■丸尾幸嗣、鈴木

馨、山根義久： 騎乗・短縮をおこした小型

犬の両橈尺骨遠位部骨折の骨プレートによる治験例、平成6
年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1995.2（東京都）

（東京都）
■小出和欣、小出由紀子： 腎被膜下出血を起こした猫伝染性
腹膜炎の1例、平成6年度学会年次大会（日本小動物獣医学
会）、1995.2（東京都）
■山形静夫、糀場

仁： イヌのシルマーテスト値について、第

12回日本獣医臨床眼科研究会、1995.3（岡山市）
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■久野由博、政田早苗、柴原イネ、山根久恵、髙島一昭、三宅ゆ
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■糀場

仁、山形静夫： イヌのSTT値の日内変動について、第

■赤木哲也： 小腸の穿孔を伴ったヒモ状異物によるイヌの腸
閉塞の1例、第33回 岡山県小動物獣医学会、1995.8（岡山市）

12回日本獣医臨床眼科研究会、1995.3（岡山市）
■甲斐（石川）勝行、細井理代、酒井洋樹、柳井徳磨、工藤忠明、
山添和明、棚木利昭： BrdU標識率からみたイヌの骨肉腫
および軟骨肉腫の細胞動態の解析、第119回日本獣医学会、

■小出和欣、小出由紀子： 妊娠後期の猫にみられた外傷性横
隔膜ヘルニアの1例、第33回岡山県小動物獣医学会、1995.8
（岡山市）
■野呂浩介： 染色体構成XXの男性仮性半陰陽のイヌの1例、

1995.4（東京都）
■甲斐（石川）勝行、酒井洋樹、柳井徳磨、棚木利昭、工藤忠明、
山添和明： イヌ乳腺腫瘍における抗プロジェステロンレ

日本獣医臨床病理学会、1995.8（東京都）
■ Oguchi Y., Matsumoto H., Masuda Y., Takashima K.,

セプター抗体の免疫組織学的検討、第119回日本獣医学会、

Yamane H., Kuno Y., Masada S., Shibahara I., Miyake Y.,

1995.4（東京都）

Yamane Y.： Epinephrine Induced Torsades De Point in

■小口洋子、松本英樹、増田裕子、政田早苗、久野由博、柴原イ
ネ、山根久恵、髙島一昭、三宅ゆかり、山根義久： 心室中隔欠
損症根治術を行ったイヌ2例の術後における心機能の長期

Dogs with Long QT Intervals, World Vet. Cong., 1995.9
（Yokohama）
■ Sanekata t., Ueda S., Tsubokura M., Okamoto Y., Senda
M., Okada N., Fukuda T., Yamane Y., Matsumoto H.：

観察、第119回日本獣医学会、1995.4（東京都）
■松本英樹、小口洋子、増田裕子、政田早苗、久野由博、柴原イ

Detection

of

ネ、山根久恵、髙島一昭、三宅ゆかり、野一色泰晴、山根義久：

Anti-CPV

Antibody

Canine

Parvovirus （CPV） and

体外循環施行下での先天性心血管異常の根治術における問

Test： World Vet. Cong., 1995.9（Yokohama）

by

Latex

Agglutination

■Uchino T., Yamane Y., Yasuda K., Miyata K., Morozumi

題点、第119回日本獣医学会、1995.4（東京都）
馨、代田欣二、石田卓夫、加藤英

M., Satou T., Kondo S., Fukatu T., Aki T., Shichinoe

樹、山根義久： 外傷治癒後同部位より発生したネコ悪性リ

T., Yasuda H., Higashida K., Hiramune T., Kikuchi N.,

ンパ腫の初発、再発腫瘍の免疫不全マウスへの移植と特性

Hasegawa A.： Clinical Efficacy of Orbifloxacin（OBFX）

比較、第119回日本獣医学会、1995.4（東京都）

in Bacterial Dermal Infections in Dogs and Cats, World

■杉山美樹、丸尾幸嗣、鈴木

■土井口

修、吉本明美： 長期経過観察を行っている犬の心

室中隔欠損の1症例、第62回日本獣医循環器学会、1995.5

Vet. Cong., 1995.9（Yokohama）
■Yamane Y., Uchino T., Yasuda K., Matsumoto H., Koie H.,
Kuno Y., Nakaniwa S., Haruna A., Uno T., Fujiwara A.,

（東京大学）
馨、代田欣二、山根義久： 悪液質

Hirose T., Shimoda T., Akagi T., Takenaka M., Watanuki

と肺転移をおこした犬乳腺未分化癌のSCIDマウスの移植

K., Noro K., Hiramune T., Kikuchi N., Hasegawa A.：

と特性、第16回日本比較臨床血液学会、1995.5（神奈川県）

Clinical Efficacy of Orbifloxacin（OBFX）in Urinary

■石川智子、丸尾幸嗣、鈴木

■丸尾幸嗣、鈴木

馨、杉本

健、山根義久： 犬眼瞼部腫瘤

15例の発生状況と術後経過、第51回獣医麻酔外科学会、
■丸尾幸嗣、笹川忠夫、川村誠治、中村孝、田中
邦、山根義久、野村達次、侠置

享、谷岡功

透： 免疫不全ラットにおけ

る異所性頚部心移植と拒絶反応、第42回日本実験動物学会、
真、近藤治

朗、松本昭彦、山根義久： 骨髄自家移植によるAngiogenesis
の誘導、第33回人工臓器学会、1995.7（東京都都）
■野一色泰晴、高橋和裕、ダウレットマラト、孟

真、井元

清隆、戸部道雄、近藤治朗、松本昭彦、山根義久： Porous
sealed

with

water、第33回人工

修、末松弘彰、串間清隆、高橋

健、松山琢哉： 心

エコー図で診断した先天性心疾患の2例、世界獣医学会、

■野一色泰晴、高橋和裕、ダウレットマラト、孟

真、近藤治

朗、
松本昭彦、
山根義久： Long Fibril e-PTFE Vasculer
Graftの特性、第33回人工臓器学会、1995.7（東京都）
■野一色泰晴、高橋和裕、ダウレットマラト、孟

■角井美緒、甲斐（石川）勝行、坂東洋徳： IAHの犬の1例、名古
屋臨床検討会、1995.9（名古屋市）
■甲斐（石川）勝行、坂東洋樹、角井美緒： 猫の乳癌の1例、名古
屋臨床検討会、1995.9（名古屋市）
■甲斐（石川）勝行、坂東洋樹、角井美緒： 非再生性貧血の猫の
1例、名古屋臨床検討会、1995.9（名古屋市）
■仲庭茂樹： アドリアマイシンを用いたイヌの転移性セミ

臓器学会、1995.7（東京都）

真、松本昭

彦、
山根義久： 骨髄組織自家移植人工血管の利点と問題点 、
第33回人工臓器学会、1995.7（東京都）
■柴崎文男： 犬の喉頭腫瘍の1症例、第41回広島県獣医学会、
1995.7（広島市）
■柴崎文男： 犬の脊髄軟化の1例、第41回広島県獣医学会、
1995.7（広島市）
■竹中雅彦： 犬の直腸憩室の1例、第41回広島県獣医学会、
1995.7（広島市）
■赤木哲也： 胸骨縦切開により修復したネコ外傷性横隔膜ヘ
ルニアの1治験例、第33回 岡山県小動物獣医学会、1995.8
（岡山市）

症に対する治療効果、世界獣医学会、1995.9（横浜市）
■土井口

1995.9（横浜市）

1995.6（横浜市）
■ダウレットマラト、野一色泰晴、高橋和裕、孟

prosthesis

Cong., 1995.9（Yokohama）
■赤木哲也： フルビフロキサシンの犬・猫の細菌性尿路感染

1995.5（東京都）

Vascular

Tract Infections（UTI）in Dogs and Cats, World Vet.

ノーマの2例、第2回日本獣医がん研究会、1995.10（東京都）
■政田早苗、松本英樹、小口洋子、増田裕子、柴原イネ、久野由
博、髙島一昭、山根久恵、三宅ゆかり、呉

俊煕、坂井尚子、

山根義久： Adams-Stokes症候群を伴った猫の第3度房室ブ
ロックの一例、第63回日本獣医循環器学会、1995.10（四日
市市）
■柴崎文男： 犬の咽頭腫瘍の1症例、平成7年度日本小動物獣
医学会〔中国〕、1995.10（広島市）
■竹中雅彦： 犬の直腸憩室の1例、平成7年度日本小動物獣医
学会〔中国〕、1995.10（広島市）
■角井美緒、金本

勇、千村収一、甲斐（石川）勝行、坂東洋徳：

肺高血圧を伴った動脈開存症の犬の1例、第4回中部小動物
臨床研究会、1995.10（名古屋市）
■角井美緒、甲斐（石川）勝行、坂東洋徳： 子宮卵巣摘出術を
行った糖尿病の犬の1例、第4回中部小動物臨床研究会、

イヌの1例、第16回小動物臨床研究会、1995.11（大阪市）

1995.10（名古屋市）
■桑原康人、桑原典枝： 抗甲状腺薬の投与によって慢性腎不
全の進行が抑えられている猫の1例、第4回中部小動物臨床
■甲斐（石川）勝行、坂東洋徳、角井美緒： 悪性中皮腫の犬の1
例、第4回中部小動物臨床研究会、1995.10（名古屋市）
■坂東洋徳、甲斐（石川）勝行、角井美緒： 悪性リンパ腫を伴っ
た乳腺癌の犬の1例、第4回中部小動物臨床研究会、1995.10

性多発性嚢胞腎症のネコの1例、第16回小動物臨床研究会、
1995.11（大阪市）
■角井美緒、千村収一、金本

勇、坂東洋徳、甲斐（石川）勝行：

肺高血圧を伴った動脈管開存症の犬の1例、第16回小動物臨
床研究会、1995.11（大阪市）
■久野由博、小口洋子、山根久恵、髙島一昭、三宅ゆかり、増田
裕子、松本英樹、坂井尚子、呉

（名古屋市）
■坂東洋徳、甲斐（石川）勝行、角井美緒： 犬の環椎軸椎亜脱臼
の2例、第4回中部小動物臨床研究会、1995.10（名古屋市）
■斉藤充尋、小原公成、古澤賢彦、甲斐（石川）勝行： FIV感染

俊煕、政田早苗、柴原イネ、

山根義久： 犬の子宮平滑筋腫の1例、第16回小動物臨床研究
会、1995.11（大阪市）
■久野由博.政田早苗、柴原イネ、呉

俊煕、山根久恵、髙島一

猫における抗ウイルス薬（AZT）の効果、第4回中部小動物

昭、三宅ゆかり、小口洋子、増田裕子、松本英樹、坂井尚子、山

臨床研究会、1995.10（名古屋市）

根義久： FIV・FIP感染猫に認められた全身性アミロイドー

■土井口

修、吉本明美： 長期経過観察を行っている犬の心

室中隔欠損の1症例、第4回中部小動物臨床研究会、1995.10

シスの1例、第16回小動物臨床研究会、1995.11（大阪市）
■宮本

勇： イヌの直腸内にみられたリンパ腫の1例、第16回

小動物臨床研究会、1995.11（大阪市）

（名古屋市）
■松本英樹、増田裕子、小口洋子、政田早苗、久野由博、柴原イ

■金澤稔郎： 犬の甲状腺機能低下症における血清コレステ

ネ、髙島一昭、山根久恵、三宅ゆかり、坂井尚子、野一色泰晴、

ロール分画、第16回小動物臨床研究会、1995.11（大阪市）

山根義久： 犬の体外循環施行中における血液性状の変化－

■桑原康人、桑原典枝： 抗甲状腺薬の投与によって慢性腎不

血液希釈、送血流量、および血液の冷却・加温が血球成分に

全の進行が抑えられている猫の1例、第16回小動物臨床研究

及ぼす影響－、第17回日本比較臨床血液学会、1995.10（山

会、1995.11（大阪市）
■桂

口大学）
■甲斐（石川）勝行、酒井洋樹、柳井徳麻、柵木利昭、工藤忠明、
山添和明： イヌ乳腺腫瘍における抗プロジェステロンレ
セプター抗体の免疫組織学的検討、第120回日本獣医学会、

明宏、柴崎文男： 犬の喉頭腫瘍の1例、第16回小動物臨

床研究会、1995.11（大阪市）
■戸野倉雅美、佐藤正幸、久保元潤子、藤田桂一： 尿道断裂を
起こした猫の1治療例、第16回小動物臨床研究会、1995.11
（大阪市）

1995.11（鳥取市）
■片岡智徳、丸尾幸嗣、鈴木

馨、代田欣二、遠藤幸夫、山根義

■呉

俊煕、松本英樹、小口洋子、増田裕子、三宅ゆかり、髙島

久： SCIDマウス移植イヌ肛門周囲腺腫瘍の増殖に対する

一昭、山根久恵、久野由博、政田早苗、柴原イネ、坂井尚子、山

去勢効果、第120回日本獣医学会、1995.11（鳥取市）

根義久： 犬の長骨骨折に骨折部非開創ピンニング法を実施

■赤木哲也： 胸骨縦切開により修復したネコ外傷性横隔膜ヘ
ルニアの1治験例、第16回小動物臨床研究会、1995.11（大阪

した2症例、第16回小動物臨床研究会、1995.11（大阪市）
■甲斐（石川）勝行、坂東洋徳、角井美緒： 悪性中皮腫の犬の1
例、第16回小動物臨床研究会、1995.11（大阪市）

市）
■赤木哲也： 小腸の穿孔を伴ったヒモ状異物による犬の腸閉
塞の1例、第16回小動物臨床研究会、1995.11（大阪市）

■高見修平、小出由紀子、小出和欣： 犬の肝細胞癌の1例、第16
回小動物臨床研究会、1995.11（大阪市）

均、赤木哲也： ネコインターフェロン（rFelFN）によ

■高見修平、小出由紀子、小出和欣： 糸付き針による猫の不完

り効果の見られた犬の膀胱腫瘤の1例、第16回小動物臨床研

全腸閉塞の1例、第16回小動物臨床研究会、1995.11（大阪

■松村

究会、1995.11（大阪市）
■松本英樹、増田裕子、小口洋子、政田早苗、久野由博、柴原イ
ネ、三宅ゆかり、髙島一昭、山根久恵、坂井尚子、野一色泰晴、
山根義久： 犬の会陰ヘルニアにデナコール処理牛静脈片
を使用したplug

repairの1例、第16回小動物臨床研究会、

1995.11（大阪市）
■伊勢武人、大野秀樹、小林孝之、小平晃央、小坂誉志子、田口
正行、藤田桂一、峯岸則之、湯本哲夫： FLUTDの早期腎疾患
スクリーニング、第16回小動物臨床研究会、1995.11（大阪
市）
■宇野雄博、河野史郎、三宅浩史： 高脂血症と胆泥貯留の認め
られたイヌの1例、第16回小動物臨床研究会、1995.11（大阪
市）
■宇野雄博、河野史郎、三宅浩史： 両側の近位尿管に損傷を受
けたネコの1例、第16回小動物臨床研究会、1995.11（大阪
市）

市）
■斎藤明徳、谷

敦之、鷹羽頼子、佐藤正勝： 犬の腹部巨大欠

損（剣状突起後腹側正中ヘルニア）にパッチグラフト（犬心
膜片）を応用した1例、第16回小動物臨床研究会、1995.11
（大阪市）
■坂東洋徳、甲斐（石川）勝行、角井美緒： 犬の環椎軸椎亜脱臼
の2例、第16回小動物臨床研究会、1995.11（大阪市）
■坂本哲朗、坂本

勇： 犬のバベシア症に漢方薬を併用した

症例、第16回小動物臨床研究会、1995.11（大阪市）
■三枝早苗、岩崎利郎、親矢恭子、山村穂積： シェルティーの
一家系にみられた皮膚筋炎（シェルティー・コリー症候群）、
第16回小動物臨床研究会、1995.11（大阪市）
■三宅ゆかり、松本英樹、増田裕子、小口洋子、柴原イネ、政田
早苗、久野由博、髙島一昭、山根久恵、呉

俊煕、坂井尚子、山

根義久： 猫の内因性クレアチニンクリアランステストの検
討、第16回小動物臨床研究会、1995.11（大阪市）

■下田哲也、白永伸行、渡辺雄志： 高度な無効造血を伴った猫

■三宅ゆかり、松本英樹、増田裕子、小口洋子、柴原イネ、政田

の急性単球性白血病（M5a）の1例、第16回小動物臨床研究

早苗、久野由博、髙島一昭、山根久恵、坂井尚子、山根義久：

会、1995.11（大阪市）

心室性頻脈を呈した犬伝染性肝炎の1例、第16回小動物臨床

■河野史郎、三宅浩史、宇野雄博： 肝内性門脈大静脈短絡症の

研究会、1995.11（大阪市）

203
11

研究業績 【4】学会・研究会発表

研究会、1995.10（名古屋市）

■河野史郎、三宅浩史、宇野雄博： 腎周囲嚢胞を伴った両側
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■山形静夫、糀場

仁： 犬の眼内義眼の2例、第16回小動物臨

博、山根久恵、三宅ゆかり、髙島一昭、呉

床研究会、1995.11（大阪市）
■山形静夫、糀場

仁： 再発した気管虚脱の犬の1例、第16回

根義久： Venae

Cavaｃ

俊煕、坂井尚子、山

Syndromeの犬に心カテーテル

検査を実施した2例、第16回小動物臨床研究会、1995.11（大
■山根久恵、松本英樹、小口洋子、増田裕子、髙島一昭、三宅ゆ
俊煕、坂井尚子、山

根義久： 膀胱内異物を認めたネコの1例、第16回小動物臨床

博： 胆嚢破裂の犬の1例、第16回小動物臨床研究会、1995.11
（大阪市）
■増田裕子、松本英樹、小口洋子、久野由博、政田早苗、柴原イ

哲、町田

俊煕、坂井尚子、柴

崎文男、山根義久： 犬の外傷性横隔膜ヘルニアの1例、第16
回小動物臨床研究会、1995.11（大阪市）
■谷

敦之、斎藤明徳、鷹羽頼子、佐藤正勝： 猫の巨大結腸症

に全摘出を施した1例、第16回小動物臨床研究会、1995.11

研究会、1995.11（大阪市）
■柴崎

■千野和彦、千野真弓、三宅浩史、河野史郎、三宅浩史、宇野雄

ネ、髙島一昭、山根久恵、三宅ゆかり、呉

阪市）
かり、柴原イネ、久野由博、政田早苗、呉

俊煕、坂井尚子、山

根義久： 若齢犬における膀胱内筋肉肉腫の1例、第16回小動
物臨床研究会、1995.11（大阪市）

小動物臨床研究会、1995.11（大阪市）
■山根久恵、松本英樹、小口洋子、増田裕子、髙島一昭、三宅ゆ
かり、柴原イネ、久野由博、政田早苗、呉

■政田早苗、松本英樹、増田裕子、小口洋子、柴原イネ、久野由

登、廣田尚享、片岡智徳、田中

綾、山根義

久： 若齢犬にみられた悪性中皮腫の1例、第16回小動物臨床

（大阪市）
■竹中雅彦： 犬の直腸憩室の1例、第16回小動物臨床研究会、
1995.11（大阪市）

研究会、1995.11（大阪市）
■小口洋子、松本英樹、増田裕子、山根久恵、髙島一昭、三宅ゆ

■中谷

孝： バベシア症の治療経過中に発症した犬のネフ

かり、久野由博、政田早苗、柴原イネ、坂井尚子、山根義久、大

ローゼ症候群の1例、第16回小動物臨床研究会、1995.11（大

石

阪市）

勇： Melarsomine

dihydrochlorideを用いた犬糸状虫

駆虫におけるVet-RED（犬糸状虫成虫抗原検出キット）陽
性度判定の臨床的評価、第16回小動物臨床研究会（一般講

■仲庭茂樹、朝倉直美： 犬の腹部大動脈塞栓症の1例、第16回
小動物臨床研究会、1995.11（大阪市）
■朝倉直美、仲庭茂樹： 犬の肝細胞癌の1例、第16回小動物臨

演）、1995.11（大阪市）
■小口洋子、松本英樹、増田裕子、政田早苗、久野由博、柴原イ
ネ、山根久恵、髙島一昭、三宅ゆかり、山根義久： 心室中隔欠
損症根治術を行った犬の術後における心機能の長期観察、

床研究会、1995.11（大阪市）
■朝倉直美、仲庭茂樹： 犬の平滑筋肉腫の1例、第16回小動物
臨床研究会、1995.11（大阪市）
■渡辺雄志、白永伸行、下田哲也： 肝臓が原発と思われた犬の

第16回小動物臨床研究会、1995.11（大阪市）
■小出由紀子、小出和欣： 胃に主病変が認められた猫のリン

血管肉腫の1例、第16回小動物臨床研究会、1995.11（大阪

パ腫の1例、第16回小動物臨床研究会、1995.11（大阪市）

市）

■小出和欣、小出由紀子 、高見修平： 妊娠後期の猫にみられ

■土井口

た外傷性横隔膜ヘルニアの1例、第16回小動物臨床研究会、

修、松山琢哉、吉本明美： 左室肥大を伴った犬の腎

実質性高血圧の1症例（エナラプリルの効果）、第16回小動物
臨床研究会、1995.11（大阪市）

1995.11（大阪市）
■小出和欣、小出由紀子、高見修平： 犬の胸部食道内異物の外
科的摘出例、第16回小動物臨床研究会（ビデオセッション）、

■土井口

修、末松弘彰、串間清隆、高橋

健、松山琢哉、小暮

一雄： 心エコー図で診断した先天性心疾患の3例、第16回小
動物臨床研究会（ビデオセッション）、1995.11（大阪市）

1995.11（大阪市）
■小出和欣、小出由紀子： 犬のフィラリア摘出前後の心カ
テーテル検査実施例、第16回小動物臨床研究会、1995.11

■藤原

明、藤原元子： 犬の両側橈尺骨遠位端骨折に髄内ピ

ンと歯科用レジンGCオストロン100によるギプス固定を併
用した1例、第16回小動物臨床研究会、1995.11（大阪市）

（大阪市）
■松本英樹、山根義久、内田佳子、中出哲也、大友勘十郎、東堤
稔、坂本雅子： 犬の真菌性外耳炎に対する1％ピマリシン
点耳薬の治療効果、第16回小動物臨床研究会（一般講演）、

■藤原

明、藤原元子： 猫の上腕骨近位骨端骨折（SalterⅠ型）

と皮膚移植の1例、第16回小動物臨床研究会、1995.11（大阪
市）
■藤田桂一、戸野倉雅美、佐藤正幸、久保元潤子、藤田理恵子：

1995.11（大阪市）
■松本英樹、山根久恵、小口洋子、増田裕子、政田早苗、久野由
博、柴原イネ、髙島一昭、三宅ゆかり、坂井尚子、糊谷和造、松

重度の歯肉口内炎の猫に全顎抜歯を行った2症例、第16回小
動物臨床研究会、1995.11（大阪市）

明、山根義久： バルーンカテーテルにて石室流出路拡

■白永伸行、渡辺雄志、下田哲也： 膀胱内注入療法により排尿

大術を実施した重度ファロー四徴症の犬の1例、第16回小動

障害が改善された犬の膀胱腫瘍の1例、第16回小動物臨床研

物臨床研究会、1995.11（大阪市）

究会、1995.11（大阪市）

村

■城下幸仁、山根義久、廣田尚享、白井由美子、籠瀬
美希、田中

純、清水

綾、藤沢史子： 犬の動脈血と静脈血の血液ガス

値をはじめとした各種パラメータの相関性－特に麻酔時
（前・中・後）における－、第16回小動物臨床研究会（一般講
■政田早苗、松本英樹、増田裕子、小口洋子、柴原イネ、久野由
田展広、實方

俊煕、坂井尚子、岡

剛、山根義久： 迅速、簡便なラテックス凝集

反応による犬パルボウィルス、猫汎白血球減少症ウィルス
検出試薬の臨床試験、第16回小動物臨床研究会（一般講演）、
1995.11（大阪市）

出によるネコの腹水症、第16回小動物臨床研究会、1995.11
（大阪市）
■綿貫和彦： クッシング症候群の犬の1例、第16回小動物臨床
研究会、1995.11（大阪市）

演）、1995.11（大阪市）
博、山根久恵、三宅ゆかり、髙島一昭、呉

■白永伸行、渡辺雄志、辻井宏文、下田哲也： 腎包膜からの漏

■野呂浩介： 3種類の手術を行った膀胱・尿道結石のイヌの1
例： 第16回小動物臨床研究会、1995.11（大阪市）
■廣田尚享、丸尾幸嗣、町田

登、柴崎

哲、藤沢史子、有村卓

朗、山根義久： 猫における片側性腎癌の1例、第16回小動物
臨床研究会、1995.11（大阪市）
■廣田尚享、鈴木

馨、柴崎

哲、田中

綾、山根義久： 猫の骨

盤狭窄に対する骨盤拡張プレートの使用例、第16回小動物

■土井口

臨床研究会、1995.11（大阪市）
■糀場

仁、山形静夫： 多量の砂によって腸閉塞を引き起こ
仁、山形静夫： 肥大性骨症犬の1例、第16回小動物臨

修、松山琢哉、吉本明美、樋口充宏、坂田美和子： 健

常犬における左心機能と血圧の加齢による変化、第64回日
本獣医循環器学会、1996.5（東京大学）
■土井口

修、松山琢哉、吉本明美、樋口充宏、坂田美和子： 僧

帽弁閉鎖不全と健常犬との左心機能と血圧の比較、第64回

床研究会、1995.11（大阪市）
■髙島一昭、松本英樹、増田裕子、小口洋子、山根久恵、三宅ゆ

日本獣医循環器学会、1996.5（東京大学）

俊煕、坂井尚子、山

■ Noishiki Y., Ma X.H., Tomizawa Y., Yamane Y., Doulet

根義久： 犬猫の循環器疾患618例に対する調査、第16回小動

M., Takahashi K., Iwai Y., Mo M., Mastumoto A.:

物臨床研究会（一般講演）、1995.11（大阪市）

Development of a new sealing method without foreign

かり、久野由博、政田早苗、柴原イネ、呉

■髙島一昭、松本英樹、増田裕子、小口洋子、山根久恵、三宅ゆ

body reaction for porous vascular prostheses, Fifth

俊煕、坂井尚子、山

World biomaterials congress, 1996.5-6（Toronto Canada）

根義久： イヌの椎間板ヘルニアに対しステロイド大量投与

■Noishiki Y., Yamane Y., Tomizawa Y., Imai Y., Ma X.H.,

および片側椎弓切除術を行った1例、第16回小動物臨床研究

Doulet M., Takahashi K., Mo M., Imoto K., Tobe M.,

会、1995.11（大阪市）

Kondo J., Mastumoto A.： Natural cytokine synthesis

かり、久野由博、政田早苗、柴原イネ、呉

■髙島一昭、松本英樹、増田裕子、小口洋子、山根久恵、三宅ゆ

for vascular prostheses induced from autologously

かり、久野由博、政田早苗、柴原イネ、坂井尚子、山根義久：

transplanted bone marrow, 42nd Annual Conference with

イヌの水頭症に対しVPシャント術を行った1例、第16回小

the Cardiovascular Science and Technology Conference,

動物臨床研究会、1995.11（大阪市）

1996.5（Washington, D.C, U.S.A）

■仲庭茂樹： イヌの筋炎の2例、第5回獣医神経病研究会、

■Tomizawa Y., Noishiki Y., Yamane Y., Okoshi T., Nishida
H., Endo M., Koyanagi H.: Bone marrow transplanted

1995.12（京都市）
■髙島一昭、松本英樹、増田裕子、小口洋子、山根久恵、三宅ゆ

vascular prosthesis for rapid endothelialization, Fifth

俊煕、坂井尚子、山

World biomaterials congress, 1996.5-6（Toronto Canada）

根義久： イヌの椎間板ヘルニアに対しステロイド大量投与

■弓削田直子、三枝早苗、山村穂積： 犬の脂肪肉腫の一例、第

かり、久野由博、政田早苗、柴原イネ、呉

および片側椎弓切除術を行った1例、第5回獣医神経病研究

34回日本大学獣医学会、1996.6（日本大学）
■丸尾幸嗣、友久

会、1995.12（京都市）
■斎藤明徳、半田悦子、鷹羽頼子、佐藤正勝、原

稔生、本好茂

一： 犬の全身性Malassezia皮膚炎の1例、第56回小動物皮膚

学、鈴木

馨、山根義久： 犬耳血腫15症例

における各種治療法による効果の比較、第18回比較臨床血
液学会、1996.6（東京都）
■山村穂積、三枝早苗、板倉裕明、弓削田直子、山村純一： 両側

科研究会、1995.12（東京都）

会陰ヘルニアに結腸、膀胱、前立腺を固定後基本法を行った

平成８年
（1996）

17例の検討、第52回獣医麻酔外科学会、1996.6（東京都）

■山形静夫、糀場

仁： 難治性角膜潰瘍の1例、第13回日本獣

■柴崎

哲、城下幸仁、鈴木

馨、丸尾幸嗣、山根義久： 猫の横

隔膜ヘルニア整復術と右側肺全摘出術に併発した胃捻転の

医臨床眼科研究会、1996.2（名古屋市）
■戸野倉雅美、藤田桂一、田村一朗、長屋美千代、田村真人、山
村穂積、酒井健夫： 尿道断裂を起こした猫の1治療例、第7回
埼玉県獣医師会獣医学術研究会、1996.2（大宮市）

1例、第52回獣医麻酔外科学会、1996.6（東京都）
■小口洋子、増田裕子、髙島一昭、三宅ゆかり、山根久恵、久野
由博、政田早苗、長澤

裕、山本

滋、片岡智徳、廣田尚享、坂

■藤田桂一、戸野倉雅美、田村一朗、長屋美千代、田村真人、

井尚子、山根義久： 左側肺全摘出術を実施した猫に続発し

山村穂積、酒井健夫： 重度の歯肉口内炎の猫に全顎抜歯

た胃食道重積の1例、第52回獣医麻酔外科学会、1996.6（東

を行った2症例、第7回埼玉県獣医師会獣医学術研究会、

京都）
■城下幸仁、柴崎

1996.2（埼玉県）

哲、鈴木

馨、丸尾幸嗣、山根義久： 犬の動

■藤田桂一、戸野倉雅美、田村一朗、長屋美千代、田村真人、山

脈血と静脈血の血液ガス値をはじめとした各種パラメータ

村穂積、酒井健夫： 犬猫の外歯瘻の3例、第3回日本小動物歯

の相関性－特に麻酔時（前・中・後）における－、第52回獣医
麻酔外科学会、1996.6（東京都）

科研究会、1996.2（東京都）
■下田哲也、白永伸行、渡辺雄志： 猫の急性白血病の臨床病
理、日本獣医臨床病理学会、1996.2（東京都）
■若宮弘雅、桑原康人、鬼頭克也、北川

均、岩崎利郎、佐々木

栄英、中野正和： 僧帽弁閉鎖不全犬におけるアンジオテン
シン変換酵素阻害薬ベナゼプリル単独投与の有効性、第121

博、政田早苗、三宅ゆかり、坂井尚子、山根義久： 犬の小頭症
に対しVPシャント術を行った1症例、第52回獣医麻酔外科
学会、1996.6（東京都）
■髙島一昭、廣田尚享、山根久恵、増田裕子、三宅ゆかり、小口
洋子、政田早苗、久野由博、片岡智徳、山本

回日本獣医学会、1996.4（麻布大学）
■政田早苗、松本英樹、増田裕子、小口洋子、柴原イネ、久野由
博、山根久恵、三宅ゆかり、髙島一昭、呉

■髙島一昭、松本英樹、増田裕子、小口洋子、山根久恵、久野由

俊煕、坂井尚子、岡

滋、長澤

裕、坂

井尚子、山根義久： 離乳時から2歳齢まで食後に嘔吐の続い
た猫の1症例、第52回獣医麻酔外科学会、1996.6（東京都）

剛、山根義久： 迅速、簡便なラテックス凝集

■小出和欣： 肝外性門脈大静脈短絡症犬の外科的治験例、

反応による犬パルボウィルス、猫汎白血球減少症ウィルス

日本小動物獣医師会1996年次大会（ビデオセッション）、

検出試薬の臨床試験、第121回日本獣医学会、1996.4（麻布

1996.7（札幌市）

田展広、實方

■小出和欣： 犬の胸部食道内異物の外科的摘出例、日本小動

大学）
■有村卓朗、町田

登、新井克彦、山根義久、桐生啓治： イヌの

僧帽弁閉鎖不全症における弁膜のコラーゲン型の生化学的

物獣医師会1996年次大会（ビデオセッション）、1996.7（札
幌市）
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した犬の1例、第16回小動物臨床研究会、1995.11（大阪市）
■糀場

解析、第121回日本獣医学会、1996.4（麻布大学）
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■赤木哲也： ネコ外傷性横隔膜ヘルニアの1治験例、第34回

医学会、1996.8（広島市）

岡山県獣医学会、1996.8（岡山市）
■岡垣敏夫、丸尾幸嗣、伊藤
珍、鈴木

守、遠藤幸夫、代田欣二、松田浩

馨、山根義久： SCIDマウスおよびヌードマウス

に移植したネコ基底細胞腫瘍の増殖の比較、第122回日本獣
哲、城下幸仁、鈴木

馨、丸尾幸嗣、山根義久： 犬の開

心術における中心冷却体外循環施行時の血行動態学的及び
内分泌系の検討、第122回日本獣医学会、1996.8（帯広市）
■城下幸仁、柴崎

哲、鈴木

■山本景史、小出由紀子、小出和欣： 左側瞬膜に主病変が認め
られた猫のリンパ腫の1例、第34回岡山県小動物獣医学会、
1996.9（岡山市）
■山本景史、小出由紀子、小出和欣： 胆石症の犬の1例、第34回

医学会、1996.8（帯広市）
■柴崎

■竹中雅彦： ネコのクリプトコッカスの1例、第42回広島県獣

馨、丸尾幸嗣、山根義久： 犬の動

岡山県小動物獣医学会、1996.9（岡山市）
■小出由紀子、小出和欣： 尿管結石により膿腎症に陥った犬
の2例、第34回岡山県小動物獣医学会、1996.9（岡山市）
■小出由紀子、小出和欣： 脾臓原発と思われる猫の血管肉腫

脈血と静脈血の血液ガス値をはじめとした各種パラメータ

の1例、第34回岡山県小動物獣医学会、1996.9（岡山市）

の相関性－症例22例から－、第122回日本獣医学会、1996.8

■小出和欣、小出由紀子、田中真直： 犬の肝外性門脈－大静
脈短絡症の外科的治験例、第34回岡山県小動物獣医学会、

（帯広市）
■北川

均、長村

徹、桑原康人、鬼頭克也、岩崎利郎、佐々木

栄英： 犬糸状虫症caval syndromeに関する研究−低心拍出
量と血管内溶血が腎機能に及ぼす影響−、第122回日本獣医

岡山県小動物獣医学会、1996.9（岡山市）
■藤田桂一、戸野倉雅美、田村一朗、長屋美千代、田村真人、

学会、1996.8（帯広市）
■佐藤正勝、谷

1996.9（岡山市）
■小出和欣、小出由紀子： 犬のセルトリ細胞腫の2例、第34回

敦之、鷹羽頼子、斎藤明徳： 犬の腹部巨大欠

損（剣状突起腹側正中ヘルニア）にパッチグラフト（犬心膜
片）を応用した1例、平成8年度日本小動物獣医学会〔近畿〕、

山村穂積、酒井健夫： 重度の歯肉口内炎発症猫における
全顎抜歯の2症例、平成8年度日本小動物獣医学会〔関東〕、
1996.9（栃木県）
■土井口

1996.8（大阪市）
■甲斐（石川）勝行、村江留里、角井美緒： ヒストプラズマ感染
が疑われた猫の1例、平成8年度日本小動物獣医学会〔中部〕、

修、吉本明美、樋口充宏、坂田美和子、土井口

高橋

勝、

健、山崎寛治： 犬にみられた腫瘍類似病変である肝

限局性結節性過形成の2例、平成8年度日本小動物獣医学会
〔九州〕、1996.9（大分市）

1996.8（静岡市）
■山田英一、今山行夫、片野修一、柴田武志、椿

洋、長島文幸：

■土井口

修、吉本明美、樋口充宏、坂田美和子、土井口

勝、

ネコ肘関節脱臼に対するETFEタイによる観血的整復法、

山崎寛治： 巨大肝嚢胞と卵巣、子宮にも嚢胞がみられた犬

平成8年度日本小動物獣医学会〔中部〕、1996.8（静岡市）

の1例、平成8年度日本小動物獣医学会〔九州〕、1996.9（大分

■長島文幸、今山行夫、片野修一、柴田武志、椿

洋、山田英

一： 犬全身性毛包虫症に対するピシバニールとミルベマイ
シンAの併用療法、平成8年度日本小動物獣医学会〔中部〕、

久恵、久野由博、政田早苗、長澤

裕、山本

滋、廣田尚享、

坂井尚子、山根義久： イソフルレン麻酔下におけるトビ
migrans）の正常心電図、第30回鳥取県獣医学会、

修、吉本明美： 左室肥大を伴った犬の腎実質性

高血圧の1症例、平成8年度日本小動物獣医学会〔九州〕、
■戸野倉雅美、藤田桂一、田村一朗、長屋美千代、田村真人、山
村穂積、酒井健夫： 尿道断裂猫におけるspatulated end-toend変法応用の1例、平成8年度日本小動物獣医学会〔東京〕、
1996.9（東京都）
■松本英樹、髙島一昭、久野由博、山根義久： 犬のPIE症候群

1996.8（大栄町）
■政田早苗、小口洋子、久野由博、増田裕子、髙島一昭、山根久
恵、三宅ゆかり、山本

滋、廣田尚享、長澤

裕、片岡智徳、

坂井尚子、山根義久： 腹水貯留を伴った肺高血圧症の猫の1
例、第30回鳥取県獣医学会、1996.8（大栄町）
■廣田尚享、鈴木

■土井口

1996.9（大分市）

1996.8（静岡市）
■小口洋子、増田裕子、片岡智徳、三宅ゆかり、髙島一昭、山根

（Milvus

市）

馨、柴崎

哲、田中

子、小口洋子、山根久恵、山本

綾、髙島一昭、増田裕

滋、三宅ゆかり、片岡智徳、

の1例、平成8年度日本小動物獣医学会〔北海道〕、1996.9（北
海道倶知安町）
■戸野倉雅美、藤田桂一、山村穂積、酒井健夫： 尿道断裂猫に
おけるspatulate end-to-end変法応用の一例、平成8年度日
本小動物獣医学会〔関東〕、1996.10（東京都）
■三品美夏、渡邊俊文、弓削田直子、若尾義人、高橋

貢、山村

久野由博、政田早苗、坂井尚子、山根義久： 骨盤狭窄に骨盤

穂積： 腎動脈部分遮断により治癒した犬の特発性腎出血の

拡張プレートを用いた猫の3症例、第30回鳥取県獣医学会、

一例、平成8年度日本小動物獣医学会〔関東〕、1996.10（東京
都）

1996.8（大栄町）
■髙島一昭、山根久恵、増田裕子、小口洋子、三宅ゆかり、久野
由博、政田早苗、山本

滋、廣田尚享、長澤

裕、片岡智徳、坂

井尚子、山根義久： 脳ヘルニアを伴う頭蓋骨複雑骨折の猫
の1例、第30回鳥取県獣医学会、1996.8（大栄町）
■柴崎文男： イヌの頚椎椎間板ヘルニアの1例、第42回広島県
獣医学会、1996.8（広島市）
■柴崎文男： 肝臓に発生したイヌの肥満細胞腫の1例、第42回
広島県獣医学会、1996.8（広島市）
■若松

勲、竹中雅彦： 犬のセミノーマの1例、第42回広島県

獣医学会、1996.8（広島市）
■若松

勲、竹中雅彦： 猫の急性巨核芽球性白血病の1例、第

42回広島県獣医学会、1996.8（広島市）

■山村穂積： イヌの頚椎椎間板ヘルニアの1例、平成8年度日
本小動物獣医学会〔関東〕、1996.10（東京都）
■藤田桂一、酒井健夫、戸野倉雅美、田村真人、長屋美千代、田
村一郎、山村穂積： 重度の歯肉口内炎発症猫における全顎
抜歯の2例、平成8年度日本小動物獣医学会〔関東〕、1996.10
（東京都）
■三宅浩史、河野史郎、千野和彦、千野真弓、宇野雄博： 胆泥
貯留のシェットランドシープドック4例にみられた高脂血
症とリポ蛋白分画、平成8年度日本小動物獣医学会〔四国〕、
1996.10（高知市）
■馬

暁華、野一色泰晴、山根義久、孟

真、岩井芳弘、井元清

隆、近藤治郎： 生体内吸収性物質に対する熱架橋法、第34回

■友久

日本人工臓器学会、1996.10（東京都）
■野一色泰晴、山根義久、孟

真、馬

暁華、岩井芳弘、井元清

隆、近藤治郎： サイトカイン産生システム型ハイブリッド
■柴崎文男： 肝臓に発生したイヌの肥満細胞腫の1例、平成8
年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1996.10（広島市）
■若松

勲、竹中雅彦： 犬のセミノーマの1例、平成8年度日本
勲、竹中雅彦： 猫の急性巨核芽球性白血病の1例、平

成8年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1996.10（広島市）
■小口洋子、増田裕子、片岡智徳、三宅ゆかり、髙島一昭、山根
久恵、久野由博、政田早苗、長澤

裕、山本

滋、廣田尚享、

坂井尚子、山根義久： イソフルレン麻酔下におけるトビ
（Milvus

馨、丸尾幸嗣、山根義

久： 重度肺動脈弁狭窄症にチアノーゼを合併した1症例、J.
Sma. Ani. Card. Heal. Council、1996.10（東京都）
■籠瀬

純、柴崎

哲、城下幸仁、鈴木

馨、丸尾幸嗣、鯉江

洋、山根義久： ブルドッグに見られた先天性心疾患の1症
例、J. Sma. Ani. Card. Heal. Council、1996.10（東京都）
■髙島一昭、廣田尚享、山根久恵、増田裕子、三宅ゆかり、小口
洋子、政田早苗、久野由博、片岡智徳、山本

小動物獣医学会〔中国〕1996.10（広島市）
■若松

哲、城下幸仁、鈴木

migrans）の正常心電図、平成8年度日本小動物獣

滋、長澤

裕、坂

井尚子、山根義久： 離乳時から2才齢まで食後に嘔吐の続い
た猫の1症例、
J. Sma. Ani. Card. Hea1. Counci1、
1996.10（東
京都）
■赤木哲也： 癒着を伴った猫の外傷性横隔膜ヘルニアの1治
験例、第17回小動物臨床研究会、1996.11（大阪市）
■宇野雄博、三宅浩史、河野史郎、岩崎浩司： 肥満傾向が認
められる犬の血中脂質について、第17回動物臨床医学会、

医学会〔中国〕、1996.10（広島市）
■小出由紀子、小出和欣： 尿管結石により膿腎症に陥った犬
の2例、平成8年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1996.10（広

1996.11（大阪市）
■永利妙子、山形静夫： 尿道断裂の猫の1例、第17回動物臨床
医学会、1996.11（大阪市）

島市）
■小出和欣、小出由紀子、田中真直： 犬の肝外性門脈－大静脈
短絡症の外科的治験例、平成8年度日本小動物獣医学会〔中
■竹中雅彦、下田哲也： 猫のクリプトコッカス症の1例、平成8
年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1996.10（広島市）
■白永伸行、渡辺雄志、下田哲也： 舌病変が見られた猫のクリ
プトコッカス症の1例、平成8年度日本小動物獣医学会〔中

フェロンによるイヌパルボウィルス感染症に対する治療効
果、第17回動物臨床医学会（一般講演）、1996.11（大阪市）
■下田哲也、白永伸行、渡辺雄志： FeLV感染猫にみられた骨
髄壊死の1例、第17回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）
■河野史郎、三宅浩史、宇野雄博、余戸庄作： 経直腸摘出を

国〕、1996.10（広島市）
■野呂浩介： 医原性と思われたクッシング症候群の犬の1例、
平成8年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1996.10（広島市）
馨、柴崎

床医学会、1996.11（大阪市）
■下田哲也、内野富弥、山根義久、本好茂一： ネコインター

国〕、1996.10（広島市）

■廣田尚享、鈴木

■永利妙子、山形静夫： 猫の緊張性気胸の1例、第17回動物臨

哲、田中

綾、髙島一昭、増田裕

行った直腸内ポリープの犬の1例、第17回動物臨床医学会、
1996.11（大阪市）
■丸尾幸嗣、柴崎

哲、城下幸仁、鈴木

馨、山根義久： 犬・猫

滋、三宅ゆかり、片岡智徳、久

におけるポータブル血液化学検査システム： Vet Scanシス

野由博、政田早苗、坂井尚子、山根義久： 骨盤狭窄に骨盤拡

テムの臨床応用に関する検討、第17回動物臨床医学会（一般

子、小口洋子、山根久恵、山本

張プレートを用いた猫の3例、平成8年度日本小動物獣医学
■角井美緒、甲斐（石川）勝行、村江留里： 水腎症の猫の1例、第
5回中部小動物臨床研究会、1996.10（名古屋市）
■桑原康人、桑原典枝、吉田智美、岩崎利郎： クリオフィブリ
ノーゲン血症と思われる犬の1例、第5回中部小動物臨床研

裕、山本

滋、山根久恵、髙島一昭、三宅ゆかり、小口洋子、増田裕子、坂
井尚子、山根義久： 先天性の大静脈孔ヘルニアを疑った猫
の1例、第17回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）
■久野由博、廣田尚享、政田早苗、片岡智徳、長澤

裕、山本

滋、山根久恵、髙島一昭、三宅ゆかり、小口洋子、増田裕子、坂

究会、1996.10（名古屋市）
■甲斐（石川）勝行、角井美緒、村江留里： ヒストプラズマ感染
が疑われた猫の1例、第5回中部小動物臨床研究会、1996.10

井尚子、山根義久： 猫の腸管腺癌の1例、第17回動物臨床医
学会、1996.11（大阪市）
■弓削田直子、三枝早苗、山村穂積： 犬の粘液型脂肪肉腫の1

（名古屋市）
■村江留里、中原公彦、吉田智美、角井美緒、甲斐（石川）勝行：
椎間板ヘルニアの犬の1例、第5回中部小動物臨床研究会、

例、第17回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）
■桑原康人、桑原典枝、吉田智美、岩崎利郎： クリオフィブリ
ノーゲン血症と思われる犬の1例、第17回動物臨床医学会、

1996.10（名古屋市）
■土井口

講演）、1996.11（大阪市）
■久野由博、廣田尚享、政田早苗、片岡智徳、長澤

会〔中国〕、1996.10（広島市）

修、松山琢哉、吉本明美、樋口充宏、坂田美和子： 健

常犬における左心機能と血圧の加齢による変化、第5回中部

1996.11（大阪市）
■桂

明宏、柴崎文男： 犬の頚椎椎間板ヘルニアの1例、第17

回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）

小動物臨床研究会、1996.10（名古屋市）
修、松山琢哉、吉本明美、樋口充宏、坂田美和子： 僧

■戸野倉雅美、藤田桂一、田村一朗、長屋美千代、田村真人、山

帽弁閉鎖不全と健常犬との左心機能と血圧の比較、第5回中

村穂積、酒井健夫： 紐状異物を認めた犬に腸切除を行った1

■土井口

症例、第17回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）

部小動物臨床研究会、1996.10（名古屋市）
馨、山根義久： 血漿ビリルビン

■三宅ゆかり、松本英樹、増田裕子、小口洋子、政田早苗、久野

量の上昇に伴い容態悪化した犬腸閉塞の1治験例、第19回日

由博、髙島一昭、山根久恵、坂井尚子、山根義久、下田哲也：

本比較臨床血液学会、1996.10（東京都）

急性リンパ芽球性白血病の犬の1例、第17回動物臨床医学

■丸尾幸嗣、紺野克彦、鈴木

■菅井

龍、田中

綾、柴崎

哲、城下幸仁、鈴木

馨、丸尾幸

会、1996.11（大阪市）

嗣、山根義久： 10才齢のハスキー犬に認められた心タンポ

■三宅浩史、河野史郎、千野和彦、千野真弓、宇野雄博： 胆泥貯

ナーデの1症例、J. Sma. Ani. Card. Hea1. Council、1996.10

留のシェトランドシープドッグ4例にみられた高脂血症と

（東京都）

リポ蛋白分画、第17回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）
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学、柴崎
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■三宅浩史、岩崎浩司、河野史郎、宇野雄博： L-グルタミン添
加輸液による犬のパルボウイルス感染症に対する治療効
哲、城下幸仁、鈴木

哲、城下幸仁、町田

登、増田寿子、鈴木

馨、丸尾幸嗣、山根義久： 若齢猫に見られた気管狭窄の1例、
第17回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）

果、第17回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）
■山根義久、清水美希、柴崎

■針谷すみ子、柴崎

馨、丸尾幸

■政田早苗、久野由博、小口洋子、増田裕子、髙島一昭、山根久

嗣： ゴールデンレトリーバーにみられた大動脈狭窄症の

恵、三宅ゆかり、山本

一根治術例、第17回動物臨床医学会（ビデオセッション）、

井尚子、山根義久、下田哲也： 猫のRefractory anemia with

1996.11（大阪市）

excess of blasts（RAEB）の1例、第17回動物臨床医学会、

■山根久恵、松本英樹、増田裕子、小口洋子、髙島一昭、三宅ゆ
かり、山本

滋、廣田尚享、長澤

裕、久野由博、政田早苗、

滋、廣田尚享、長澤

裕、片岡智徳、坂

1996.11（大阪市）
■政田早苗、小口洋子、久野由博、増田裕子、髙島一昭、山根久

呉.俊煕、坂井尚子、山根義久： 低血糖が認められた乳腺癌

恵、三宅ゆかり、山本

の犬の1例、第17回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）

井尚子、山根義久： 胸水、腹水を合併した肺高血圧症の猫の

■山崎

洋、仲庭茂樹： 犬の小腸にみられた肥満細胞腫様腫

裕、片岡智徳、坂

1例、第17回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）
■政田早苗、小口洋子、増田裕子、久野由博、髙島一昭、山根久

瘍の1例、第17回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）
■山本

滋、廣田尚享、長澤

滋、松本英樹、山根久恵、増田裕子、小口洋子、髙島一

恵、三宅ゆかり、山本

滋、廣田尚享、長澤

裕、片岡智徳、坂

俊煕、廣

井尚子、山根義久、藤田敏一： 犬の皮膚病と外耳炎に対する

田尚享、坂井尚子、山根義久： 生化学検査システムVet Scan

ラクトニンの臨床応用試験、第17回動物臨床医学会（一般講

昭、三宅ゆかり、長澤

裕、久野由博、政田早苗、呉

の小動物臨床への応用、第17回動物臨床医学会（一般講演）、
■山本

滋、松本英樹、増田裕子、小口洋子、髙島一昭、山根久

恵、三宅ゆかり、長澤

演）、1996.11（大阪市）
■清水美希、柴崎

1996.11（大阪市）
裕、久野由博、政田早苗、呉

俊煕、

廣田尚享、坂井尚子、山根義久： 犬の咬傷による開放性気胸

哲、城下幸仁、鈴木

馨、丸尾幸嗣、山根義

久： 体外循環下開心術により根治した犬の大動脈弁下狭窄
症の1例、第17回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）
■増田裕子、小口洋子、髙島一昭、三宅ゆかり、山根久恵、山本

にテフロンメッシュを用いた1例、第17回動物臨床医学会、

滋、長澤

1996.11（大阪市）

尚子、山根義久： 腸重積を併発した犬の平滑筋肉腫の1例、

■山本景史、小出由紀子、小出和欣： 左側瞬膜に主病変が
認められた猫のリンパ腫の1例、第17回動物臨床医学会、

哲、松本英樹、城下幸仁、鈴木

馨、丸尾幸嗣、山根義

久： 犬における常温下体外循環と中心冷却体外循環での
血行動態の比較検討、第17回動物臨床医学会（一般講演）、
1996.11（大阪市）
■若松

裕、片岡智徳、久野由博、政田早苗、廣田尚享、坂井

尚子、山根義久： 腺胃に線虫類の多数寄生が認められたコ
サギの1例、第17回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）

動物臨床医学会、1996.11（大阪市）
■柴崎

第17回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）
■増田裕子、髙島一昭、小口洋子、三宅ゆかり、山根久恵、山本
滋、長澤

1996.11（大阪市）
■山本景史、小出由紀子、小出和欣： 胆石症の犬の1例、第17回

裕、片岡智徳、久野由博、政田早苗、廣田尚享、坂井

勲、竹中雅彦： 犬のセミノーマの1例、第17回動物臨

床医学会、1996.11（大阪市）
■小口洋子、松本英樹、増田裕子、山根久恵、髙島一昭、三宅ゆ
かり、久野由博、政田早苗、坂井尚子、山根義久： 心房細動を

■谷

敦之、斎藤明徳、鷹羽頼子、佐藤正勝： 犬の糖尿病に生

合成ヒトイソフェンインスリン（N.N）を使用した1例、第17
回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）
■竹中雅彦、下田哲也： 猫のクリプトコッカス症の1例、第17
回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）
■仲庭茂樹、朝倉直美、山崎

洋： 猫の嚢胞腎の1例、第17回動

物臨床医学会、1996.11（大阪市）
■長澤

裕、松本英樹、増田裕子、小口洋子、髙島一昭、山根久

呈した僧帽弁閉鎖不全症の犬の2例、第17回動物臨床医学

恵、三宅ゆかり、山本

会、1996.11（大阪市）

田尚享、坂井尚子、山根義久： 犬の全身性毛包虫症の1例、第

■小出由紀子、小出和欣 、高見修平： 尿管結石により膿腎症
に陥った犬の2例、第17回動物臨床医学会、1996.11（大阪

17回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）
■渡辺雄志、白永伸行、下田哲也： 消化器型リンパ腫の犬の1、
第17回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）

市）
■小出由紀子、小出和欣、高見修平： 脾臓原発と思われる猫の
血管肉腫の1例、第17回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）
■小出和欣、小出由紀子、高見修平： 犬のセルトリ細胞腫2例、
第17回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）
■小出和欣： 横隔膜ヘルニア整復のための胸腹部同時切開ア
プローチ法 パートⅠ（両側開胸+開腹）、第17回動物臨床医
学会（ビデオセッション）、1996.11（大阪市）
■松村

滋、片岡智徳、久野由博、政田早苗、廣

均： 猫の傍肋骨ヘルニアの1例、第17回動物臨床医学

会、1996.11（大阪市）
■松本英樹、増田裕子、小口洋子、髙島一昭、久野由博、山根義
久： 犬のPIE症候群の1例、第17回動物臨床医学会、1996.11
（大阪市）
■城下幸仁、柴埼 哲、佐藤立志、針谷すみ子、大串直史、平尾秀
博、鈴木 馨、丸尾幸嗣、山根義久： 犬の動脈血と末梢静脈血
問におけるpH, Pco2, HCO−3 , B.E. 値の実験的比較検討、第

17回動物臨床医学会（一般講演）、1996.11（大阪市）

■渡辺雄志、白永伸行、下田哲也： 肥満細胞腫の犬の2例、第17
回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）
■土井口

修、吉本明美、樋口充宏、坂田美和子、土井口

勝、高橋

健、山崎寛治： 犬にみられた腫瘍類似病変であ

る肝限局性結節性過形成の2例、第17回動物臨床医学会、
1996.11（大阪市）
■土井口

修、吉本明美、樋口充宏、坂田美和子、土井口

勝、

山崎寛治： 巨大肝嚢胞と卵巣、子宮にも嚢胞がみられた犬
の1例、第17回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）
■藤原

明、藤原元子： 猫の胆嚢摘出術の1例、第17回動物臨

床医学会、1996.11（大阪市）
■藤田桂一、戸野倉雅美、田村一朗、長屋美千代、田村真人、山
村穂積、酒井健夫： 巨大尿管を認めた猫の1例、第17回動物
臨床医学会、1996.11（大阪市）
■白永伸行、渡辺雄志、下田哲也： 舌病変が見られた猫のクリ
プトコッカス症の1例： 第17回動物臨床医学会、1996.11（大

した気管支腺癌の1例、平成8年度学会年次大会（日本小動物

阪市）
■白永伸行、渡辺雄志、下田哲也： 猫の骨髄異形成症候群
（MDS）の1、第17回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）
かり、山本

滋、長澤

裕、久野由博、政田早苗、廣田尚享、坂

■山村穂積： 画像保存の一方法、平成8年度学会年次大会（日
本小動物獣医学会）、1997.2（仙台市）
■柴崎

哲、鈴木

馨、丸尾幸嗣、山根義久： ゴールデンレト

井尚子、山根義久： イレウスの診断にバリウム充填小球を

リーバーにみられた大動脈狭窄症の一根治術例、平成8年度

用いた2実験例、第17回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）

学会年次大会（日本小動物獣医学会）
（ビデオセッション）、

■片岡智徳、増田裕子、小口洋子、髙島一昭、山根久恵、三宅ゆ
かり、山本

滋、長澤

裕、久野由博、政田早苗、廣田尚享、坂

井尚子、山根義久： 腹囲膨満を呈したセキセイインコの38

哲、城下幸仁、鈴木

馨、丸尾幸嗣、山根義久： 体外循環下開心

■小出和欣： 横隔膜ヘルニア整復のための胸腹部同時切開ア
プローチ法、平成8年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）

物臨床研究会,1996.11（大阪市）
学、柴埼

哲、鈴木

術により根治した犬の大動脈弁下狭窄症の1例、平成8年度
学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1997.2（仙台市）

例、第17回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）
■野呂浩介： 医原性クッシング症候群の犬の1例、第17回小動
■友久

1997.2（仙台市）
■柴崎

馨、丸尾幸嗣、山根

義久： 犬の重度肺動脈弁狭窄症に合併した逆シャントを
伴った心房中隔欠損症の1手術例、第17回動物臨床医学会、

（ビデオセッション）、1997.2（仙台市）
■松本英樹、山田

豪、伊藤正勝、川又

哲 ： rFeIFN治療を

併用した犬の腫瘍性疾患の2例、平成8年度学会年次大会（日
本小動物獣医学会）、1997.2（仙台市）

1996.11（大阪市）
■廣田尚享、増田裕子、小口洋子、髙島一昭、山根久恵、三宅ゆ

■田中

綾、柴崎

哲、鈴木

馨、丸尾幸嗣、菅井

龍、山根義

裕、片岡智徳、久野由博、政田早苗、坂

久： 血管肉腫により心タンポナーデを併発したハスキー

井尚子、山根義久： 食道拡張が比較的軽度であった右大動

犬の一手術例、平成8年度学会年次大会（日本小動物獣医学

かり、山本

滋、長澤

脈弓遺残症の猫の根治例、第17回動物臨床医学会（ビデオ
■廣田尚享、増田裕子、小口洋子、髙島一昭、山根久恵、三宅ゆ
かり、山本

滋、長澤

裕、片岡智徳、久野由博、政田早苗、坂

井尚子、山根義久： 食道拡張が比較的軽度であった右大動
脈弓遺残症の猫の根治例、第17回動物臨床医学会、1996.11

内炎発症猫における全顎抜歯の2症例、平成8年度学会年次
大会（日本小動物獣医学会）
（ポスター）、1997．2（仙台市）
■廣田尚享、増田裕子、小口洋子、髙島一昭、山根久恵、三宅ゆ
かり、山本

滋、長澤

裕、片岡智徳、久野由博、政田早苗、坂

井尚子、増田寿子、山根義久： 食道拡張が比較的軽度であっ

（大阪市）
■廣田尚享、増田裕子、小口洋子、髙島一昭、山根久恵、三宅ゆ
かり、山本

会）、1997.2（仙台市）
■藤田桂一、戸野倉雅美、山村穂積、酒井健夫： 重度の歯肉口

セッション）、1996.11（大阪市）

滋、長澤

坂井尚子、鈴木

裕、片岡智徳、久野由博、政田早苗、

馨、柴埼

哲、田中

綾、山根義久： 猫に

おける骨盤拡張プレートの3症例、第17回動物臨床医学会、

（日本小動物獣医学会）
（ビデオセッション）、1997.2（仙台
市）
■下田哲也、白永伸行、渡辺雄志、石田卓夫： FeLV-FIV感染猫
の好中球および血小板減少症に対する遺伝子組換えネコイ

1996.11（大阪市）
■髙島一昭、山根久恵、増田裕子、小口洋子、三宅ゆかり、久野
由博、政田早苗、山本

た右大動脈弓遺残症の猫の根治例、平成8年度学会年次大会

滋、廣田尚享、長澤

裕、片岡智徳、坂

井尚子、山根義久： 脳ヘルニアを伴う頭蓋骨複雑骨折の猫

ンターフェロン（γFeIFN）の臨床効果、日本臨床病理学会、
1997.2（東京都）
■山形静夫： 糖尿病性白内障の1例、第3回「メニわんレンズ」
症例検討会、1997.2（東京都）

の1例、第17回動物臨床医学会、1996.11（大阪市）

■山形静夫、永利妙子： 超音波水晶体乳化吸引術の1例、第14

平成９年
（1997）

回日本獣医臨床眼科研究会、1997.3（京都市）

■戸野倉雅美、藤田桂一、田村一朗、長屋美千代、田村真人、山

■井上英明、北川

均、鬼頭克也、桑原康人、岩崎利郎、佐々木

村穂積、酒井健夫： 紐状異物を認めた犬に腸切除を行った

栄英： 犬糸状虫症に関する研究−血漿レニン-アンギオテ

1症例、平成8年度埼玉県獣医師会学術研究発表会、1997.2

ンシン系と右心系循環動態との関係−、第123回日本獣医学
会、1997.4（日本大学）

（埼玉県）
■藤田桂一、戸野倉雅美、田村一朗、長屋美千代、田村真人、山

■鬼頭克也、安田美由紀、岡亜希子、大場恵典、桑原康人、北川

村穂積、酒井健夫： 猫の巨大尿管症例、平成8年度埼玉県獣

均、佐々木栄英： 犬糸状虫虫体抽出液投与によるショック

医師会学術研究発表会、1997.2（埼玉県）

に関する研究−イオン交換高速クロマトによるショック原

■佐藤正勝： 犬の糖尿病に生合成ヒトイソフェンインスリン
を使用した1例： 平成8年度学会年次大会（日本小動物獣医

因物質分離の検討−、第123回日本獣医学会、1997.4（日本
大学）
■柴崎

学会）、1997.2（仙台市）

哲、松本英樹、岩宮

博、城下幸仁、鈴木

馨、丸尾幸

健、山村

嗣、山根義久： 犬の無血充填中心冷却体外循環施行時にお

穂積： 腎動脈部分遮断により治癒した犬の特発性腎出血の

ける内部潅流型人工肺と外部潅流型人工肺の比較検討、第

■三品美香、渡邊俊文、弓削田直子、若尾義人、高橋

1例、平成8年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）地区学
会長賞受賞講演、1997.2（仙台市）
■山形静夫、永利妙子： 結膜弁のある眼に試みた白内障手
術の1例、平成8年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、
1997.2（仙台市）

123回日本獣医学会、1997.4（日本大学）
■城下幸仁、柴崎

哲、鈴木

馨、丸尾幸嗣、山根義久： 犬の動

脈血と毛細血管血問におけるpH, Pco2, Po2, HCO−3 , B.E.値
の比較検討、第123回日本獣医学会、1997.4（日本大学）
■大串直史、野田

桂、柴崎

哲、針谷すみ子、平尾秀博、鈴木

■山口光昭、三宅ゆかり、弓削田直子、板倉裕明、三枝早苗、山

馨、丸尾幸嗣、山根義久： カラードマイクロスフェアを用い

村穂積、山根義久： 犬の肺葉切除術および化学療法を実施

たドパミンによる血行動態変動の検討、第123回日本獣医学
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■片岡智徳、増田裕子、小口洋子、髙島一昭、山根久恵、三宅ゆ

獣医学会）
（ビデオセッション）、1997.2（仙台市）
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たネコの1例、第35回 岡山県小動物獣医学会、1997.8（岡山

会、1997.4（日本大学）
■藤沢史子、新井克彦、代田欣二、丸尾幸嗣、山根義久： イヌ乳
腺由来移植腫瘍におけるMMP及びTIMP遺伝子発現の解

市）
■小出由紀子、小出和欣： フィラリア寄生の認められた猫の
交通事故の1例、第35回岡山県小動物獣医学会、1997.8（岡

析、第123回日本獣医学会、1997.4（日本大学）
■小口洋子、増田裕子、髙島一昭、三宅ゆかり、山根久恵、長澤

山市）

滋、片岡智徳、久野由博、政田早苗、廣田尚享、坂

■小出由紀子、小出和欣： 気管起始部に増殖性病変の認めら

井尚子、山根義久： 僧帽弁閉鎖不全症の末期に両心不全に

れた猫の1例、第35回岡山県小動物獣医学会、1997.8（岡山

裕、山本

陥った犬の一例、第66回日本獣医循環器学会、1997.5（東京

市）
■小出和欣、小出由紀子： 犬の心膜横隔膜ヘルニアの2例、第

農工大学）
■Ma X. H., Noishiki Y., Yamane Y., Okoshi T., Tomizawa Y.:

35回岡山県小動物獣医学会、1997.8（岡山市）

Implantable biomaterials as bFGF delivery systems, 43rd

■小出和欣、小出由紀子： 尿路再建術を実施した犬の膀胱移

Annual Conference with the Cardiovascular Science and

行上皮癌の1例、第35回岡山県小動物獣医学会、1997.8（岡

Technology Conference, 1997.5（Atlanta, Georgia, U.S.A.）

山市）

■Ma X. H., Noishiki Y., Yamane Y., Okoshi T., Tomizawa

■柴田武志、今山行夫、片野修一、柴田真治、長島文幸、山田英

Y.： Succinylated collagen crosslinked by γ-irradiation

一： 犬パルボウイルス感染症に対する乾燥犬プラズマの治

; A preliminary report, 43rd Annual Conference with

療効果、平成9年度日本小動物獣医学会〔中部〕、1997.8（新

the Cardiovascular Science and Technology Conference,

潟市）
■住吉

1997.5（Atlanta, Georgia, U.S.A.）
■Noishiki Y., Ma X. H., Yamane Y., Okoshi T., Tomizawa
Y.： Infection-1ike phenomenon of implantable materials
with bFGF adsorption, 43rd Annual Conference with
the Cardiovascular Science and Technology Conference,

浩、今山行夫、片野修一、椿

度日本小動物獣医学会〔中部〕、1997.8（新潟市）
■柴崎文男： 犬の肛門周囲腺癌の1例、第43回広島県獣医学
会、1997.8（広島市）
■竹中雅彦、若松

1997.5（Atlanta, Georgia, U.S.A.）
■Noishiki Y., Ma X. H., Yamane Y., Okoshi T., Tomizawa
Y.: Natural adsorption of endogenous bFGF an artiflcial

洋、長島文幸、山田英一：

新潟県における猫の犬糸状虫症感染に関する調査、平成9年

勲： 猫の心筋症5例における臨床的検討、

第43回広島県獣医学会、1997.8（広島市）
■松本英樹、清水美希、川又

哲、山田

豪、堤

郁子、山根義

extracellular matrix, 43rd Annual Conference with the

久： 乳酸加リンゲル液と酢酸加リンゲル液を使用した術中

Cardiovascular Science and Technology Conference,

輸液の比較－健康猫での比較、日本小動物獣医学会〔北海

1997.5（Atlanta, Georgia, U.S.A.）

道〕、1997.9（函館市）

■ Ma

X. H., Noishiki Y., Yamane Y., Okoshi ., Tomizawa

Y.: Succinylated

as

a

slow-release

system

for

■赤木哲也： ネコ外傷性横隔膜ヘルニアにおける手術法の検
討、第4回北里獣医畜産学会、1997.9（北里大学）

factor,

■赤木哲也、赤木恵美、仲庭茂樹、山形静夫、小出和欣： ネコ外

XIth World Congress of the International Society for

傷性横隔膜ヘルニアにおける手術法の検討、北里獣医畜産

delivery

of

vascular

endothelial

growth

Artiflcial Organs, 1997.6（RhodeIsland, U.S.A,）

学会、1997.9（北里大学）

哲、城下幸仁、山根義久： 各種心

■仲庭茂樹、赤木哲也、下田哲也、佐藤典子、小出和欣、久野由

疾患犬における血小板凝集能の検討、第20回日本比較臨床

博、政田早苗、髙島一昭： 犬の精巣腫瘍の35症例、北里獣医

■田中

綾、舘野信治、柴崎

畜産学会、1997.9（北里大学）

血液学会、1997.6（麻布大学）
■久野由博、廣田尚享、政田早苗、小笠原淳子、片岡智徳、長澤
裕、山本

滋、髙島久恵、髙島一昭、小口洋子、増田裕子、坂井

尚子、山根義久： 歩行困難を呈した化膿性精巣上体炎のイ
ヌの1例、第31回鳥取県獣医学会、1997.7（大栄町）
■小口洋子、増田裕子、髙島一昭、髙島久恵、長澤

裕、山本

滋、片岡智徳、小笠原淳子、久野由博、政田早苗、廣田尚享、坂
井尚子、山根義久： 肺動脈狭窄に対しバルーン弁口拡大術
を行った犬の2例、第31回鳥取県獣医学会、1997.7（大栄町）
■長澤

裕、増田裕子、小口洋子、髙島一昭、髙島久恵、山本

滋、片岡智徳、久野由博、政田早苗、廣田尚享、坂井尚子、山根
義久： 異所寄生が認められた犬糸状虫症の1例、第31回鳥取

修、坂田美和子、土井口

勝、山崎寛治： 子宮蓄膿

症を伴った子宮筋層内平滑筋腫の犬の一例、平成9年度日本
小動物獣医学会〔九州〕、1997.9（熊本市）
■佐藤正勝、谷

敦之、斎藤明徳、鷹羽頼子： 犬の会陰ヘルニ

ア整復における1手術例、平成9年度日本小動物獣医学会〔近
畿〕、1997.9（大津市）
■野一色泰晴、孟

真、岩井芳弘、市川由紀夫、山崎一也、近藤

治郎、山根義久： Tissue Engineeringの立場から見た人工
血管の新生血管形成、第35回日本人工臓器学会、1997.9（横
浜市）
■野一色泰晴、孟

真、岩井芳弘、市川由紀夫、山崎一也、近藤

治郎、山根義久： サイトカイン吸脱着細胞外マトリックス

県獣医学会、1997.7（大栄町）
■髙島一昭、小口洋子、増田裕子、髙島久恵、山本

■土井口

滋、長澤

裕、片岡智徳、久野由博、政田早苗、廣田尚享、小笠原淳子、
坂井尚子、山根義久： 体外循環下にて右室流出路拡大術を
行った犬の肺動脈狭窄症の2例、第31回鳥取県獣医学会、
1997.7（大栄町）

を活用した人工血管、第35回日本人工臓器学会、1997.9（横
浜市）
■赤木哲也： 肢の先端部皮膚欠損に対し網状皮膚移植を
行ったネコの1例、平成9年度日本小動物獣医学会〔中国〕、
1997.9（山口県小郡町）

■大谷美紀、加藤恵美子、藤田理恵子、藤田桂一： 犬・猫の採血

■下田哲也、真下忠久、白永伸行： 血液疾患におけるLDHアイ

時の血液検査における保定の影響、日本小動物獣医師会年

ソザイムの臨床病理学的意義、平成9年度日本小動物獣医学

次大会、1997.7（高崎市）
■赤木哲也： 肢の先端部皮膚欠損に対し網状皮膚移植を行っ

会〔中国〕、1997.9（山口県小郡町）
■河野史郎、宇野雄博： 胆嚢切除を行った胆嚢壊死の犬の1

例、平成9年度日本小動物獣医学会〔四国〕、1997.9（高松市）
■柴崎文男： 犬の肛門周囲腺癌の1例、平成9年度日本小動物

1997.9（函館市）
■藤田桂一、戸野倉雅美、田村一郎、長屋美千代、田村真人、山

獣医学会〔中国〕、1997.9（山口県小郡町）
勲、竹中雅彦、下田哲也： 猫の巨核球性白血病の1例、

平成9年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1997.9（山口県小郡

村穂積、酒井健夫： 歯肉口内炎の発生状況、平成9年度日本
小動物獣医学会〔関東〕､ 1997.9（前橋市）
■Noishiki Y., Yamane Y., Okoshi T., Tomizawa Y.： Natural

町）
■小口洋子、増田裕子、髙島一昭、髙島久恵、長澤

裕、山本

滋、片岡智徳、小笠原淳子、久野由博、政田早苗、廣田尚享、坂
井尚子、山根義久： 肺動脈狭窄に対しバルーン弁口拡大術
を行った犬の2例、平成9年度日本小動物獣医学会〔中国〕、

tissue engineering invivo on vascular prosthesis wall,
3rd international conference on alular engineering, 1997.9
（San Remo, Italy）
■城下幸仁、柴崎

哲、田中

綾、鈴木

馨、丸尾幸嗣、山根義

久： 犬61症例の動脈血と末梢静脈血間におけるpH, Pco2,

1997.9（山口県小郡町）
■小出由紀子、小出和欣： フィラリア寄生の認められた猫
の交通事故の1例、平成9年度日本小動物獣医学会〔中国〕、
1997.9（山口県小郡町）

HCO−3 , Base Excess, 値の比較検討、第124回日本獣医学会、
1997.10（鹿児島市）
■町田

■小出由紀子、小出和欣： 気管起始部に増殖性病変の認め
られた猫の1例、平成9年度日本小動物獣医学会〔中国〕、
1997.9（山口県小郡町）

登、小田切泰輝、山根義久、桐生啓治： 心不全におけ

る心筋線維化の意義－犬の僧帽弁閉鎖不全症例について−、
第124回日本獣医学会、1997.10（鹿児島市）
■長屋美千代、藤田桂一、戸野倉雅美、田村一朗、田村真人、山

■小出和欣、小出由紀子： 犬の心膜横隔膜ヘルニアの2例、平
成9年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1997.9（山口県小郡
町）

村穂積、酒井健夫： 猫消化管に発現したGlobule leukocyte
tumorの1症例、平成9年度日本小動物獣医学会〔関東〕、
1997.10（東京都）

■小出和欣、小出由紀子： 尿路再建術を実施した犬の膀胱

■小口洋子、増田裕子、髙島一昭、髙島久恵、長澤

裕、山本

移行上皮癌の1例、平成9年度日本小動物獣医学会〔中国〕、

滋、片岡智徳、久野由博、政田早苗、廣田尚享、小笠原淳子、坂

1997.9（山口県小郡町）

井尚子、山根義久： 複合心奇形の犬の1例、第67回日本獣医

■真下忠久、白永伸行、下田哲也、山縣浩海： 重度な皮下出血
をともなった犬のリンパ腫の1例、平成9年度日本小動物獣
医学会〔中国〕、1997.9（山口県小郡町）
■竹中雅彦、若松

例、第6回中部小動物臨床研究会、1997.10（名古屋市）

勲： 猫の心筋症5例における臨床的検討、

平成9年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1997.9（山口県小郡
町）

■甲斐（石川）勝行、村江留里： 犬・猫の体表部素様の細胞診に
おける細胞所見の重要性について、第6回中部小動物臨床研
究会、1997.10（名古屋市）

■白永伸行、真下忠久、下田哲也： 肺転移が認められた眼球内
黒色腫の犬の1例、平成9年度日本小動物獣医学会〔中国〕、
1997.9（山口県小郡町）
本小動物獣医学会〔中国〕、1997.9（山口県小郡町）
■髙島一昭、小口洋子、増田裕子、髙島久恵、山本

滋、長澤

裕、片岡智徳、久野由博、政田早苗、廣田尚享、小笠原淳子、
坂井尚子、山根義久： 体外循環下にて右室流出路拡大術を
行った犬の肺動脈狭窄症の2例、平成9年度日本小動物獣医
学会〔中国〕、1997.9（山口県小郡町）
■大串直史、渡辺逸子、鯉江

洋、雨森

隆、佐藤常男、山村穂

本大学獣医学会、1997.9（日本大学）
克一郎、田中

綾、城下幸仁、柴崎

哲、山根

した犬の一治験例、第8回獣医腎泌尿器研究会、1997.9（東
京農工大学）

修、吉本明美、坂田美和子、土井口

滋、長澤

勝、高橋

健、

松山琢哉： 犬の動脈管開存と大動脈弁逆流を合併した心室
中隔欠損の複合心奇形の1例、第6回中部小動物臨床研究会、
1997.10（名古屋市）
■土井口

修、吉本明美、坂田美和子、土井口

勝、山崎寛治：

回中部小動物臨床研究会、1997.10（名古屋市）
■丸尾幸嗣、柴崎

哲、星

克一郎、紺野克彦、鈴木

馨、山根

を用いて閉鎖した1例、第55回獣医麻酔外科学会、1997.11
（岐阜市）
■小笠原淳子、小口洋子、増田裕子、髙島一昭、髙島久恵、長澤
裕、山本

■政田早苗、廣田尚享、久野由博、髙島一昭、髙島久恵、藤井洋
裕、片岡智徳、小笠原淳子、坂

井尚子、山根義久： 尿道狭窄により尿道結腸吻合術を実施
した猫の一例、第8回獣医腎泌尿器研究会、1997.9（東京農
工大学）

滋、片岡智徳、久野由博、政田早苗、廣田尚享、坂井

尚子、山根義久： パッチグラフトによる肺動脈弁口拡大形
成術を行った犬の一例、第55回獣医麻酔外科学会、1997.11
（岐阜市）
■髙島一昭、増田裕子、小口洋子、髙島久恵、山本

滋、長澤

裕、片岡智徳、小笠原淳子、久野由博、政田早苗、廣田尚享、坂

裕、増田裕子、小口洋子、髙島一昭、山根久恵、三宅ゆ

かり、山本

第6回中部小動物臨床研究会、1997.10（名古屋市）
■土井口

義久： 外傷性横隔膜ヘルニアの欠損孔をテフロンメッシュ

義久： 腎切開により巨大腎結石とあわせて膀胱結石を摘出

子、増田裕子、山本

中部小動物臨床研究会、1997.10（名古屋市）

異なった形態と超音波像を呈した犬の肝細胞癌の2例、第6

積、田中茂男： 尿路変更術を行った雄犬の2症例、第36回日
■舘野信治、星

■村江留里、角井美緒、甲斐（石川）勝行、鎖肛の猫の1例、第6回
■村江留里、角井美緒、甲斐（石川）勝行： 犬のリンパ腫の1例、

■野呂浩介： 若齢犬に見られた線維肉腫の1例、平成9年度日

■長澤

循環器学会、1997.10（高松市）
■桑原康人、桑原典枝： 寒冷赤血球凝集病と思われる猫の1

滋、片岡智徳、久野由博、政田早苗、廣田尚享、坂

井尚子、山根義久： 膀胱破裂の猫の一例、第8回獣医腎泌尿
器研究会、1997.9（東京農工大学）
■松本英樹、清水美希、川又

哲、山田

井尚子、山根義久： 重症頭部外傷の犬の一例、第55回獣医麻
酔外科学会、1997.11（岐阜市）
■赤木哲也： 肢の先端部皮膚欠損に対し網状皮膚移植を行っ
た猫の1例、第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪市）

豪、堤

郁子、山根義

■平山純子、溝尻妙子、山形静夫： ビンクリスチンによる犬の

久： 乳酸加リンゲル液と酢酸加リンゲル液を使用した術

難治性免疫介在性溶血性貧血（IHA）の1治験例、第18回動物
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■若松

中輸液の比較、平成9年度日本小動物獣医学会〔北海道〕、
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■山﨑

臨床医学会、1997.11（大阪市）
■安藤依子、金澤稔郎： 犬のクッシング症候群の4例、第18回
正、木下

の1例、第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪市）
■柴崎

動物臨床医学会、1997.11（大阪市）
■永田

洋、仲庭茂樹： 免疫介在性血小板減少性紫斑病の犬

現、大西堂文、宇塚雄次、髙島一昭、松本英

樹、山根義久： イベルメクチン・パモ酸ピランテルチュアブ
ル製剤の犬糸状虫および犬回虫・犬鉤虫に対する有効性、第
18回動物臨床医学会（一般講演）、1997.11（大阪市）
■下田哲也、内野富弥、山根義久、本好茂一： ネコインター
フェロンによるイヌパルボウィルス感染症に対する治療効
果（その2）、第18回動物臨床医学会（一般講演）、1997.11（大

哲、城下幸仁、田中

綾、星

克一郎、山根義久： 体外

循環下開心術により根治術を実施した犬の心室中隔欠損
症の1治験例、第18回動物臨床医学会（ビデオセッション）、
1997.11（大阪市）
■柴崎

哲、城下幸仁、田中

綾、星

克一郎、山根義久： 体外

循環下開心術により根治術を実施した犬の肺動脈狭窄症の
1治験例、第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪市）
■若松

勲、竹中雅彦、下田哲也： 猫の急性巨核芽球性白血病

の1例、第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪市）

阪市）
■舘野信治、星

克一郎、田中

綾、城下幸仁、柴崎

哲、山根

義久： 腎切開により巨大腎結石とあわせて膀胱結石を摘出
した犬の1治験例、第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪

■若松

勲、竹中雅彦： 老齢犬に可移植性性器肉腫と顆粒膜

細胞腫が合併した1例、第18回動物臨床医学会、1997.11（大
阪市）
■小笠原淳子、小ロ洋子、増田裕子、髙島一昭、髙島久恵、長澤

市）
■久野由博、廣田尚享、政田早苗、片岡智徳、長澤

裕、山本

裕、山本

滋、片岡智徳、久野由博、政田早苗、廣田尚享、坂井

滋、髙島久恵、髙島一昭、小口洋子、増田裕子、坂井尚子、山

尚子、山根義久： パッチグラフトによる肺動脈弁口拡大形

根義久： 化膿性精巣上体炎の犬の1例、第18回動物臨床医学

成術を行った犬の1例、第18回動物臨床医学会、1997.11（大

会、1997.11（大阪市）

阪市）

■久野由博、廣田尚享、政田早苗、片岡智徳、長澤

裕、山本

■小口洋子、増田裕子、髙島久恵、髙島一昭、長澤

裕、山本

滋、髙島久恵、髙島一昭、小口洋子、増田裕子、坂井尚子、山

滋、片岡智徳、小笠原淳子、久野由博、政田早苗、廣田尚享、坂

根義久： 僧帽弁狭窄症の猫の1例、第18回動物臨床医学会、

井尚子、山根義久： 僧帽弁閉鎖不全症の末期に右心不全に
陥った犬の2例、第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪市）

1997.11（大阪市）
■橋本志津、古川修治、三枝早苗、山村穂積、酒井健夫： 集団飼
育の臨床疫学－犬パルボウイルス感染症の発生とその対策
−、第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪市）
■金澤稔郎、安藤依子： 犬の甲状腺機能低下症ならびにクッ
ツシング症候群における血清コレステロール分画、第18回
動物臨床医学会（一般講演）、1997.11（大阪市）
■桑原康人、桑原典枝： 寒冷赤血球凝集病と思われる猫の1
例、第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪市）
■溝尻妙子、平山純子、山形静夫、赤田豊彦： 犬の超音波水晶
体乳化吸引術の3例、第18回動物臨床医学会（ビデオセッ

体乳化吸引術の3例、第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪

れた猫の1例、第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪市）
■小出和欣、小出由紀子： 犬の心膜横隔膜ヘルニアの2例、第
18回動物臨床医学会、1997.11（大阪市）
■小出和欣、小出由紀子： 尿路再建術を実施した犬の膀胱移
行上皮癌の1例、第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪市）
■松村

均： 小腸平滑筋腫による犬の腸閉塞の1例、第18回動

物臨床医学会、1997.11（大阪市）
哲、山田

豪、堤

郁子、山根義

久： 酢酸加リンゲル液と乳酸加リンゲル液を使用した術中
輸液−健常犬での比較－、第18回動物臨床医学会、1997.11
（大阪市）

市）
■溝尻妙子、平山純子、山形静夫： 犬の異所性尿管の2例、第18
■坂本哲朗、坂本

勇： 犬の子宮頸から骨盤腔におよぶ平滑

筋腫の1例、第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪市）
■山口光昭、弓削田直子、板倉裕明、三枝早苗、山上哲史、山村
穂積： 猫の肝原発カルチノイド腫瘍の1例、第18回動物臨床
■山口光明、三宅ゆかり、弓削田直子、板倉裕明、三枝早苗、山
村穂積、山根義久： 犬の気管支腺癌に肺葉切除術および化
学療法を実施した1症例、第18回動物臨床医学会（ビデオ

前立腺嚢胞の1例、第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪
市）
昭、髙島久恵、山本

滋、長澤

裕、片岡智徳、小笠原淳子、坂

井尚子、山根義久： 悪性組織球症の犬の1例、第18回動物臨
床医学会、1997.11（大阪市）
■政田早苗、久野由博、廣田尚享、小口洋子、増田裕子、髙島一

セッション）、1997.11（大阪市）
滋、増田裕子、小口洋子、髙島一昭、髙島久恵、長澤

裕、片岡智徳、久野由博、政田早苗、廣田尚享、坂井尚子、山
根義久： 犬の脾臓の骨髄脂肪腫の1例、第18回動物臨床医学

昭、髙島久恵、山本

滋、増田裕子、小口洋子、髙島一昭、髙島久恵、片岡智
裕、廣田尚享、坂

井尚子、山根義久： 小動物臨床における生化学検査システ
ムVet Scanの評価-AST,GGTおよび尿酸について－、第18

滋、長澤

裕、片岡智徳、小笠原淳子、坂

井尚子、山根義久： 犬の精巣腫瘍の1例、第18回動物臨床医
学会、1997.11（大阪市）
■星

会、1997.11（大阪市）

回動物臨床医学会、1997.11（大阪市）

市）
■真下忠久、白永伸行、下田哲也： 前立腺全摘出術を行なった

■政田早苗、久野由博、廣田尚享、小口洋子、増田裕子、髙島一

医学会、1997.11（大阪市）

徳、小笠原淳子、久野由博、政田早苗、長澤

■真下忠久、白永伸行、下田哲也、山形静夫： 突発性後天性網
膜変性症の犬の1例、第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪

回動物臨床医学会、1997.11（大阪市）

■山本

交通事故の1例、第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪市）
■小出由紀子、小出和欣： 気管起始部に増殖性病変の認めら

■松本英樹、清水美希、川又

ション）、1997.11（大阪市）
■溝尻妙子、平山純子、山形静夫、赤田豊彦： 犬の超音波水晶

■山本

■小出由紀子、小出和欣： フイラリア寄生の認められた猫の

克一郎、柴崎

哲、城下幸仁、田中

綾、豊田佐代子、

山根義久： 食道部分切除術を実施したゴールデン・レトリ
バーの右大動脈弓遺残症の1治験例、第18回動物臨床医学
会、1997.11（大阪市）
■星

克一郎、柴崎

哲、城下幸仁、田中

綾、豊田佐代子、山

根義久： 食道部分切除術を実施した犬の右大動脈弓遺残

症の1治験例、第18回動物臨床医学会（ビデオセッション）、

第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪市）
■片岡智徳、小口洋子、増田裕子、髙島一昭、髙島久恵、長澤

1997.11（大阪市）
■増田裕子、髙島一昭、小口洋子、髙島久恵、山本

滋、長澤

裕、山本

滋、小笠原淳子、久野由博、政田早苗、廣田尚享、

坂井尚子、山根義久： パッチグラフトによる肺動脈弁口拡

井尚子、山根義久： 右下顎リンパ節の腫大がみられたハム

大形成術を行った犬の1例、第18回動物臨床医学会（ビデオ

スターの1例、第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪市）
■村江留里、甲斐（石川）勝行： 鎖肛の猫の1例、第18回動物臨

裕、山本

床医学会、1997.11（大阪市）
■谷

敦之、斎藤明徳、鷹羽頼子、佐藤正勝： 犬の会陰ヘルニ

ア整復における1手術例、第18回動物臨床医学会、1997.11
勲： 猫の心筋症5例における臨床的検討、

物臨床医学会、1997.11（大阪市）
桂、大串直史、倉田

修、平尾秀博、星

克一郎、柴崎

哲、山根義久： 犬におけるカラードマイクロスフェアを用
いた薬物投与時の血行動態変動の検討－ドパミン投与が各

第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪市）
■仲庭茂樹、赤木哲也、下田哲也、佐藤典子、小出和欣、久野由
博、政田早苗、髙島一昭： 犬の精巣腫瘍35症例、第18回動物

臓器血流に及ぼす影響－、第18回動物臨床医学会（一般講
演）、1997.11（大阪市）
■野呂浩介： 若齢犬に見られた線維肉腫の1例、第18回動物臨

臨床医学会、1997.11（大阪市）
■長澤

滋、小笠原淳子、久野由博、政田早苗、廣田尚享、坂

井尚子、山根義久： 食欲廃絶に陥ったカメの1例、第18回動
■野田

（大阪市）
■竹中雅彦、若松

セッション）、1997.11（大阪市）
■片岡智徳、増田裕子、小口洋子、髙島一昭、髙島久恵、長澤

裕、増田裕子、小口洋子、髙島一昭、髙島久恵、山本

滋、片岡智徳、久野由博、政田早苗、廣田尚享、坂井尚子、山根

床医学会、1997.11（大阪市）
■廣田尚享、政田早苗、久野由博、増田裕子、小口洋子、髙島一

義久： 異所寄生が認められた犬糸状虫症の1例、第18回動物

昭、髙島久恵、山本

臨床医学会、1997.11（大阪市）

坂井尚子、山根義久： 尿道狭窄症により、尿道－結腸吻合術

■長澤

裕、増田裕子、小口洋子、髙島一昭、髙島久恵、山本

滋、片岡智徳、久野由博、政田早苗、廣田尚享、坂井尚子、山根
義久： 納豆菌類似菌による発酵フードの犬における栄養評

滋、長澤

裕、片岡智徳、小笠原淳子、

を実施し8年間生存した猫の1例、第18回動物臨床医学会、
1997.11（大阪市）
■廣田尚享、片岡智徳、政田早苗、久野由博、増田裕子、小口洋

価試験、第18回動物臨床医学会（一般講演）、1997.11（大阪

子、髙島一昭、髙島久恵、山本

市）

根義久： カメの釣り針除去の1例、第18回動物臨床医学会、

■田村一朗、藤田桂一、戸野倉雅美、長屋美千代、田村真人、安
田真知子、岡村

優、山村穂積、酒井健夫： 犬の尿道瘻形成

裕、坂井尚子、山

1997.11（大阪市）
■髙島一昭、増田裕子、小口洋子、髙島久恵、山本

滋、長澤

裕、片岡智徳、小笠原淳子、久野由博、政田早苗、廣田尚享、

術の1症例、第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪市）
■田村真人、藤田桂一、戸野倉雅美、長屋美千代、田村一朗、安
田真知子、岡村

滋、長澤

優、山村穂積、酒井健夫： 犬の尿道結石に

対する超音波チップ応用の3症例、第18回動物臨床医学会、

坂井尚子、山根義久： 重症頭部外傷に対し外減圧開頭術を
行った犬の1例、第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪市）
■髙島久恵、髙島一昭、増田裕子、小口洋子、山本

滋、長澤

裕、片岡智徳、小笠原淳子、久野由博、政田早苗、廣田尚享、

1997.11（大阪市）
克一郎、山根義久： 心室

坂井尚子、山根義久： 食道切除およびバルーン拡張術を施

中隔欠損症と肺動脈狭窄症の犬に認められた肺高血圧症の

行した食道狭窄の犬の1例、第18回動物臨床医学会（ビデオ

■田中

綾、柴崎

哲、城下幸仁、星

セッション）、1997.11（大阪市）

1例、第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪市）
■田中

綾、柴崎

哲、星

克一郎、髙島一昭、山根義久： 体外

■髙島久恵、髙島一昭、増田裕子、小口洋子、山本

滋、長澤

循環による犬の心室中隔欠損症の1治験例、第18回動物臨床

裕、片岡智徳、小笠原淳子、久野由博、政田早苗、廣田尚享、坂

医学会、1997.11（大阪市）

井尚子、山根義久： 食道切除およびバルーン拡張術を施行

■土井口

修、吉本明美、坂田美和子、土井口

勝、高橋

健、

松山琢哉： 犬の動脈管開存と大動脈弁逆流を合併した心
室中隔欠損の複合心奇形の1例、第18回動物臨床医学会、
1997.11（大阪市）
■土井口

修、吉本明美、坂田美和子、土井口

勝、山崎寛治：

した食道狭窄の犬の1例、第18回動物臨床医学会、1997.11
（大阪市）

平成10年（1998）

■ 富澤康 子、 山 根 義 久、 野 一 色 泰 晴、 西田

博、 遠 藤 真

異なった形態および超音波像を呈した犬の肝細胞癌の2例、

弘、 小 柳

第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪市）

Transmyocardial perfusionに関する考察、第28回日本心臓

■藤原

明、藤原元子： 犬の両側膝蓋骨内方脱臼と両側前十

字靱帯断裂の1例、第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪
市）

血管外科学会学術総会、1998.2（東京都）
■田村一朗、藤田桂一、戸野倉雅美、長屋美千代、田村真人、
安田真知子、岡村

■藤田桂一、戸野倉雅美、田村一朗、長屋美千代、田村真人、安
田真知子、岡村

仁： 爬 虫 類 の 心 臓 の 組 織 学 的 検 討 から の

優、山村穂積、酒井健夫： 猫歯肉口内炎の

発生状況、第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪市）
■白永伸行、真下忠久、下田哲也、肺転移が認められた眼球内

優、山村穂積、酒井健夫： 犬の尿道瘻形

成術の1症例、平成9年度埼玉県獣医師会学術研究発表会、
1998.2（埼玉県）
■田村真人、藤田桂一、戸野倉雅美、田村一朗、長屋美千代、安
田真知子、岡村

優、山村穂積、酒井健夫： 犬の尿道結石に

黒色腫の犬の1例： 第18回動物臨床医学会、1997.11（大阪

対する超音波チップ応用の3症例、平成9年度埼玉県獣医師

市）

会学術研究発表会、1998.2（埼玉県）

■白永伸行、真下忠久、下田哲也： 眼球突出の猫の1例、第18回
動物臨床医学会、1997.11（大阪市）
■平山純子、溝尻妙子、山形静夫： 犬の水晶体前方脱臼の1例、

■藤田桂一、戸野倉雅美、田村一朗、長屋美千代、田村真人、安
田真知子、岡村

優、山村穂積、酒井健夫： 猫歯肉口内炎の

発生状況、第6回日本小動物歯科研究会、1998.2（東京都）
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■溝尻妙子、平山純子、山形静夫： 犬の超音波水晶体乳化吸引
術の2例、平成9年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、
■小出和欣： 胸腹部正中切開アプローチ法による心膜横隔膜
ヘルニア犬の整復例、平成9年度学会年次大会（日本小動物
獣医学会）
（ビデオセッション）、1998.2（福岡市）
克一郎、柴崎

哲、田中

綾、山根義久： 食道部分切除

術を実施した犬の右大動脈弓遺残症の1治験例、平成9年度
学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1998.2（福岡市）
■田中

綾、柴崎

哲、星

克一郎、山根義久、髙島一昭： 体外

循環による犬の心室中隔欠損症の根治術の一例、平成9年度
学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1998.2（福岡市）
■田中

綾、柴崎

哲、星

克一郎、山根義久、髙島一昭： 無血

充填体外循環下における犬の心室中隔欠損症の根治術の1
例、平成9年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1998.2

会症例報告会、1998.3（名古屋市）
■鬼頭克也、安田美由紀、大場恵典、桑原康人、北川

修、坂田美和子、土井口

勝、松山琢哉： リンパ管

拡張による乳糜胸の猫にIVH療法および胸管結紮を行っ
た1例、平成9年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、

研究－ショック原因物質の分離精製－、第125回日本獣医学
会、1998.4（宇都宮市）
■桑原康人、加藤生太、小林里依、岩田淳子、鬼頭克也、北川
均、佐々木栄英： 猫の腎移植に関する研究－拒絶反応の観
察－、第125回日本獣医学会、1998.4（宇都宮市）
■柴崎

哲、松本英樹、城下幸仁、田中

田真知子、岡村

優、山村穂積、酒井健夫： 猫歯肉口内炎の

第125回日本獣医学会、1998.4（宇都宮市）
克一郎、田中

綾、柴崎

哲、城下幸仁、館野信治、山根

義久： 犬におけるジキタリス製剤の適正投与方法の確立、
第125回日本獣医学会、1998.4（宇都宮市）
■倉田

修、野田

桂、大串直史、平尾秀博、星

克一郎、田中

哲、山根義久： カラードマイクロスフェアー法

を用いたドパミン投与による血行動態変動の検討、第125回
日本獣医学会、1998.4（宇都宮市）
■土井口

修、坂田美和子、吉本明美、土井口

勝、高橋

健、

松山琢哉： PISA法による僧帽弁逆流の定量的評価と逆流

1998.2（福岡市）
■片岡智徳、小口洋子、増田裕子、髙島一昭、髙島久恵、長澤
裕、山本

克一郎、山根

体外循環法施行時の血行動態および内分泌系の比較検討、

綾、柴崎

発生状況、平成9年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、

綾、星

義久： 犬の開心術における中心冷却下体外循環法と常温下

1998.2（福岡市）
■藤田桂一、戸野倉雅美、田村一朗、長屋美千代、田村真人、安

均、佐々

木栄英： 犬糸状虫虫体抽出液投与によるショックに関する

■星

（福岡市）
■土井口

■甲斐（石川）勝行、村江留里： 犬・猫の体表部腫瘍細胞診にお
ける細胞所見の重要性について、平成9年度名古屋市獣医師

1998.2（福岡市）

■星

腎泌尿器研究会、1998.3（大阪市）

滋、小笠原淳子、久野由博、政田早苗、廣田尚享、坂

率からの重症度別A/EとFSの変化、第68回日本獣医循環器
学会、1998.5（日本大学）

井尚子、山根義久： 犬の肺動脈狭窄症に対し体外循環下開

■為近俊幸、甲斐（石川）勝行、村江留里： 犬の慢性骨髄性白血

心術により流出路拡大形成術を実施した1治験例、平成9年

病の1例、第10回小動物臨床血液研究会、1998.5（日本獣医

度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1998.2（福岡市）

畜産大学）

■綿貫和彦： ステロイドの局所注射を使用した犬の肥満細胞

■永島由紀子、星

腫の3例、平成9年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、

滋、廣田尚享、長澤

綾、柴崎

哲、山根義久： 犬

デオセッション）、1998.7（東京都）

1998.2（福岡市）
■髙島一昭、髙島久恵、増田裕子、小笠原淳子、久野由博、政田
早苗、山本

克一郎、田中

の動脈開存症（PDA）の一例、第56回獣医麻酔外科学会（ビ

裕、片岡智徳、坂井尚子、山

根義久： 脳脱を伴った頭蓋骨複雑骨折の猫の1例、平成9年
度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1998.2（福岡市）
■髙島久恵、髙島一昭、増田裕子、小口洋子、山本

滋、長澤

■星

克一郎、柴崎

哲、田中

綾、山根義久： 胸骨正中切

開下で食道部分切除を実施した犬の右大動脈弓遺残症の
1治験例、第56回獣医麻酔外科学会（ビデオセッション）、
1998.7（東京都）
■田中

綾、星

克一郎、永島由紀子、柴崎

哲、山根義久：

裕、片岡智徳、小笠原淳子、久野由博、政田早苗、廣田尚享、坂

心停止下に流出路拡大形成術を実施した肺動脈狭窄症の

井尚子、山根義久： 食道切除およびバルーン拡張術を実施

一治験例、第56回獣医麻酔外科学会（ビデオセッション）、

した食道狭窄の犬の1治験例、平成9年度学会年次大会（日本

1998.7（東京都）
■片野修一、今山行夫、椿

小動物獣医学会）、1998.2（福岡市）
■下田哲也、白永伸行、真下忠久： 血液疾患におけるLDHア
イソザイムの臨床病理学的意義、日本獣医臨床病理学会、

洋、長島文幸、山田英一： ネコ肘

関節脱臼に対するETFEタイによる観血的整復法、第56回
獣医麻酔外科学会、1998.7（東京都）
■田村一朗、藤田桂一、戸野倉雅美、長屋美千代、田村真人、安

1998.2（東京都）
■甲斐（石川）勝行、村江留里： 犬・猫の体表部腫瘍細胞診にお
ける細胞所見の重要性について、日本獣医臨床病理学会、

田真知子、岡村

優、山村穂積、酒井健夫： 犬における重度

な会陰ヘルニアの1症例、平成10年度日本小動物獣医師会年
次大会、1998.7（東京都）

1998.2（東京都）
■山形静夫、溝尻妙子、平山純子、辻井宏文： 眼内レンズを移

■今西修大、小出由紀子、小出和欣： 犬の左胃静脈－後大静脈

植した糖尿病性白内障の犬の1例、第15回日本獣医臨床眼科

短絡症の2例、第36回岡山県小動物獣医学会、1998.8（岡山
市）

研究会、1998.2（東京都）
■山形静夫： 術中にPEAからECCEに変更した1例、第4回「メ
ニわんレンズ」症例検討会、1998.2（東京都）

■小出由紀子、今西修大、小出和欣： 胆管癌を伴う胆管嚢腫の
猫の1例、第36回岡山県小動物獣医学会、1998.8（岡山市）

哲、山根義久： 子宮

■小出和欣、小出由紀子： 部分結紮後、再手術により完全結紮

平滑筋腫摘出後に排尿障害を呈した犬に実施した膀胱部分

を実施した門脈体循環短絡症犬の2例、第36回岡山県小動物

切除術の一例、第9回獣医腎泌尿器研究会、1998.3（大阪市）

獣医学会、1998.8（岡山市）

■田中

綾、星

克一郎、城下幸仁、柴崎

■髙島一昭、髙島久恵、増田裕子、小口洋子、久野由博、政田早
苗、山根義久： 膀胱内異物が認められた猫の1例、第9回獣医

■赤木哲也、赤木恵美： 大型犬の胃拡張捻転症候群の1例、第
36回岡山県小動物獣医学会、1998.8（岡山市）

■赤木哲也、赤木恵美： 脾摘を実施した犬の難治性免疫介在
性溶血性貧血（IHA）の1例、第36回岡山県小動物獣医学会、

獣医学会〔中国〕、1998.9（鳥取市）
■下田哲也、白永伸行、真下忠久、名倉義治、湯地堅二： 猫白血

1998.8（岡山市）
均： 猫の傍肋骨ヘルニアの1例、島根県獣医学会、

病ウイルス感染症400例の臨床所見、平成10年度日本小動物
獣医学会〔中国〕、1998.9（鳥取市）

1998.8（松江市）
■桑原康人、桑原典枝： 乳腺癌に化学内分泌療法を行った猫

■溝尻妙子、平山純子、湯地裕美、山形静夫： 白内障手術後眼

の1例、平成10年度日本小動物獣医学会〔中部〕、1998.8（名

内レンズを挿入した犬の3例、平成10年度日本小動物獣医学
会〔中国〕、1998.9（鳥取市）

古屋市）
■山田英一、今山行夫、片野修一、住吉

浩、椿

洋、長島文幸：

ネコ巨大結腸症に対する結腸切開側々吻合術に応用した
Surgical Stapling法の検討、平成10年度日本小動物獣医学
浩、椿

洋、長島文幸、山田英一：

イヌの乾性角結膜炎に対する超低濃度シクロスポリン点眼
液の臨床効果について、平成10年度日本小動物獣医学会〔中
勲、廣田尚享、政田早苗、久野由博、北村

繁子、小笠原淳子、片岡智徳、長澤

裕、山本

敦、北村富

滋、髙島久恵、

髙島一昭、坂井尚子、山根義久： カメのヘミペニス脱の1例、

滋、片岡智徳、北村富繁子、北村

裕、山本

敦、久野由博、政田早苗、廣

勲、坂井尚子、山根義久： リンパ管拡張症の

犬の1例、第32回鳥取県獣医学会、1998.8（大栄町）
■片岡智徳、増田裕子、髙島一昭、髙島久恵、長澤、山本、小笠
原淳子、北村、北村富繁子、久野由博、政田早苗、廣田尚享、
若松、坂井尚子、山根義久： 翼の骨折整復にポリ-L-乳酸（PL
フィックスピン）を用いたフクロウの2例、第32回鳥取県獣

滋、小笠原淳子、片岡智徳、北村

裕、山本

敦、久野由博、政田早苗、廣

勲、坂井尚子、山根義久： 猫の心陰影にみら

れた加齢性変化、第32回鳥取県獣医学会、1998.8（大栄町）
■廣田尚享、政田早苗、久野由博、若松
昭、髙島久恵、山本
村

滋、長澤

勲、増田裕子、髙島一

裕、片岡智徳、小笠原淳子、北

敦、北村富繁子、坂井尚子、山根義久： レプトスピラ感

染症と診断された犬の2例、第32回鳥取県獣医学会、1998.8

敦、北村富

滋、髙島久恵、

髙島一昭、坂井尚子、山根義久： カメのヘミペニス脱の1例、
平成10年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1998.9（鳥取市）
の猫の1例、平成10年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1998.9
（鳥取市）
■小出和欣、小出由紀子： 部分結紮後、再手術により完全結紮
物獣医学会〔中国〕、1998.9（鳥取市）
■松村

均： 小腸平滑筋腫による犬の腸閉塞の1例、平成10年

度日本小動物獣医学会〔中国〕、1998.9（鳥取市）
■真下忠久、湯地堅二、名倉義治、白永伸行、下田哲也： 犬の
胃癌の1例、平成10年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1998.9
（鳥取市）
■竹中雅彦： 犬の心房内リエントリー性頻拍の1例、平成10年
度日本小動物獣医学会〔中国〕、1998.9（鳥取市）
切除を行った口腔内黒色腫の犬の2例、平成10年度日本小動
物獣医学会〔中国〕、1998.9（鳥取市）
■平山純子、溝尻妙子、湯地裕美、山形静夫： 犬の水晶体前方
脱臼の2例、平成10年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1998.9
（鳥取市）
■北村富繁子、増田裕子、髙島一昭、髙島久恵、長澤
滋、小笠原淳子、片岡智徳、北村
田尚享、若松

裕、山本

敦、久野由博、政田早苗、廣

勲、坂井尚子、山根義久： 猫の心陰影にみら

れた加齢性変化、平成10年度日本小動物獣医学会〔中国〕、

（大栄町）
■甲斐（石川）勝行、村江留里、為近俊幸： 化学療法を実施し
た血管肉腫の犬の1例、平成10年度日本小動物獣医学会〔中
部〕、1998.8（名古屋市）
■竹中雅彦： 犬の心房内リエントリー性頻拍の1例、第44回広
島県獣医学会、1998.8（広島市）
■鯉江

裕、山本

■湯地堅二、名倉義治、白永伸行、真下忠久、下田哲也： 外科的

医学会、1998.8（大栄町）
■北村富繁子、増田裕子、髙島一昭、髙島久恵、長澤
田尚享、若松

勲、廣田尚享、政田早苗、久野由博、北村

繁子、小笠原淳子、片岡智徳、長澤

を実施した門脈体循環短絡症犬の2例、平成10年度日本小動

第32回鳥取県獣医学会、1998.8（大栄町）
■小笠原淳子、髙島一昭、増田裕子、髙島久恵、長澤
田尚享、若松

1998.9（鳥取市）

■小出由紀子、今西修大、小出和欣： 胆管癌を伴う胆管嚢腫

部〕、1998.8（名古屋市）
■若松

脈短絡症の2例、平成10年度日本小動物獣医学会〔中国〕、
■若松

会〔中部〕、1998.8（名古屋市）
■片野修一、今山行夫、住吉

■今西修大、小出由紀子、小出和欣： 犬の左胃静脈－後大静

洋、藤田桂一、山村穂積、酒井健夫： イヌとネコに

1998.9（鳥取市）
■名倉義治、湯地堅二、真下忠久、白永伸行、下田哲也： 全身性
化学療法と膀胱内注入療法を試みた犬の膀胱腫瘍の1例、平
成10年度日本小動物獣医学会〔中国〕、1998.9（鳥取市）
■廣田尚享、政田早苗、久野由博、若松
昭、髙島久恵、山本

滋、長澤

勲、増田裕子、髙島一

裕、片岡智徳、小笠原淳子、北

ける排尿障害に関する疫学調査、第126回日本獣医学会、

村

1998.8（酪農学園大学）

染症と診断された犬の2例、平成10年度日本小動物獣医学会

■田村一朗、藤田桂一、戸野倉雅美、長屋美千代、田村真人、安

敦、北村富繁子、坂井尚子、山根義久： レプトスピラ感

〔中国〕、1998.9（鳥取市）

優、山村穂積、酒井健夫： 歯肉口内炎猫に

■松本英樹、掛端健士、兵頭武史、北村康也、伊藤浩太、高杉幹

おける全顎抜歯の治療効果、第126回日本獣医学会、1998.8

男： 右大動脈弓遺残症に動脈管索切離および食道壁部分切

田真知子、岡村
（酪農学園大学）

■藤田桂一、山村穂積、エステル・ノリエ・クロトビ、酒井健夫：
歯肉口内炎における全顎抜歯の治療効果、第126回日本獣医
学会、1998.8（酪農学園大学）
■湯地裕美、溝尻妙子、平山純子、山形静夫： 眼球摘出術後に
シリコンボールを埋没した4例、平成10年度日本小動物獣医
学会〔中国〕、1998.9（岡山市）
■赤木哲也、赤木恵美： 脾摘を実施した犬の難治性免疫介在

除を実施した犬の1例、平成10年度日本小動物獣医学会〔北
海道〕、1998.9（札幌市）
■田村一朗、藤田桂一、田村真人、長屋美千代、田村

優、花田

幸子、山村穂積、平田雅彦、エステル・ノリエ・クロトビ、酒井
健夫： 若齢犬に認められた皮膚型リンパ腫の1例、平成10年
度日本小動物獣医学会〔東京〕、1998.9（東京都）
■田村一朗、藤田桂一、戸野倉雅美、長屋美千代、田村真人、安
田真知子、岡村

優、山村穂積、酒井健夫： 若齢犬に認めら
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■松村

生溶血性貧血（IHA）の1例、平成10年度 第40回日本小動物
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れた皮膚型リンパ腫の1症例、平成10年度日本小動物獣医学

研究会、1998.10（名古屋市）
■圓尾拓也、上月茂和： 胃食道重積の猫の1例、第7回中部小動

会〔関東〕、1998.10（ひたちなか市）
■久野由博、廣田尚享、政田早苗、片岡智徳、長澤

裕、山本

滋、髙島久恵、髙島一昭、小口洋子、増田裕子、坂井尚子、山

物臨床研究会、1998.10（名古屋市）
■長澤

裕、増田裕子、髙島一昭、髙島久恵、山本

根義久： 僧帽弁狭窄症の猫の1例、第69回日本獣医循環器学

徳、小笠原淳子、北村

会、1998.10（福岡市）

廣田尚享、若松

■柴崎

哲、田中

綾、髙島一昭、片岡智徳、松本英樹、山根義

久： 体外循環下開心術により根治術を実施した犬の先天性

滋、片岡智

敦、北村富繁子、久野由博、政田早苗、

勲、坂井尚子、山根義久： 混合型肝癌の犬

の1例、第57回獣医麻酔外科学会、1998.10（福岡市）
■土井口

修、高橋

健、坂田美和子、土井口

勝、山崎寛治：

心疾患の7治験例、第69回日本獣医循環器学会、1998.10（福

犬の原発性肺高血圧症（PPH）の2例、平成10年度日本小動

岡市）

物獣医学会〔九州〕、1998.11（北九州市）

■北村富繁子、増田裕子、髙島一昭、髙島久恵、長澤
滋、小笠原淳子、片岡智徳、北村
田尚享、若松

裕、山本

敦、久野由博、政田早苗、廣

勲、坂井尚子、山根義久： 猫の心陰影にみら

れた加齢性変化、第69回日本獣医循環器学会、1998.10（福

■和泉谷

研、谷

敦之、鷹羽頼子、佐藤正勝、原

稔生： 犬の

角膜類皮種の1例、第14回日本獣医畜産大学学術交流会（ポ
スターセッション）、1998.11（日本獣医畜産大学）
■赤木哲也、赤木恵美： 劇症と思われた犬の免疫介在製溶血
性貧血（IHA）の1例、第19回動物臨床医学会、1998.11（大阪

岡市）
■髙島一昭、増田裕子、髙島久恵、山本
徳、小笠原淳子、北村
廣田尚享、若松

滋、長澤

裕、片岡智

敦、北村富繁子、久野由博、政田早苗、

勲、坂井尚子、山根義久、佐々井浩志： 心房

細動を呈した動脈管開存症の犬の1例、第69回日本獣医循環

廣田尚享、若松

裕、山本

敦、北村富繁子、久野由博、政田早苗、

勲、坂井尚子、山根義久： 翼の骨折整復に

ポリ-L-乳酸（PLフィックスピン）を用いたフクロウの2例、

信子、鈴木敏之、中野康弘、白地友子、坂口貴
毅正： 犬の口腔内・鼻腔内腫瘍30例に対

する放射線治療の有効性、第19回動物臨床医学会（一般講
■永島由紀子、星

克一郎、田中

綾、柴崎

哲、町田

登、山

根義久： 左卵巣および腹膜後腔に発生した犬の奇形種の1
例、第19回動物臨床医学会、1998.11（大阪市）
■岡村

優、藤田桂一、田村真人、戸野倉雅美、田村一朗、長屋

美千代、花田幸子、高柳博之、三ツ村麻美、山村穂積、酒井健

第7回中部小動物臨床研究会、1998.10（名古屋市）
■為近俊幸、村江留里、甲斐（石川）勝行： 著しい白血球増加
のみられた犬の1例、第7回中部小動物臨床研究会、1998.10

夫： 帝王切開後にMRSA感染症を認めた犬の1例、第19回動
物臨床医学会、1998.11（大阪市）
■加藤

（名古屋市）
■桑原康人、岩田和也、桑原典枝： 乳腺癌に化学内分泌療法を
行った猫の1例、第7回中部小動物臨床研究会、1998.10（名

郁、佐々井浩志、木村武司、小山佐代子、倉本信子：

犬の若年性フレグモーネの1例、第19回動物臨床医学会、
1998.11（大阪市）
■久野由博、政田早苗、廣田尚享、若松

古屋市）
■甲斐（石川）勝行、村江留里、為近俊幸： 化学療法を実施した
血管肉腫の犬の1例、第7回中部小動物臨床研究会、1998.10

昭、山本

滋、長澤

勲、増田裕子、髙島一

裕、片岡智徳、小笠原淳子、北村

敦、北

村富繁子、坂井尚子、山根義久： 重度熱傷の猫の1例、第19回
動物臨床医学会、1998.11（大阪市）

（名古屋市）
■若松

毅生、南

彦、坂口仁美、南

演）、1998.11（大阪市）

器学会、1998.10（福岡市）
■片岡智徳、増田裕子、髙島一昭、髙島久恵、長澤
滋、小笠原淳子、北村

市）
■南

勲、廣田尚享、政田早苗、久野由博、北村

敦、北村富

■桑原康人、岩田和也、桑原典枝： 乳腺癌に化学内分泌療法を

滋、髙島久恵、

行った猫の1例、第19回動物臨床医学会、1998.11（大阪市）

髙島一昭、坂井尚子、山根義久： カメのヘミペニス脱の1例、

■溝尻妙子、平山純子、湯地裕美、山形静夫： 排尿障害がみ

繁子、小笠原淳子、片岡智徳、長澤

裕、山本

ら れ た 犬 の 膣 ポ リ ー プ の1例、 第19回 動 物 臨 床 医 学 会、

第7回中部小動物臨床研究会、1998.10（名古屋市）
■小笠原淳子、髙島一昭、増田裕子、髙島久恵、長澤
滋、片岡智徳、北村富繁子、北村
田尚享、若松

裕、山本

敦、久野由博、政田早苗、廣

勲、坂井尚子、山根義久： 腸リンパ管拡張症

の犬の1例、第7回中部小動物臨床研究会、1998.10（名古屋

1998.11（大阪市）
■溝尻妙子、平山純子、湯地裕美、山形静夫： 白内障手術後に
人工レンズを挿入した犬の4例、第19回動物臨床医学会、
1998.11（大阪市）
■高橋恵理子、仲庭茂樹： 薄筋の線維症型ミオパシーが疑わ

市）
■村江留里、為近俊幸、甲斐（石川）勝行： 尿道端々吻合術を
行った外傷性尿道断裂の猫の1例、第7回中部小動物臨床研

脈－後大静脈短絡症の外科的治験例、第19回動物臨床医学

究会、1998.10（名古屋市）
■中谷

孝： 犬の急性膵炎の1例、第7回中部小動物臨床研究
洋： 左心房の著明な拡張と球

状血栓を生じた猫の肥満型心筋症と思われる1例、第7回中
修、高橋

健、麻生

健、坂田美和子、土井口

勝、

山崎寛治： 原発性肺高血圧症（PPH）にSAMを合併した犬
の1例、第7回中部小動物臨床研究会、1998.10（名古屋市）
■土井口

修、坂田美和子、吉本明美、土井口

滋、長澤

裕、増田裕子、髙島一昭、髙島久恵、片岡智

徳、小笠原淳子、北村
廣田尚享、若松

敦、北村富繁子、久野由博、政田早苗、

勲、坂井尚子、山根義久： 副腎皮膚機能亢

進症の犬の2例、第19回動物臨床医学会、1998.11（大阪市）

部小動物臨床研究会、1998.10（名古屋市）
■土井口

会、1998.11（大阪市）
■山本

会、1998.10（名古屋市）
■仲庭茂樹、高橋恵理子、山崎

れた犬の1例、第19回動物臨床医学会、1998.11（大阪市）
■今西修大、小出由紀子、小出和欣： 犬の左胃静脈を介した門

勝、高橋

健、

■柴崎

哲、田中

綾、髙島一昭、松本英樹、山根義久： 体外循

環下開心術により根治術を実施した犬の心室中隔欠損症の
3治験例、第19回動物臨床医学会、1998.11（大阪市）
■若松

勲、廣田尚享、久野由博、政田早苗、増田裕子、髙島一

松山琢哉： PISA法による僧帽弁逆流の定量的評価と逆流

昭、髙島久恵、山本

率からの重症度別A/EとFSの変化、第7回中部小動物臨床

村

滋、長澤

裕、片岡智徳、小笠原淳子、北

敦、北村富繁子、坂井尚子、山根義久： カメのヘミペニ

ス脱の1例、第19回動物臨床医学会、1998.11（大阪市）
■小笠原淳子、長澤

裕、髙島一昭、増田裕子、髙島久恵、山本

滋、片岡智徳、北村富繁子、北村

敦、久野由博、政田早苗、

勲、坂井尚子、山根義久： 腸リンパ管の高

度な拡張が認められた犬の一例、第19回動物臨床医学会、

裕、増田裕子、髙島一昭、髙島久恵、山本

徳、小笠原淳子、北村
廣田尚享、若松

敦、北村富繁子、久野由博、政田早苗、

勲、坂井尚子、山根義久： 混合型肝癌の犬

の1例、第19回動物臨床医学会、1998.11（大阪市）
■長澤

裕、廣田尚享、久野由博、政田早苗、若松

昭、増田裕子、髙島久恵、山本

1998.11（大阪市）
■小出由紀子、今西修大、小出和欣： 胆管癌を伴う胆管嚢腫の
猫の1例、第19回動物臨床医学会、1998.11（大阪市）

村

勲、髙島一

滋、片岡智徳、小笠原淳子、北

敦、北村富繁子、坂井尚子、山根義久、藤田敏一： 犬の瘙

痒に対するアレルギー性皮膚疾患用療法食Clinical
演）、1998.11（大阪市）
■田村真人、藤田桂一、長屋美千代、田村一朗、岡村

会、1998.11（大阪市）

Diets

A/ARの臨床応用試験、第19回動物臨床医学会（一般講

■小出和欣、小出由紀子： 部分結紮後再手術により完全結紮
を実施した門脈体循環短絡症犬の2例、第19回動物臨床医学

滋、片岡智

優、花田

■小出和欣： 胸腹部正中切開アプローチ法による心膜横隔膜

幸子、高柳博之、三ツ村麻美、山村穂積、酒井健夫： 排尿障害

ヘルニア犬の整復例、第19回動物臨床医学会（ビデオセッ

を認めた犬の1症例、第19回動物臨床医学会1998.11（大阪
市）

ション）、1998.11（大阪市）
■松本英樹、掛端健士、兵頭武史、北村康也、伊藤浩太、高杉幹

■田中

綾、原山

明、永島由紀子、柴崎

哲、星

克一郎、山

男： 右大動脈弓遺残症に左肋間アプローチにより動脈管索

根義久： 若齢犬にみられた重度な嘔吐を伴った食道狭窄症

切離および食道壁部分切除を実施した犬の1例、第19回動物

に対する手術時所見、第19回動物臨床医学会（ビデオセッ
ション）、1998.11（大阪市）

臨床医学会、1998.11（大阪市）
■真下忠久、湯地堅二、名倉義治、白永伸行、下田哲也： 胃腺癌
の犬の1例、第19回動物臨床医学会、1998.11（大阪市）
■真下忠久、湯地堅二、名倉義治、白永伸行、下田哲也： 免疫
介在性汎血球減少症の猫の1例、第19回動物臨床医学会、
■杉山紫乃、近江直子、白石洋造、星
綾、柴崎

克一郎、永島由紀子、田

哲、山根義久： 体外循環下開心術により根治

術を実施した犬の肺動脈弁狭窄症の2治験例、第19回動物臨

明、永島由紀子、柴崎

哲、星

克一郎、山

根義久： 若齢犬にみられた重度な嘔吐を伴った食道狭窄症
の1手術治験例、第19回動物臨床医学会、1998.11（大阪市）
■土井口

修、高橋

健、坂田美和子、土井口

勝： PISA法に

臨床医学会、1998.11（大阪市）
■土井口

修、高橋

健、麻生

健、坂田美和子、土井口

勝、

山崎寛治： 犬の原発性肺高血圧症（PPH）の2例、第19回動物
臨床医学会、1998.11（大阪市）

床医学会、1998.11（大阪市）
■政田早苗、久野由博、増田裕子、髙島一昭、髙島久恵、山本
滋、長澤

綾、原山

よる僧帽弁逆流の定量的評価と逆流率の検討、第19回動物

1998.11（大阪市）
中

■田中

裕、片岡智徳、小笠原淳子、坂井尚子、山根義久：

Adams-Stokes症候群を伴う第3度房室ブロックを呈した肥
大型心筋症の猫の1例、第19回動物臨床医学会、1998.11（大

■島

尚子、田中

綾、星

克一郎、永島由紀子、柴崎

哲、山

根義久： 若齢猫の動脈管開存症において結紮術を実施した
1治験例、第19回動物臨床医学会、1998.11（大阪市）
■島

尚子、田中

綾、星

克一郎、永島由紀子、柴崎

哲、山

根義久： 若齢猫の動脈管開存症における根治術の手術時

阪市）
■政田早苗、小口洋子、松本英樹、久野由博、増田裕子、髙島一
昭、髙島久恵、山本

滋、廣田尚享、坂井尚子、山根義久、町田

登： ネコインターフェロンのイヌパルボウィルス感染症に

所見、第19回動物臨床医学会（ビデオセッション）、1998.11
（大阪市）
■湯地堅二、名倉義治、白永伸行、真下忠久、下田哲也： 外科的

対する早期治療効果、第19回動物臨床医学会（一般講演）、

切除と化学療法を併用した膀胱移行上皮癌の犬の1例、第19

1998.11（大阪市）

回動物臨床医学会、1998.11（大阪市）
綾、城下幸仁、柴

■湯地堅二、名倉義治、白永伸行、真下忠久、下田哲也： 全身的

哲、山根義久： 体外循環下開心術により疣贅摘出を試

化学療法と膀胱注入療法の併用を試みた犬の膀胱腫瘍の1

■星

克一郎、永島由紀子、古川修治、田中

崎

みた猫の大動脈弁狭窄症の1例、第19回動物臨床医学会、
■倉田

修、古川修治、野田

綾、柴崎

例、第19回動物臨床医学会、1998.11（大阪市）
■湯地裕美、溝尻妙子、平山純子、山形静夫： ビーフジャー

1998.11（大阪市）
桂、大串直史、平尾秀博、田中

哲、山根義久： 犬におけるカラードマイクロス

フェア法を用いた薬物投与時の血行動態変動の検討2－各

キーにより腸閉塞を起こした猫の1例、第19回動物臨床医学
会、1998.11（大阪市）
■湯地裕美、溝尻妙子、平山純子、山形静夫： 犬の絶対緑内

濃度のドパミン投与が各臓器血流におよぼす影響－、第19

障に眼内義眼を挿入した14眼、第19回動物臨床医学会、

回動物臨床医学会（一般講演）、1998.11（大阪市）

1998.11（大阪市）

■大串直史、渡辺逸子、鯉江

洋、雨森

隆、佐藤常男、山村穂

積、田中茂男： 雄犬の尿路変更術の1例、第19回動物臨床医
学会（ビデオセッション）、1998.11（大阪市）
■竹中雅彦： 犬の心房内リエントリー性頻拍の1例、第19回動
物臨床医学会、1998.11（大阪市）
■中尾正明、山根義久、内野富弥、渡邊俊文： 慢性腎不全ネコ
を対象とした経口吸着剤AST-120の臨床的検討－多施設共
同臨床試験－、第19回動物臨床医学会（一般講演）、1998.11
（大阪市）
■仲庭茂樹、高橋恵理子： 犬の膀胱移行上皮癌の1例、第19回
動物臨床医学会、1998.11（大阪市）

■藤原

明、藤原元子： 震災時、両側後肢の挫滅により両側後

肢に重度の障害を受けた猫の1例、第19回動物臨床医学会、
1998.11（大阪市）
■藤田桂一、田村真人、戸野倉雅美、田村一朗、長屋美千代、岡
村

優、花田幸子、高柳博之、三ツ村麻美、山村穂積、酒井健

夫： 大型犬の摩耗犬歯に対する抜髄即時根管充填の1例、第
19回動物臨床医学会、1998.11（大阪市）
■内野富弥、山根義久、本好茂一： ネコインターフェロンのネ
コカリシウィルス感染症に対する245例の市販後臨床試験
成績、第19回動物臨床医学会（一般講演）、1998.11（大阪市）
■白永伸行、湯地堅二、名倉義治、真下忠久、下田哲也： 真性赤
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廣田尚享、若松

■長澤
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11

血球増加症の犬の1例、第19回動物臨床医学会、1998.11（大

夫： 猫の歯肉口内炎の発症要因の解析、第10回埼玉県学術
研究発表会、1999.2（岩槻市）

阪市）
■白川

希、平尾秀博、永島由紀子、星

克一郎、山根義久： 電

■藤田理恵子、田村一朗、戸野倉雅美、長屋美千代、田村真人、

磁血流計を用いた犬における循環動態作動物質投与時の血

安田真知子、岡村

流の計測とその変化－ジゴキシン投与が健康犬の循環動態

て臼歯の抜歯を行った1治療例、第7回日本小動物歯科研究

に及ぼす影響－、第19回動物臨床医学会、1998.11（大阪市）

優、藤田桂一： ウサギの下顎膿瘍に対し

会、1999.2（東京都）

勉： 犬の

■下田哲也、白永伸行、真下忠久、湯地堅二： 猫白血病ウイル

水晶体前方脱臼の2例、第19回動物臨床医学会（ビデオセッ

ス感染症400例の臨床所見、平成10年度学会年次大会（日本

■平山純子、溝尻妙子、湯地裕美、山形静夫、吉田

小動物獣医学会）、1999.2（札幌市）

ション）、1998.11（大阪市）
■平山純子、溝尻妙子、湯地裕美、山形静夫： 眼球摘出後に
シリコンボールを埋没した5例、第19回動物臨床医学会、
希、永島由紀子、星

克一郎、山根義久： 犬

におけるテレメトリーシステムを用いた循環動態作動物質
の血行動態への影響－ジキタリス剤の維持量投与におけ
る健康犬への作用－、第19回動物臨床医学会（一般講演）、

廣田尚享、若松

裕、増田裕子、髙島久恵、山本

敦、北村富繁子、久野由博、政田早苗、

勲、坂井尚子、山根義久： 周囲組織の壊死

により骨癒合不全を来した大腿骨骨折の犬の1例、第19回動
敦、髙島一昭、増田裕子、髙島久恵、長澤

裕、山本

滋、小笠原淳子、片岡智徳、北村富繁子、久野由博、政田早苗、
廣田尚享、若松

勲、坂井尚子、山根義久、佐々井浩志： 心房

細動を伴った動脈管開存症の犬の1例、第19回動物臨床医学
■北村富繁子、増田裕子、髙島一昭、髙島久恵、長澤
滋、小笠原淳子、片岡智徳、北村

裕、山本

敦、久野由博、政田早苗、廣

勲、坂井尚子、山根義久： 猫の心陰影にみら

れた加齢性変化、第19回動物臨床医学会、1998.11（大阪市）
■綿貫和彦、植草丈幸： 動物用ヘルストロンのFUSに対する
使用経験、第19回小動物臨床研究会、1998.11（大阪市）
■和泉谷

研、谷

哲、永島由紀子、星

克一郎、田中

綾、山根義久： 若

齢猫の動脈管開存症において結紮術を実施した一治験例、
平成10年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1999.2
（札幌市）
ける左胃静脈短絡症の外科手術例、平成10年度学会年次大
会（日本小動物獣医学会）
（ビデオセッション）、1999.2（札
幌市）
■松本英樹、掛端健士、兵頭武史、北村康也、伊藤浩太、高杉
コックス感染状況および試験的予防プログラムの検討-中
間報告、平成10年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、
1999.2（札幌市）
■大串直史、渡辺逸子、鯉江

洋、雨森

隆、佐藤常男、田中茂

男、山村穂積： 雄犬の尿路変更術を行った2症例、平成10年

会、1998.11（大阪市）

田尚享、若松

■柴崎

幹男 ： 北海道南部（函館市周辺）の飼犬におけるエキノ

物臨床医学会、1998.11（大阪市）
■北村

晶体前方脱臼の2例、平成10年度学会年次大会（日本小動物

■小出和欣、小出由紀子、今西修大、靏野光興： トイ犬種にお

1998.11（大阪市）
■片岡智徳、髙島一昭、長澤
滋、小笠原淳子、北村

勉： 犬の水

獣医学会）、1999.2（札幌市）

1998.11（大阪市）
■平尾秀博、白川

■山形静夫、湯地裕美、平山純子、溝尻妙子、吉田

敦之、鷹羽頼子、北村郁子、佐藤正勝： 犬の

度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、1999.2（札幌市）
■田村一郎、藤田桂一、長屋美千代、田村真人、岡村

優、花田

幸子、三ツ村真美、高柳博之、山村穂積、酒井健夫： 犬におけ
る重度な会陰ヘルニアの1症例、平成10年度学会年次大会
（日本小動物獣医学会）、1999.2（札幌市）
■田中

綾、柴崎

哲、永島由紀子、星

克一郎、山根義久： 若

齢犬にみられた重度な嘔吐を伴った食道狭窄症に対する手

角膜類皮種の1例、第19回動物臨床医学会、1998.11（大阪

術時所見、平成10年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、

市）

1999.2（札幌市）

■靏野光興、高橋孝之、小出和欣： 膀胱結石を伴った左胃静

■藤田桂一、岡村

優、田村真人、戸野倉雅美、田村一朗、長屋

脈－後大静脈短絡症の犬の1例、第19回動物臨床医学会、

美千代、花田幸子、高柳博之、三ツ村麻美、山村穂積、酒井健

1998.11（大阪市）

夫： 猫の歯肉口内炎の発症要因の解析、平成10年度学会年

■髙島一昭、増田裕子、髙島久恵、山本
徳、小笠原淳子、北村

滋、長澤

裕、片岡智

敦、北村富繁子、久野由博、政田早苗、

次大会（日本小動物獣医学会）、1999.2（札幌市）
■髙島一昭、久野由博、山根義久、佐々井浩志： 心房細動を呈

勲、坂井尚子、山根義久、佐々井浩志： 心

した動脈管開存症に対し動脈管結紮術を行った犬の1治験

房細動を呈した動脈管開存症に対し動脈管結紮術を行っ

例、平成10年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）
（ビデオ

廣田尚享、若松

た犬の一例、第19回動物臨床医学会（ビデオセッション）、
1998.11（大阪市）

平成11年
（1999）
■岡村

優、藤田桂一、田村真人、戸野倉雅美、田村一朗、長屋

セッション）、1999.2（札幌市）
■田村一朗、藤田桂一、戸野倉雅美、長屋美千代、田村真人、
安田真知子、岡村

優、山村穂積、酒井健夫： 若齢犬に認め

られた皮膚型リンパ腫の1症例、日本獣医臨床病理学会、
1999.2（東京都）

美千代、花田幸子、高柳博之、三ツ村麻美、山村穂積、酒井健

■山形静夫、溝尻妙子、平山純子、湯地裕美： 網膜電図（ERG）

夫： 帝王切開後にMRSA感染症を認めた犬の1例、第10回埼

の使用経験、第16回日本獣医臨床眼科研究会、1999.3（那覇

玉県学術研究発表会、1999.2（岩槻市）
■田村真人、藤田桂一、戸野倉雅美、田村一朗、長屋美千代、岡
村

優、花田幸子、高柳博之、三ツ村麻美、山村穂積、酒井健

夫： 排尿障害を認めた犬の1症例、第10回埼玉県学術研究発
表会、1999.2（岩槻市）

市）
■髙島一昭、髙島久恵、増田裕子、長澤
淳子、久野由博、政田早苗、若松
田

裕、片岡智徳、小笠原

勲、坂井尚子、山根義久、町

登： エンセファリトゾーン症が疑われた犬の1例、第10

回腎泌尿器研究会、1999.3（大阪市）

優、田村真人、戸野倉雅美、田村一朗、長屋

■橋本志津、三枝早苗、山村穂積： 真皮にリンパ球浸潤のみら

美千代、花田幸子、高柳博之、三ツ村麻美、山村穂積、酒井健

れた猫の1症例、第3回日本獣医皮膚科学会、1999.3（東京

■藤田桂一、岡村

■須磨信幸、北村郁子、森田玲子、佐藤正勝、原

都）
■斉藤明徳、谷

敦之、北村郁子、佐藤正勝： 犬の角膜類皮種
綾、柴崎

哲、山根義久： 小動物用に開

発した人工心肺回路における人工肺の比較検討、第127回日

■藤原

明、藤原元子： 阪神大震災時両側後肢の挫滅により

両後肢端に重度の障害を受けた猫の1例、平成11年度日本小
動物獣医学会〔近畿〕、1999.9（和歌山市）

本獣医学会、1999.4（麻布大学）
哲、山根義久： 各種病態にある僧帽弁閉鎖

■甲斐（石川）勝行、渡辺美登利、為近俊幸： 腸腺癌に腸バイパ

不全症犬における血小板凝集能の検討、第127回日本獣医学

ス形成術ならびに化学療法を実施した猫の1例、平成11年度

■田中

綾、柴崎

日本小動物獣医学会〔中部〕、1999.9（富山市）

会、1999.4（麻布大学）
■前田啓之、松永佳子、遠藤財範、堀江

聡、髙島一昭、北村幸

郷、寺田忠史： 膵Gastrinomaとして発症した膵混合型導管
内分泌癌

24年にわたる経過をとった1剖検例、第88回日本
修、高橋

健、坂田美和子、土井口

勝、麻生

健：

オシロメトリック法を用いた動物病院内出の健常犬の血圧
値、第70回日本獣医循環器学会、1999.5（日本獣医畜産大

浩、椿

洋、柴田武志、他2名： 半

導体レーザーによる犬猫の腸管吻合法の検討と臨床応用、
平成11年度日本小動物獣医学会〔中部〕、1999.9（富山市）
■住吉

病理学会、1999.4（東京都）
■土井口

■山田英一、今山行夫、住吉

浩、片野修一、蔵谷洋介、山田英一： 排尿困難を呈し

た雌犬に対する交感神経 α1 受容体遮断薬の臨床効果、平
成11年度日本小動物獣医学会〔中部〕、1999.9（富山市）
■片野修一、今山行夫、住吉

浩、椿

洋、長島文幸、山田英一：

超低濃度シクロスポリン眼科用薬剤の作成と臨床応用、平

学）
■小口洋子、増田裕子、小笠原淳子、髙島一昭、町田

登、山根

義久： 若齢猫で認められた肥大型心筋症の1例、第70回日本

成11年度日本小動物獣医学会〔中部〕、1999.9（富山市）
■橋本志津、古川修治、三枝早苗、山村穂積、酒井健夫、竹内
啓： イヌパルボウイルス感染症の疫学とその臨床応用、第

獣医循環器学会、1999.5（日本獣医畜産大学）
■児玉由美子、山本亜希、小中裕子、岡本五月樹、山村穂積： 重
度脳障害を持つイヌの介護例、第9回日本動物看護学会、

37回日本大学獣医学会、1999.9（愛媛県）
■宇野雄博、河野史郎、千野和彦、千野真弓： 胆泥貯留を認め
た犬の4症例、第1回日本臨床獣医学フォーラム、1999.9（東

1999.6（東京都）
■高柳博之、藤田桂一、田村一朗、岡村

優、花田幸子、三ツ村

京都）

麻美、河野和一郎、柴崎拓也、土屋彰彦、永田瑞穂、戸野倉雅

■下田哲也、真下忠久、湯地堅二： 犬の原発性マクログロブリ

美、山村穂積、酒井健夫： 犬猫における子宮疾患2症例、平成

ン血症の1例、第1回日本臨床獣医学フォーラム、1999.9（東

11年度日本小動物獣医師会年次大会、1999.7（東京都）
■小出和欣： 胆管癌を伴う胆管嚢腫の猫の1例、平成11年度日

美、山村穂積、酒井健夫： 犬におけるセルトリ細胞腫の肝臓
転移症例、第1回日本臨床獣医学フォーラム、1999.9（東京

動物獣医学会、1999.8（岡山市）
■小出和欣、小出由紀子、山縣浩海： 胆嚢破裂を起こした胆石
症犬の1例、第37回岡山県小動物獣医学会、1999.8（岡山市）
均： 小腸平滑筋腫による犬の腸閉塞の1例、島根県獣

都）
■小出和欣、小出由紀子、河合賢治： 犬の胸腺腫の1例、第1回
日本臨床獣医学フォーラム、1999.9（東京都）
■仲庭茂樹、高橋恵理子、山崎

医学会、1999.8（松江市）
■久野由博、政田早苗、若松

優、三ツ村麻美、高柳

博之、河野和一郎、土屋彰彦、柴崎拓也、永田瑞穂、戸野倉雅

本小動物獣医師会年次大会、1999.7（東京都）
■小出由紀子、小出和欣： 犬の胸腺腫の1例、第37回岡山県小

■松村

京都）
■花田幸子、藤田桂一、田村一朗、岡村

勲、増田裕子、髙島一昭、長澤

裕、片岡智徳、小笠原淳子、山根義久： 西部地区におけるエ

洋： 犬の汎血球減少症の1例、

第1回日本臨床獣医学フォーラム、1999.9（東京都）
■髙島一昭、北村富繁子、髙島久恵、増田裕子、長澤

裕、片岡

キゾチックアニマル診療の傾向、第33回鳥取県獣医学会、

智徳、小笠原淳子、久野由博、政田早苗、若松

1999.8（大栄町）

山根義久： 尿路変更術を行った猫の1例、第1回日本臨床獣

■小笠原淳子、北村

敦、髙島一昭、増田裕子、長澤

裕、片岡

勲、坂井尚子、

医学フオーラム、1999.9（東京都）

勲、坂井尚子、山根義久、亘

■松本英樹、掛端健士、兵頭武史、北村康也、伊藤浩太： 尿崩症

敏広、島田章則： 皮膚型リンパ腫の犬の1例、第33回鳥取県

に胆嚢疾患を併発したと思われる犬の1例、平成11年日本小

智徳、久野由博、政田早苗、若松

動物獣医学会〔北海道〕、1999.9（北見市）

獣医学会、1999.8（大栄町）
■髙島一昭、北村富繁子、髙島久恵、増田裕子、長澤
智徳、小笠原淳子、久野由博、政田早苗、若松

裕、片岡

勲、坂井尚子、

山根義久： 尿路変更術を行った猫の1例、第33回鳥取県獣医

淳子、久野由博、政田早苗、若松

裕、片岡智徳、小笠原

勲、坂井尚子、山根義久、町

登： エンセファリトゾーン症が疑われた犬の1例、第33

回鳥取県獣医学会、1999.8（大栄町）
■竹中雅彦： 犬の腎性二次性上皮小体機能亢進症における疼
痛緩和の試み、第45回広島県獣医学会、1999.8（広島市）
■藤田桂一、田村一朗、岡村

優、花田幸子、高柳博之、三ツ村

麻美、山村穂積、酒井健夫： 猫歯肉口内炎における全顎抜歯
後の長期臨床評価、平成11年度日本小動物獣医学会〔関東〕、
1999.9（千葉県）

修、江坂幸敏、土井口

勝： ショック状態で来院し

た副腎皮質機能低下症の犬の1例：平成11年度日本小動物獣
医学会〔九州〕、1999.10（福岡市）
■永島由紀子、星

学会、1999.8（大栄町）
■髙島一昭、髙島久恵、増田裕子、長澤
田

■土井口

克一郎、田中

綾、山根義久： 正常犬およ

びMRモデル犬におけるジゴキシン慢性投与時の血行動態
学的検討、第128回日本獣医学会、1999.10（熊本市）
■星

克一郎、永島由紀子、田中

綾、町田

登、山根義久： 右

心腔内に発生した犬の粘液腫の1例、第128回日本獣医学会、
1999.10（熊本市）
■田中 綾、
永島由紀子、
星 克一郎、
山根義久： Coil occlusion
による犬のPDAの根治術、第128回日本獣医学会、1999.10
（熊本市）
■安田圭太郎、宇野雄博： 犬の右大動脈弓遺残症の1例、平成
11年度日本小動物獣医学会〔四国〕、1999.10（高知市）
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克一郎、田中

治性ストルバイト結晶尿症の長期観察例、平成11年度日本
小動物獣医学会〔近畿〕、1999.9（和歌山市）

の1例、第3回日本獣医皮膚科学会､ 1999.3（東京都）
■星

稔生： 犬の難
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■赤木哲也、赤木恵美： 人工靱帯を利用した猫の前十字靱帯

博之、河野和一郎、柴崎祐也、土屋彰彦、永田瑞穂、戸野倉雅

断裂における整復例： 平成11年度日本小動物獣医学会〔中

美、山村穂積、酒井健夫： 犬におけるセルトリ細胞腫の肝臓
転移症例、第20回動物臨床医学会、1999.11（大阪市）

国〕、1999.10（松江市）
■下田哲也、真下忠久、湯地堅二： 犬の原発性マクログロブ

■久野由博、政田早苗、若松

勲、片岡智徳、長澤

裕、髙島一

リン血症の1例、平成11年度日本小動物獣医学会〔中国〕、

昭、増田裕子、坂井尚子、山根義久： 鳥取県西部地区におけ

1999.10（松江市）

るエキゾチックアニマルの診療傾向、第20回動物臨床医学

■小出由紀子、小出和欣、河合賢治： 犬の胸腺腫の1例、平成11
■小出和欣、小出由紀子、山縣浩海： 胆嚢破裂を起こした胆石
症犬の1例、平成11年日本小動物獣医学会〔中国〕、1999.10

智徳、長澤

勲、小笠原淳子、片岡

裕、増田裕子、坂井尚子、山根義久： エンセファ

リトゾーン症が疑われた犬の1例、第20回動物臨床医学会、
1999.11（大阪市）

（松江市）
■松村

会、1999.11（大阪市）
■久野由博、髙島一昭、政田早苗、若松

年日本小動物獣医学会〔中国〕、1999.10（松江市）

均： 小腸平滑筋腫による犬の腸閉塞の1例、平成11年

■金澤稔郎： 不活発を主訴とした甲状腺機能低下症の犬の3
例、第20回動物臨床医学会、1999.11（大阪市）

度日本小動物獣医学会〔中国〕、1999.10（松江市）
■真下忠久、湯地堅二、下田哲也： 好中球減少症を呈した
FeLV、FIV重度感染猫の2治験例、平成11年度日本小動物

■桑原康人、岩田和也、桑原典枝： 血液透析によって救命でき
た急性腎不全の猫の1例、第20回動物臨床医学会、1999.11
（大阪市）

獣医学会〔中国〕、1999.10（松江市）
■竹中雅彦： 犬の腎性二次性上皮小体機能亢進症における

■桑原康人、岩田和也、桑原典枝： 猫の尿蛋白/クレアチニン

疼痛緩和の試み、平成11年度日本小動物獣医学会〔中国〕、

比とFENaの院内検査法の検討、第20回動物臨床医学会、

1999.10（松江市）

1999.11（大阪市）

■為近俊幸、甲斐（石川）勝行、渡辺美登利： 胆管周囲炎の犬の
2例、第8回中部小動物臨床研究会、1999.10（名古屋市）
■桑原康人、岩田和也、桑原典枝： 血液透析によって救命で
きた急性腎不全の猫の1例、第8回中部小動物臨床研究会、

■甲斐（石川）勝行、渡辺美登利、為近俊幸： 腸腺癌に腸バイパ
ス形成術ならびに化学療法を実施した猫の1例、第20回動物
臨床医学会、1999.11（大阪市）
■高橋恵理子、仲庭茂樹： 犬の汎血球減少症の1例、第20回動
物臨床医学会、1999.11（大阪市）

1999.10（名古屋市）
■甲斐（石川）勝行、為近俊幸、渡辺美登利： 上部消化管内視鏡

■高柳博之、藤田桂一、田村一朗、岡村

優、花田幸子、三ツ村

検査にて診断した胃のリンパ腫の猫の1例、第8回中部小動

麻美、河野和一郎、柴崎拓也、土屋彰彦、永田瑞穂、戸野倉雅

物臨床研究会、1999.10（名古屋市）

美、山村穂積、酒井健夫： 犬猫における子宮疾患2症例、第20

■真下忠久、湯地堅二、下田哲也： 好中球減少症を呈した
FeLV、FIV重度感染猫の2治験例、第8回中部小動物臨床研

回動物臨床医学会、1999.11（大阪市）
■山形静夫、湯地裕美、中山聰太郎： ポータブルERGの犬への
応用経験、第20回動物臨床医学会、1999.11（大阪市）

究会、1999.10（名古屋市）
■仲庭茂樹、高橋恵理子： 盲腸の平滑筋肉腫に併発した犬の

■若松

勲、廣田尚享、久野由博、政田早苗、髙島一昭、髙島久

気胸の1例、第8回中部小動物臨床研究会、1999.10（名古屋

恵、増田裕子、長澤

市）

若齢ウサギにみられた胃内毛球症の2例、第20回動物臨床医

■渡辺美登利、甲斐（石川）勝行、為近俊幸： 腸腺癌に腸バイパ
ス形成術ならびに化学療法を実施した猫の1例、第8回中部
修、高橋

健、坂田美和子、土井口

勝、麻生

健：

オシロメトリック法を用いた動物病院内での健常犬の血圧
値、第8回中部小動物臨床研究会、1999.10（名古屋市）
■奈良なぎさ、山村穂積： 犬の飼育環境調査－1｢長寿犬の生
活と食餌｣、第6回日本動物看護学会、1999.11（大阪市）
■赤木哲也、赤木恵美： 人工靱帯を利用した猫の前十字靱帯
断裂における整復例、第20回小動物臨床研究会、1999.11
修： 心疾患の血圧、第20回動物臨床医学会（プレコ

裕、片岡

勲、坂井尚子、山根義久、亘

敏広、島田章則： 皮膚型 T ce11リンパ腫の犬の1例、第20回
動物臨床医学会、1999.11（大阪市）
■小出由紀子、小出和欣、河合賢治： 犬の胸腺腫の1例、第20回
動物臨床医学会、1999.11（大阪市）
■小出和欣、小出由紀子、山縣浩海： 胆嚢破裂を起こした胆石
症犬の1例、第20回動物臨床医学会、1999.11（大阪市）
■小出和欣、小出由紀子、靏野光興： トイ犬種における左胃静

■為近俊幸、甲斐（石川）勝行、渡辺美登利： 胆管周囲炎の犬の
2例、第20回動物臨床医学会、1999.11（大阪市）
克一郎、田中

ション）、1999.11（大阪市）
■松村

ングレス）、1999.11（大阪市）

■永島由紀子、星

敦、髙島一昭、増田裕子、長澤

脈短絡症の外科治験例、第20回動物臨床医学会（ビデオセッ

（大阪市）
■土井口

学会、1999.11（大阪市）
■小笠原淳子、北村

智徳、久野由博、政田早苗、若松

小動物臨床研究会、1999.10（名古屋市）
■土井口

裕、片岡智徳、小笠原淳子、山根義久：

綾、山根義久： 犬の副腎髄

質由来悪性腫瘍の1例、第20回動物臨床医学会、1999.11（大

均： 高電圧水を用いた犬の口臭および歯石に対する

効果、第20回動物臨床医学会、1999.11（大阪市）
■松本英樹、掛端健士、兵頭武史、伊藤浩太、北村康也： 肝性脳
症を発症した肝内性門脈体循環短絡症の小型犬の1治験例、
第20回動物臨床医学会、1999.11（大阪市）
■松本英樹、河又

阪市）
■下田哲也、真下忠久、山田隆紹： 犬のマクログロブリン血症
の1例、第20回動物臨床医学会、1999.11（大阪市）

淳、掛端健士、兵頭武史、伊藤浩太、北村康

也： 犬の慢性心不全に対するマグネシウム補充療法の試
み、第20回動物臨床医学会、1999.11（大阪市）

郁、相田紀明、岸本真樹、松浦友子： グリーンイグア

■上月茂和、圓尾拓也、井上義雅： 犬股関節形成不全における

ナのヘミペニス脱の1例、第20回動物臨床医学会、1999.11

予防的処置の適応の検討、第20回動物臨床医学会、1999.11

■加藤

（大阪市）

（大阪市）
■花田幸子、藤田桂一、田村一朗、岡村

優、三ツ村麻美、高柳

■上月茂和、圓尾拓也： 尿道術後狭窄と術後癒合不全に対し

て尿路変更術を実施した犬猫各1例、第20回動物臨床医学

■田中祥方、左向敏紀、廣瀬

昶、長谷川

承、石丸邦仁： 糖尿

病の犬の68例の臨床的検討（1989～ 1999）、第20回動物臨床

会、1999.11（大阪市）
■真下忠久、下田哲也： 好中球減少症を呈したFeLV、FIV重

医学会、1999.11（大阪市）
■土井口

修、三根雄一郎、坂田美和子、土井口

勝、高橋

健： 長期経過観察中に右―左短絡が認められた、大きな膜

市）
■真下忠久、下田哲也： 猫の胃に認められた肥満細胞腫の1

様部心室中隔欠損と肺動脈弁性狭窄を伴った猫の1症例、第
20回動物臨床医学会、1999.11（大阪市）

例、第20回動物臨床医学会、1999.11（大阪市）
■水野雅夫、植田幹也、三枝早苗、山村穂積： 播種性に全身症

■藤原

明、藤原元子： 犬の両側下顎骨骨折にキリュシュ

状が認められた猫のクリプトコッカス感染症の1例、第20回

ナー鋼線と歯科用レジンにより創外固定法を用いた1例、第

動物臨床医学会、1999.11（大阪市）

20回動物臨床医学会、1999.11（大阪市）

■菅

慶一郎、田中

綾、永島由紀子、星

克一郎、山根義久：

■藤田桂一、田村一朗、岡村

優、花田幸子、三ツ村麻美、高柳

フィラリア寄生による肺動脈高血圧症および三尖弁の虫体

博之、河野和一郎、土屋彰彦、柴崎拓也、永田瑞穂、戸野倉雅

纆絡・腱索断裂に対する開心術： 第20回動物臨床医学会（ビ

美、山村穂積、酒井健夫： 猫歯肉口内炎における全顎抜歯後
の長期臨床評価、第20回動物臨床医学会、1999.11（大阪市）

デオセッション）、1999.11（大阪市）
■政田早苗、久野由博、若松
恵、長澤

勲、増田裕子、髙島一昭、髙島久

裕、片岡智徳、小笠原淳子、坂井尚子、山根義久：

尿道断裂に腹壁尿道皮膚痩造設術を実施した猫の1例、第20
克一郎、田中

毅生、南

信子，大前省吾、中野康弘、白地友子、鈴木敏

之、坂口貴彦、坂口仁美、小澤信一、南

毅生： 犬の鼻腔内腫

瘍に対する放射線治療の効果について、第20回動物臨床医
学会（一般講演）、1999.11（大阪市）

回動物臨床医学会、1999.11（大阪市）
■星

■南

綾、永島由紀子、佐藤秀樹、屋敷澄子、柴

■並木良輔、田中

綾、永島由紀子、星克一郎、柴崎

哲、小口

崎哲、山根義久： 心膜一胸壁に癒着のみられた犬の心膜横

洋子、山根義久： デタッチャブルコイルを用いた犬の動脈

隔膜ヘルニアの1治験例、第20回動物臨床医学会（ビデオ

管開存症の3治験例、第20回動物臨床医学会、1999.11（大阪
市）

セッション）、1999.11（大阪市）
■星

克一郎、田中

綾、永島由紀子、清水美希、山根義久： 重

■片岡智徳、増田裕子、髙島一昭、長澤

裕、小笠原淳子、久野

度僧帽弁閉鎖不全症犬に対するβ遮断薬の効果について、

由博、政田早苗、若松

第20回動物臨床医学会（一般講演）、1999.11（大阪市）

整復に対するポリ-L-乳酸製ピン（ネオフィックス）の有効

■清水美希、田中

綾、永島由紀子、星

克一郎、山根義久： 難

治性の胸水、腹水を伴った犬の重度心不全の1治験例、第20
■石丸邦仁、渡辺幸孝、左向敏紀、中西章男、廣瀬

昶： 下垂

体腫大を伴った糖尿病猫の1例、第20回動物臨床医学会、
■石部孝宏、三枝早苗、中村遊香、山村穂積： 犬のTricophyton
mentagrophytes感 染 症 の1例、 第20回 動 物 臨 床 医 学 会、

20回動物臨床医学会、1999.11（大阪市）

■増田裕子、髙島一昭、長澤

裕、片岡智徳、小笠原淳子、久野

勲、坂井尚子、山根義久： 猫の尿道断

裂の1例、第20回動物臨床医学会、1999.11（大阪市）

克一郎、山根義久： 犬

会、1999.11（大阪市）
研、北村郁子、森田玲子、佐藤正勝、原

稔生： 犬の

難治性ストルバイト結晶尿症の長期観察例、第20回動物臨
床医学会、1999.11（大阪市）
■髙島一昭、山根義久、久野由博、山村穂積、柴崎文雄、佐藤正

裕、片岡智徳、小笠

勝、山形静夫、仲庭茂樹、下田哲也、竹中雅彦、廣瀬孝男、赤木

勲、坂井尚子、山根義久：

哲也、金澤稔郎、藤田公子、上月茂和、野呂浩介、河野史郎、宇

■増田裕子、髙島一昭、北村富繁子、長澤
原淳子、久野由博、政田早苗、若松

綾、永島由紀子、星

の右心腔内に発生した粘液腫の1例、第20回動物臨床医学
■和泉谷

1999.11（大阪市）

裕、小笠原淳子、久野

勲、坂井尚子、山根義久： 翼の骨折整

復にポリ-L-乳酸（ネオフィックス）を用いた野鳥の3例、第
■矢島信一、田中

1999.11（大阪市）

由博、政田早苗、若松

性、第20回動物臨床医学会（一般講演）、1999.11（大阪市）
■片岡智徳、増田裕子、髙島一昭、長澤
由博、政田早苗、若松

回動物臨床医学会、1999.11（大阪市）

勲、坂井尚子、山根義久： 鳥類の骨折

膀胱三角－結腸吻合術を行った猫の1例－、第20回動物臨床

野雄博、甲斐（石川）勝行、中谷

医学会（ビデオセッション）、1999.11（大阪市）

の角膜疾患に対する3%N−アセチルシスティン点眼液の

■竹中雅彦： 犬の腎性二次性上皮小体機能亢進症における疼
痛緩和の試み、第20回動物臨床医学会、1999.11（大阪市）

孝、木下久則、武藤具弘： 猫

有効性、第20回動物臨床医学会（一般講演）、1999.11（大阪
市）

■中山聡太郎、湯地裕美、山形静夫： 骨盤腔内より発生した新

■渡辺美登利、甲斐（石川）勝行、為近俊幸： 腸腺癌に腸バイパ

生物を摘出した猫の1例、第20回動物臨床医学会、1999.11

ス形成術ならびに化学療法を実施した猫の1例、名古屋市獣
医師会症例検討会、1999.12（名古屋市）

（大阪市）
■中山聰太郎、湯地裕美、山形静夫： 白内障手術後に眼圧が上
昇した犬の4眼、第20回動物臨床医学会、1999.11（大阪市）
■仲庭茂樹、高橋恵理子： 盲腸の平滑筋肉腫に併発した犬の
気胸の1例、第20回動物臨床医学会、1999.11（大阪市）
■長澤

裕、髙島一昭、増田裕子、片岡智徳、小笠原淳子、久野

由博、政田早苗、若松

勲、坂井尚子、山根義久： 猫における

結腸切除後の栄養管理としての高線維食の影響、第20回動
物臨床医学会、1999.11（大阪市）
■田中

綾、星

克一郎、髙島一昭、山根義久： 犬の体外循環

平成12年（2000）

■赤木哲也： 小動物における皮膚の形成外科

2.皮膚形成

外科の適応、平成11年度 学会年次大会（日本小動物獣医学
会）、2000.2（静岡市）
■弓削田直子、橋本志津、古川修治、三枝早苗、若尾義人、山村
穂積： 心膜型中皮腫の犬の一例、平成11年度学会年次大会
（日本小動物獣医学会）、2000.2（静岡市）
■山形静夫、湯地裕美、中山聰太郎： ポータブルERGの犬への

下での僧帽弁置換療法の試み、第20回動物臨床医学会（ビデ

応用経験、平成11年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、

オセッション）、1999.11（大阪市）

2000.2（静岡市）
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浩、山我義則、柴田武

之、三宅紀子、北村幸郷、寺田忠史： 慢性炎症性肝胆道疾患

志： 犬猫の外科手術に対する半導体レーザーのインドシア

における肥満細胞の検討、第89回日本病理学会、2000.4（大

■山田英一、今山行夫、片野修一、住吉

ニングリーン併用による凝固 ・ 蒸散法の応用、平成11年度
学会年次大会（日本小動物獣医学会）、2000.2（静岡市）
■住吉

浩、山田英一、片野修一、山我義則、今山行夫、椿

洋、長島文幸： 犬の乳腺腫瘍13例の肺野X線CT検査所見、
平成11年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、2000.2

第1回播磨地区小動物臨床研究会、2000.5（姫路市）
■藤田桂一、戸野倉雅美、田村一朗、岡村

優、花田幸子、高柳

博之、河野和一郎、柴崎祐也、土屋彰彦、永田瑞穂、山村穂積、
酒井健夫： 壊死を認めた猫に皮膚－尿管口形成術を行った

（静岡市）
■住吉

阪市）
■山本景史、渡辺雄志： 高Ca血症による多飲多尿の犬の1例、

浩、片野修一、山我義則、山田英一、今山行夫、椿

洋、長島文幸： 犬に対するレーザー緑内障外科手術−経強

1症例、2000年度日本獣医臨床病理学会、2000.5（東京都）
■土井口

修、高橋

健、山本昌章、平川

篤、松山琢哉、石川

膜毛様体光凝固術について−、平成11年度学会年次大会（日

憲一、坂田美和子、土井口

本小動物獣医学会）、2000.2（静岡市）

成功例、第72回日本獣医循環器学会、2000.7（東京都）

■小出和欣： 胆嚢破裂を起こした胆石症犬の外科手術、平成
11年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）（ビデオセッ

年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、2000.2（静岡市）
裕、髙島一昭、片岡智徳、山根義久： 猫における結腸

切除術の高線維食の栄養学的評価、平成11年度学会年次大

■下田哲也、真下忠久、松川拓哉、中西

優、花田幸子、三ツ村麻美、戸野

倉雅美、高柳博之、山村穂積、酒井健夫： 猫歯肉口内炎の病
態、特に臨床病理学的所見、平成11年度学会年次大会（日本

学会、2000.7（東京都）
■永島由紀子、星

ザー法による結腸亜全摘術、第60回獣医麻酔外科学会、

則、山田英一： 犬の緑内障に対するレーザー毛様体破壊術

田

について、平成11年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、
稔生： 犬の難治性ストルバイト

結晶尿症の長期観察例、平成11年度学会年次大会（日本小動
裕、山根義久： 慢性難治性の膀胱炎に対し

尿路変更術を行った猫の1例、平成11年度学会年次大会（日

術例、第60回獣医麻酔外科学会、2000.7（東京都）
綾、星

克一郎、永島由紀子、山根義久： 体外循環を

用いたファロー四徴症の一手術例、第60回獣医麻酔外科学
会、2000.7（東京都）
均： 高電圧水を用いた犬の口臭および歯石に対する

効果、平成12年度島根県獣医学会、2000.8（松江市）
■若松

勲、政田早苗、久野由博、増田裕子、片岡智徳、長澤

裕、髙島一昭、畑大二郎、坂井尚子、山根義久： ウサギの胃内

本小動物獣医学会）、2000.2（静岡市）
■三ツ村麻美、藤田桂一、戸野倉雅美、田村一朗、岡村

優、花

田幸子、高柳博之、河野和一郎、柴崎祐也、土屋彰彦、永田瑞
穂、山村穂積、酒井健夫： 膀胱壊死を認めた猫に皮膚−尿
管瘻形成術を行った1症例、日本獣医臨床病理学会、2000.2

毛球症の臨床的特徴、第34回鳥取県獣医学会、2000.8（大栄
町）
■増田裕子、片岡智徳、長澤
苗、若松

裕、髙島一昭、久野由博、政田早

勲、山根義久： 金属製エポキシパテによる創外固

定を実施した鳥類2例、第34回鳥取県獣医学会、2000.8（大

（東京都）
■金澤稔郎： 不活発を主訴とした甲状腺機能低下症の犬
の3例、平成11年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、

栄町）
■髙島一昭、増田裕子、長澤
苗、若松

2000.2（静岡市）
■真下忠久、下田哲也： 猫の胃に認められた肥満細胞腫の
1例、平成11年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、

勲、畑

Melarsomine

裕、片岡智徳、久野由博、政田早

大二郎、山根義久： 犬糸状虫症に対する

dihydrochloride（イミトサイド）による成虫

駆除－臨床例108頭の犬に対する応用－、第34回鳥取県獣医
学会、2000.8（大栄町）

2000.2（静岡市）
■髙島一昭、長澤

綾、町

登、山根義久： 原因不明の心嚢水腫を呈した猫の一手

■松村

物獣医学会）、2000.2（静岡市）
■髙島一昭、長澤

克一郎、三宅祥代、佐藤秀樹、永島由紀子、田中

■田中

2000.2（静岡市）
研、佐藤正勝、原

登、山根義久： 重

医麻酔外科学会、2000.7（東京都）

■星

■和泉谷

綾、町田

■今山 行夫、山田 英一： 猫巨大結腸症に対する半導体レー

洋、長島文幸、山我義

浩、椿

克一郎、田中

2000.7（東京都）

小動物獣医学会）、2000.2（静岡市）
■片野修一、今山行夫、住吉

淳、岩本竹弘、長谷川

篤彦： 骨髄異形成症候群（MDS）の臨床病理学的特徴、日仏

篤な臨床症状を呈した腹囲膨満の犬の一手術例、第60回獣

会（日本小動物獣医学会）、2000.2（静岡市）
■藤田桂一、田村一朗、岡村

剛､ 粟津孝子､ 藤井洋子､ 渡辺俊文､ 若尾義人： 犬の

PDAに対する経皮的コイル塞栓術の手技について、第72回
日本獣医循環器学会、2000.7（東京都）

ション）、2000.2（静岡市）
■小出和欣： 胆嚢破裂を起した胆石症犬の外科手術、平成11
■長澤

■山根

勝： 低体重仔の動脈管開存手術

裕、山根義久： 膀胱三角・結腸吻合術を

行った猫の1例、平成11年度学会年次大会（日本小動物獣医

2000.8（広島市）
■松本英樹、掛端健士、兵頭武史、伊藤浩太： 犬ぞり犬の冬期

学会）、2000.2（静岡市）
■鬼頭克也、安田美由紀、大場恵典、桑原康人、北川

均、佐々

木栄英： 犬糸状虫の虫体抽出液によるショックに関する研
究－ショック原因物質の分離精製－、第129回日本獣医学

間運動負荷が血液性状に与える影響、平成12年度日本小動
物獣医学会〔北海道〕、2000.8（帯広畜産大学）
■金重辰雄、酒井

譲、山根義久： 猫用に開発した尿道留置カ

テーテルとその臨床応用について、平成12年度日本小動物

会、2000.4（つくば市）
■桑原康人、鬼頭克也、北川

■柴崎文男： 犬の神経鞘腫の2例、第46回広島県獣医学会、

均、小林里依、岩田淳子、大根理

恵子、佐々木栄英： 猫のMHC Class II DRB遺伝子のPCR-

獣医学会〔関東〕、2000.9（宇都宮市）
■田村一郎、藤田桂一、田村真人、長屋美千代、岡村

優、花田

RFLP法によるタイピングと皮膚移植片拒絶との関連、第

幸子、山村穂積、平田雅彦、エステル・ノリエクロトビ、酒井

129回日本獣医学会、2000.4 （つくば市）

健夫： 老齢犬に認められた皮膚型リンパ腫の1症例、平成12

■松永佳子、浮田陽子、髙島一昭、堀江

聡、遠藤財範、前田啓

年度日本小動物獣医学会〔関東〕、2000.9（宇都宮市）

■田中

綾、星

克一郎、永島由紀子、山根義久： 犬のPDAに

インターベンションを実施した5症例、平成12年度日本小動

■柴崎文男： イヌの神経鞘腫の2例、平成12年度日本小動物獣
医学会〔中国〕、2000.10（岡山市）
■若松

物獣医学会〔関東〕、2000.9（宇都宮市）
崎祐也、土屋彰彦、山村穂積、酒井健夫： 猫の歯肉口内炎に
対する治療効果の数量化とそれに基づく各種治療法の比
較、平成12年度日本小動物獣医学会〔関東〕、2000.9（宇都宮

勲、政田早苗、久野由博、増田裕子、片岡智徳、長澤

裕、髙島一昭、畑

大二郎、坂井尚子、山根義久： ウサギの胃

内毛球症の臨床的特徴、平成12年度日本小動物獣医学会〔中
国〕、2000.10（岡山市）
■小出由紀子、小出和欣： 外科的摘出術を実施したウサギの
尿路結石症の2症例、平成12年日本小動物獣医学会〔中国〕、

市）
■住吉

浩、今山行夫、片野修一、椿

洋、長島文幸、山田英

2000.10（岡山市）

一： 新潟県における猫の犬糸状虫症感染に関する調査−続

■小出和欣、小出由紀子： 部分結紮術とアメロイドコンスト

報－、平成11年度日本小動物獣医学会〔中部〕、2000.9（富山

リクター装着を併用した肝内性門脈体循環短絡症犬の外科

市）

的治験例、平成12年日本小動物獣医学会年次大会〔中国〕、

■鈴木敏之、南

毅正： CT検査の必要性が示唆された犬10例

におけるジステンパーウイルスの検査の実施例、平成12年
■金刺祐一郎、安田圭太郎、広田昭彦、宇野雄博： アトピー性
皮膚炎の犬の6症例に対するプロトッピス軟膏使用経験、第

山市）
■真下忠久、松川拓哉、中西

■小出和欣、小出由紀子、岸上義弘： アメロイドコンストリク
ターを用いた肝外性門脈体循環短絡症犬の1例、第2回日本

国〕、2000.10（岡山市）
■中西

淳、下田哲也、真下忠久、松川拓哉、岩本竹弘： 犬の

肥満細胞腫の1例、平成12年度日本小動物獣医学会〔中国〕、

臨床獣医学フォーラム、2000.9（浦安市）
淳、岩本竹弘、下田哲也： 犬の胸

腺型リンパ腫の1例、第2回日本獣医学フォーラム、2000.9

2000.10（岡山市）
■髙島一昭、増田裕子、長澤
苗、若松

（浦安市）
■仲庭茂樹： 慢性骨髄性白血病と診断した犬の1例、第2回日

勲、畑

裕、片岡智徳、久野由博、政田早

大二郎、坂井尚子、山根義久： 犬糸状虫症

に対するMelarsomine

dihydrochloride（イミトサイド）に

よる成虫駆除法－臨床例108頭の犬に対する応用－、平成12

本臨床獣医学フォーラム、2000.9（浦安市）
修、三根雄一郎、坂田美和子、土井口

淳、岩本竹弘、下田哲也： 犬の

胸腺型リンパ腫の1例、平成12年度日本小動物獣医学会〔中

2回日本獣医学フォーラム、2000.9（浦安市）

■土井口

均： 高電圧水を用いた犬の口臭および歯石に対する

効果、平成12年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2000.10（岡

度日本小動物獣医学会〔兵庫〕、2000.9（大阪市）

■真下忠久、松川拓哉、中西

2000.10（岡山市）
■松村

勝、高橋

年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2000.10（岡山市）

健： 心エコー図で複合心奇形の猫に右―左短絡が確認でき

■桑原康人、岩田和也、桑原典枝： 甲状腺機能亢進症に

た1例、第2回日本臨床獣医学フォーラム、2000.9（浦安市）

Fanconi症候群様所見を伴った猫の1例、第9回中部小動物

■永島由紀子、久保田真理、田中

綾、星

克一郎、山根義久：

犬にみられた転移を伴う原発性肺癌の一例、第2回メープル

副腎皮質ホルモン過剰症状がみられた犬の1例、第9回中部

小動物臨床検討会、2000.9（仙台市）
■松本英樹、掛端健士、兵頭武史、伊藤浩太、北村康也： リンパ
腫寛解後にみられた腎不全等が原因と思われた高浸透圧
血症と大動脈石灰沈着を呈したFeLV陽性猫の1例、第2回

田

克一郎、三宅祥代、佐藤秀樹、永島由紀子、田中

綾、町

登、山根義久： 原因不明の心嚢水腫を呈した猫の一手

術例、第2回メープル小動物臨床検討会、2000.9（仙台市）
■田中

綾、星

小動物臨床研究会、2000.10（名古屋市）
■土井口

修、高橋

健、山本昌章、平川

憲一、坂田美和子、土井口

篤、松山琢哉、石川

勝： 低体重仔の動脈管開存手術

成功例、第9回中部小動物臨床研究会、2000.10（名古屋市）

メープル小動物臨床検討会、2000.9（仙台市）
■星

臨床研究会、2000.10（名古屋市）
■甲斐（石川）勝行、渡辺美登利、松本夕佳利： IHA 治療中に

克一郎、永島由紀子、山根義久： 体外循環を

■鈴木敏之、南

毅正： 放射線治療を行った猫の口腔内線維

肉腫の1例、第9回中部小動物臨床研究会、2000.10（名古屋
市）
■鬼頭克也、岡亜希子、大場恵典、桑原康人、北川

均、海野年

用いたファロー四徴症の一手術例、第2回メープル小動物臨

弘、小森成一、佐々木栄英： 犬糸状虫（Dirofilaria immitis）成

床検討会、2000.9（仙台市）

虫抽出液のイヌ摘出血管に対する弛緩および収縮作用なら

■安田圭太郎、金刺祐一郎、宇野雄博： 犬の会陰ヘルニアの2
症例と外科的整復法の検討、平成12年度日本小動物獣医学

びに高速液体クロマトグラフィーによる抽出液の分画、第
130回日本獣医学会、2000.10（大阪府立大学）
■仲庭茂樹： 慢性腎不全におけるACE阻害薬の投与効果、第

会〔四国〕、2000.10（松山市）
■河野史郎、安田圭太郎、金刺祐一郎、宇野雄博、余戸庄作： 炭
酸カルシウムを主成分とした胆石症の犬の1例、平成12年度
日本小動物獣医学会〔四国〕、2000.10（松山市）

130回日本獣医学会学術集会ワークショップ、2000.10（大
阪府立大学）
■片岡智徳、増田裕子、長澤

裕、畑

大二郎、小笠原淳子、髙

■赤木哲也、赤木恵美、安逹陽子： 犬の肢端部皮膚欠損に対す

島一昭、坂井尚子、山根義久、諏訪有紀、松崎健三： 鳥取県に

る網状皮膚移植の1例、平成12年度日本小動物獣医学会〔中

おいて保護されたゴマフアザラシの幼獣の1例. 第21回動
物臨床医学会、2000.11（大阪市）

国〕、2000.10（岡山市）
■下田哲也、真下忠久、松川拓哉、中西

淳、岩本竹弘： 猫白血

病ウイルス感染猫にみられる貧血の病態生理学的特徴、成
12年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2000.10（岡山市）
■岩本竹弘、中西

淳、下田哲也、真下忠久、松川拓哉： 難治性

の下痢を呈した犬の1例、平成12年度日本小動物獣医学会
〔中国〕、2000.10（岡山市）

■安田圭太郎、金刺祐一郎、宇野雄博： 犬の会陰ヘルニアの2症
例と外科的整復法の検討、第21回動物臨床医学会、2000.11
（大阪市）
■永島由紀子、清水友美、百田

豊、星

克一郎、田中

綾、

町田登、山根義久： 重篤な臨床症状を示した腹囲膨満の犬
の1手術例、第21回動物臨床医学会（ビデオセッション）、
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■小出由紀子、小出和欣： 不完全腸閉塞と肝リピドーシスを

2000.11（大阪市）
■加藤

郁、岸本真樹、松浦友子： 猫の軸椎歯突起骨折による

環軸関節亜脱臼の1例、第21回動物臨床医学会、2000.11（大

併発した猫における結腸の小腸腺癌の1例、第21回動物臨床
医学会、2000.11（大阪市）
■小出和欣、小出由紀子、山縣浩海： 胆嚢破裂を起こした胆

阪市）
■河野史郎、安田圭太郎、金刺祐一郎、宇野雄博、余戸庄作： 炭
酸カルシウム主成分とした胆石症の犬の1例、第21回動物臨

石症犬の1例、第21回動物臨床医学会（ビデオセッション）、
2000.11（大阪市）
■小出和欣、小出由紀子： 部分結紮術とアメロイドコンスト

床医学会、2000.11（大阪市）
■岩本竹弘、真下忠久、松川拓哉、中西

淳、下田哲也： 難治性

下痢を呈した犬の一例、第21回動物臨床医学会、2000．11

リクターを併用した肝内性門脈体循環短絡症犬の1例、第21
回動物臨床医学会、2000.11（大阪市）
■小澤信一、南

（大阪市）
■金刺祐一郎、安田圭太郎、宇野雄博： アトピー性皮膚炎の犬
6症例に対するプロトピック軟膏の使用経験、第21回動物臨
譲、町田

信子、中野康弘、阪口貴彦、鈴木敏

之、大前省吾、木村義雄、袴田孝子、仲田祐子、南

毅正： 臨

床的に悪性の挙動をとったlow-grade線維肉腫の5例、第21
回動物臨床医学会、2000.11（大阪市）

床医学会、2000.11（大阪市）
■金重辰雄、酒井

毅生、南

登、山根義久： 猫用に開発した

尿道留置カテーテルの臨床使用例、第21回動物臨床医学会、

■松川拓哉、岩本竹弘、中西

淳、真下忠久、下田哲也： 猫の

消化管に発生した肥満細胞腫1例、第21回動物臨床医学会、
2000.11（大阪市）

2000.11（大阪市）
■桑原康人、岩田和也、桑原典枝： 甲状腺機能亢進症に
Fanconi症候群様所見を伴った猫の1例、第21回動物臨床医

均： 犬の難治性皮フ毛包虫症に対する高電圧負荷水

の効果、第21回動物臨床医学会、2000.11（大阪市）
■松本英樹、掛端健士、兵頭武史、伊藤浩太： 犬ぞり犬の冬期

学会、2000.11（大阪市）
■古川修治、佐藤秀樹、田中

■松村

綾、星

克一郎、永島由紀子、平

尾秀博、山根義久： 犬におけるカラードマイクロスフェア
法を用いたドパミン投与時の循環動態の検討－特に心臓と
腎臓の血流量の変化－、第21回動物臨床医学会（一般講演）、

間運動負荷が血液性状などに与える影響、第21回動物臨床
医学会、2000.11（大阪市）
■松本夕佳利、渡辺美登利、甲斐（石川）勝行： 治療中に副腎皮
質ホルモン過剰症様症状がみられたIHAの犬の1例、第21回
動物臨床医学会、2000.11（大阪市）

2000.11（大阪市）
■古川修治、長澤昭範、三枝早苗、山村穂積： 猫の全身性抗酸
菌症の2症例、第21回動物臨床医学会、2000.11（大阪市）
■古村浩一、竹中雅彦、伊藤哲哉、伊藤一志： フェンタニール
による犬の低体温麻酔−単純超低体温麻酔時の血行動態に
関する実験的研究−、第21回動物臨床医学会、2000.11（大

■上月茂和： 腎周囲嚢胞を伴う多発性嚢胞腎症の猫の1例、第
21回動物臨床医学会、2000.11（大阪市）
■上月茂和： 猫の内蔵型肥満細胞腫の1例、第21回動物臨床医
学会、2000.11（大阪市）
■城下幸仁、田中

綾、柴崎

哲、山根義久： 重度な換気傷害

と低酸素血症を伴った犬のびまん性肺腺癌の1例、第21回動

阪市）
■光岡心子、田中

綾、永島由紀子、星

克一郎、松本宏和、山

根義久： 食道裂孔から大網が胸腔内に嵌入した猫の1治験
綾、永島由紀子、星

克一郎、松本宏和、山

根義久： 猫の食道裂孔ヘルニアの1手術例、第21回動物臨床

糞線虫と鉤虫の鑑別に関する検討、第21回動物臨床医学会
（一般講演）、2000.11（大阪市）
■真下忠久、松川拓哉、岩本竹弘、中西

医学会（ビデオセッション）、2000.11（大阪市）
■佐古絵理、三枝早苗、山村穂積： 猫の糖尿病の16症例、第21

淳、下田哲也： 犬の胸

腺型リンパ腫の1例、第21回動物臨床医学会、2000.11（大阪
市）

回動物臨床医学会、2000.11（大阪市）
■佐藤秀樹、加藤友康、並木良輔、田中

徹、増田早苗、片岡智徳、髙島一昭、山根義久： タヌキ

における糞線虫と鉤虫の同時寄生、とくに糞便検査による

例、第21回動物臨床医学会、2000.11（大阪市）
■光岡心子、田中

物臨床医学会、2000.11（大阪市）
■深瀬

綾、永島由紀子、星

■杉井太市郎、星

克一郎、永島由紀子、田中

綾、和田一郎、

克一郎、山根義久： 猫の肥大型心筋症の2例、第21回動物臨

大谷裕子、山根義久： βプロッカーによる治療を試みた犬

床医学会、2000.11（大阪市）

の拡張型心筋症の2例、第21回動物臨床医学会、2000.11（大

■佐藤秀樹、桜井富士郎、田中

綾、永島由紀子、星

克一郎、

山根義久： 心外膜炎によると思われる犬の心嚢水腫の1治
験例、第21回動物臨床医学会、2000.11（大阪市）
■阪口貴彦、南

毅生、中野康弘、鈴木敏之、大前省吾、小澤信

一、木村義雄、南

毅正： 犬猫の胸腔内検査におけるヘリカ

ルCTの有用性（肺を中心として）、第21回動物臨床医学会
（一般講演）、2000.11（大阪市）
■山根

剛､ 粟津孝子､ 藤井洋子､ 渡辺俊文､ 若尾義人： 犬の

PDAに対する経皮的コイル塞栓術の手技ならびに成績に
ついて、第21回動物臨床医学会、2000.11（大阪市）
■山本景史、渡辺雄志： 高Ca血症を呈した多飲多尿の犬の1
例、第21回動物臨床医学会、2000.11（大阪市）
■若松

勲、政田早苗、久野由博、増田裕子、片岡智徳、長澤

阪市）
■政田早苗、久野由博、若松
一昭、髙島久恵、長澤

勲、畑

大二郎、増田裕子、髙島

裕、片岡智徳、小笠原淳子、坂井尚子、

山根義久： 犬の免疫介在性溶血性貧血の1例、第21回動物臨
床医学会、2000.11（大阪市）
■星
田

克一郎、佐藤秀樹、清水美希、杉井太市郎、野中和美、百
豊、山下敦子、永島由紀子、古川修治、田中

綾、生越謙

治、山根義久： 犬CRPの臨床応用について、第21回動物臨床
医学会（一般講演）、2000.11（大阪市）
■星

克一郎、野中和美、田中

綾、髙島一昭、山根義久： デナ

コール処理異種生体弁を用いた犬の僧帽弁置換術、第21回
動物臨床医学会（ビデオセッション）、2000.11（大阪市）
■清水美希、永島由紀子、平尾秀博、百田

豊、山根義久： 犬に

大二郎、坂井尚子、山根義久： ウサギの

おけるテレメトリーシステムを用いた循環動態作動物質の

胃内毛球症の臨床的特徴、第21回動物臨床医学会、2000.11

血行動態への影響（パートII）－ジゴキシン経口投与が健康

裕、髙島一昭、畑
（大阪市）

犬の循環動態に及ぼす作用－、第21回動物臨床医学会（一般

積、酒井健夫： 猫の歯肉口内炎に対する治療効果の数量化

講演）、2000.11（大阪市）
■清水美希、秋山

大、桐原信之、平田雅彦、山根義久： 顆粒リ

ンパ球の増加がみられた猫の一例、第21回動物臨床医学会、
裕、髙島一昭、久野由博、政田早

大二郎、坂井尚子、山根義久： 金属製エポ

キシパテによる創外固定を実施した鳥類2例、第21回動物臨

（大阪市）
■畑

大二郎、片岡智徳、髙島一昭、増田裕子、長澤

野由博、政田早苗、若松

床医学会、2000.11（大阪市）
■大串直史、小川華子、岡田みどり、北川勝人、鯉江

洋、佐藤

常男、山村穂積、田中茂男： 四肢麻痺を呈した脊髄髄膜腫の
1例、第21回動物臨床医学会、2000.11（大阪市）
■大串直史、北川勝人、鯉江

際、第21回動物臨床医学会（ビデオセッション）、2000.11

洋、佐藤常男、山村穂積、田中茂

男： 犬リンパ腫の脊髄浸潤と思われる後軀麻痺の1例、第21

裕、久

勲、坂井尚子、山根義久： 犬にお

ける脾臓の結節性過形成の1例、第21回動物臨床医学会、
2000.11（大阪市）
■百田

豊、永島由紀子、清水美希、白川

希、山根義久： 電磁

血流計を用いた循環動態作動物質投与時の血流裏の変化－
ジゴキシン慢性投与が健康犬の循環動態に及ぼす影響－、
第21回動物臨床医学会（一般講演）、2000.11（大阪市）

回動物臨床医学会、2000.11（大阪市）
信子、中野康弘、阪口貴彦、小澤

■片岡智徳、政田早苗、久野由博、坂井尚子、髙島一昭、山根義

信一、袴田孝子、仲田祐子、木村義雄、白井茂雄、春日佐和

久： ネコ慢性口内炎に対するネコインターフェロンの治療

■大前省吾、南
子、南

毅生、南

毅正： 犬の甲状腺に発生した腫瘍の3例、第21回動

効果、第21回動物臨床医学会（一般講演）、2000.11（大阪市）
■片岡智徳、増田裕子、長澤

物臨床医学会、2000.11（大阪市）

裕、畑

大二郎、小笠原淳子、髙

淳、真下忠久、松川拓哉、岩本竹弘、下田哲也： 犬の肥

島一昭、坂井尚子、山根義久、諏訪有紀、松崎健三： 鳥取県に

満細胞腫の1例、第21回動物臨床医学会、2000.11（大阪市）

おいて保護されたゴマフアザラシの幼獣の1例、第21回動物

■中西

■中野康弘、南

毅生、阪口貴彦、鈴木敏之、木村義雄、大前

省吾、小澤信一、南

毅正： 鼻腔、口腔におけるヘリカル

CTの有用性について、第21回動物臨床医学会（一般講演）、
裕、髙島一昭、増田裕子、片岡智徳、久野由博、政田

早苗、若松

勲、畑

大二郎、坂井尚子、山根義久： 実験的

僧帽弁閉鎖不全症モデル犬における持続型isosorbide
dinityrate製剤（EV151）の至適投与量の設定試験、蒲直樹、
第21回動物臨床医学会（一般講演）、2000.11（大阪市）
■長澤

裕、髙島一昭、増田裕子、片岡智徳、久野由博、政田早

苗、若松

勲、畑大二郎、坂井尚子、山根義久： 末梢静脈栄養

を実施したパルボウィルス感染症および猫の2例、第21回動
■田上真紀、山形静夫： 脊髄手術後にみられた進行性麻痺の
犬の1例、第21回動物臨床医学会、2000.11（大阪市）
綾、野中和美、永島由紀子、星

克一郎、山根義久： 低

圧持続吸引機「メラサキュームMS-007K」の利用法と有効
性についての検討、第21回動物臨床医学会、2000.11（大阪

中茂男： 犬の嚢胞性腎膜腫の1例、第21回動物臨床医学会、
2000.11（大阪市）
■網本昭輝、八村寿恵、山岡佳代、甲斐千恵美、松本光晴、赤木
哲也、奥田綾子： 犬の歯頸部吸収病巣の1症例、第21回動物
臨床医学会、2000.11（大阪市）
■野呂浩介： 軟骨肉腫の猫の1例、第21回動物臨床医学会、
2000.11（大阪市）
毅生、阪口貴彦、中野康弘、大前省吾、小澤信

一、木村義雄、南

毅正： 放射線治療を行った犬の肥満細

胞の腫瘍25例、第21回動物臨床医学会（一般講演）、2000.11
（大阪市）
■和泉谷

研、北村郁子、森田玲子、西川夏樹、佐藤正勝、西

川久美： 猫の悪性中皮腫の1例、第21回動物臨床医学会、
2000.11（大阪市）

市）
■渡辺美登利、甲斐（石川）勝行、松本夕佳利： 胸腔鏡が有用
であった胸腔内膿瘍の猫の1例、第21回動物臨床医学会、
■土井口

修、江坂幸敏、土井口

勝： ショック状態で来院し

た副腎皮質機能低下症 の犬の1例、第21回動物臨床医学会、
修、高橋

第21回動物臨床医学会、2000.11（大阪市）
苗、若松

勲、畑

裕、片岡智徳、久野由博、政田早

大二郎、権容準、李賢先、坂井尚子、山根義

久： 動脈管開存症に対してコイル塞栓術を行った犬の1例、
第21回動物臨床医学会、2000.11（大阪市）

2000.11（大阪市）
■土井口

■廣瀬孝男： 大型犬の足根関節脱臼に創外固定を行った1例、
■髙島一昭、増田裕子、長澤

2000.11（大阪市）

健、山本昌章、平川

憲一、坂田美和子、土井口

篤、松山琢哉、石川

勝： 低体重子の動脈管開存手術

成功例、第21回動物臨床医学会、2000.11（大阪市）
■藤原

■北川勝人、岡田みどり、大串直史、鈴木孝之、山村穂積、田

■鈴木敏之、南

物臨床医学会、2000.11（大阪市）

■田中

均、鬼頭克也、桑原康人、大塚喜彦、佐々木栄英： 肥

満犬の血漿レプチン濃度、第21回動物臨床医学会、2000.11
（大阪市）

2000.11（大阪市）
■長澤

臨床医学会、2000.11（大阪市）
■北川

明、藤原元子： 犬の前立腺肥大症に対する酢酸クロ

■Ngasawa Y., Takashima K., Masuda Y., Kataoka T., Kuno
Y., Sakai N., Yamane Y ： Dose
single

administration

sustained-release
dogs

of

titration

Isosorbide

forms （EV151） in

ルマジノン長期経口投与観察の1例、第21回動物臨床医学

model

会、2000.11（大阪市）

Congress, 2000.11（Taipei,Taiwan）

with

mitral

study

by

Dinitrate

in

experimental

insufficiency, 11TH FAVA

■藤田桂一、戸野倉雅美、花田幸子、高柳博之、三ツ村麻美、土

■ Takashima K., Ngasawa Y., Yamane Y.： Therapeutic

屋彰彦、柴崎祐也、永田瑞穂、廣田賢司、高山知之、藤田理恵

efficacy and safety of Melarsomine Dihydrochloride for

子、奥田綾子： 小型犬の上顎第1後臼歯に認められた齲蝕の

dogs with the canine heartworm disease, 11TH FAVA

2症例、第21回動物臨床医学会、2000.11（大阪市）

Congress, 2000.11（Taipei,Taiwan）

■藤田桂一、戸野倉雅美、花田幸子、三ツ村麻美、高柳博之、柴

■ Tanaka R., Hoshi K., Nagashima Y., Yamane Y.：

崎祐也、土屋彰彦、廣田賢司、高山知之、藤田理恵子、山村穂
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■増田裕子、片岡智徳、長澤
勲、畑

2000.11（大阪市）
■藤田桂一、藤田理恵子： 口腔内診査と基本的歯科処置の実

2000.11（大阪市）
苗、若松

とそれに基づく各種治療法の比較、第21回動物臨床医学会、
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11

ductus arteriosus in 3 Pembroke Welsh Corgi dogs, 11TH

藤秀樹、山根義久： イヌにおけるカラードマイクロソフェ

FAVA Congress, 2000.11（Taipei,Taiwan）

ア法を用いたドパミン投与時の循環動態の検討、第131回日
本獣医学会、2001.4（東京農工大学）

平成13年
（2001）
■山根

■城下幸仁、山根義久： 外来患犬に行われた動脈血血液ガス

剛、粟津孝子、藤井洋子、渡辺俊文、若尾義人： 動脈管

開存症に類似した異常血管を有する犬の2例、第75回日本獣

克一郎、田中

■藤田理恵子、藤田桂一： 不正形態を認める臼歯を切削によ
り繰り返し治療しているウサギの2症例、第9回日本小動物

工肺の比較検討、第131回日本獣医学会、2001.4（東京農工
大学）
■田中

歯科研究会、2001.2（東京都）
浩、山我義則、柴田武志、岡本芳

綾、室田恵子、山根義久： 僧帽弁閉鎖不全症における

血小板寿命の測定、第131回日本獣医学会、2001.4（東京農

晴： 犬のハンセンⅠ型椎間板ヘルニアの3D-CT画像所見に

工大学）

よる手術アプローチ法の検討とその臨床的評価、平成12年

■小林正行、星

度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、2001.2（奈良市）
■住吉

浩、山田英一、片野修一、山我義則、岡本芳晴： 犬の股

関節形成不全における3D-CT画像所見、平成12年度学会年
次大会（日本小動物獣医学会）、2001.2（奈良市）
■片野修一、山田英一、住吉

浩、山我義則、岡本芳晴： 転移性

腹腔内腫瘍と前立腺膿瘍により排泄障害がみられた犬1例、
平成12年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、2001.2

水美希、田中

浩、山田英一、片野修一、山我義則、岡本芳晴： 犬の食

道拡張症に対する画像診断と食道憩室切除術、平成12年度
学会年次大会（日本小動物獣医学会）、2001.2（奈良市）
■小出和欣、小出由紀子： 動脈管開存症の外科手術－心カ

克一郎、永島由紀子、古川修治、平尾秀博、清
綾、伊藤純子、舘野信治、小林孝之、町田

例、第74回獣医循環器学会、2001.5（北里大学医学部）
■星

克一郎、田中

綾、永島由紀子、平尾秀博、小林正行、清

水美希、丸尾幸嗣、山根義久： 体外循環により根治したイヌ
の心室中隔欠損症の一例、第74回獣医循環器学会、2001.5
（北里大学医学部）
剛、粟津孝子、渡邊信義、藤井洋子、渡邊俊文、若尾義

人： 左前大静脈遺残を伴う肺動脈狭窄症の犬の一例、第74
回日本獣医循環器学会、2001.5（北里大学医学部）
■小出和欣： 門脈体循環短絡症の外科的治療時におけるDSA
使用経験、日本小動物獣医師会2001年次大会（ビデオセッ

テーテル検査と整復術の同時実施例－、平成12年度学会年

ション）、2001.7（大阪市）

次大会（日本小動物獣医学会）
（ビデオセッション）、2001.2

■永島由紀子、大沼和気子、星

克一郎、野中和美、田中

綾、髙島一昭、山根義久： デナ

コール処理異種生体弁を用いた犬の僧帽弁置換術、平成12
年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）
（ビデオセッショ
綾、永島由紀子、星

克一郎、松本宏和、山根義久： 猫

の食道裂孔ヘルニアの1手術例、平成12年度学会年次大会
（日本小動物獣医学会）
（ビデオセッション）、2001.2（奈良

胞癌の一手術例、第62回獣医麻酔外科学会/第29回日本獣医
画像診断学会合同学会、2001.7（品川）
■岡野

篤、星

克一郎、田中

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 犬の

医画像診断学会合同学会、2001.7（品川）
■金重辰雄、酒井

譲、鶴谷良一、谷本信行、町田

登、山根義

久： 脱アセチル化キチン塩酸塩の止血効果について、第62
回獣医麻酔外科学会/第29回日本獣医画像診断学会合同学

市）
■田中

綾、丸尾幸嗣、

子宮水腫の3症例、第62回獣医麻酔外科学会/第29回日本獣

ン）、2001.2（奈良市）
■田中

克一郎、田中

山根義久： 著明なQOLの改善が得られたイヌの原発性肝細

（奈良市）
■星

登：

重度な左房拡大と右室肥大を伴った犬の肺動脈狭窄症の一

■山根

（奈良市）
■住吉

綾、永島由紀子、古川修治、平尾秀博、野

中和美、髙島一昭、山根義久： 小動物用人工心肺における人

医循環器学会、2001.1（名古屋市）

■山田英一、片野修一、住吉

分析176例、第131回日本獣医学会、2001.4（東京農工大学）
■星

綾、永島由紀子、星

克一郎、髙島一昭、山根義久：

犬のPDAに対するインターベンション（7症例における

会、2001.7（品川）
■佐藤秀樹、髙島一昭、久野由博、片岡智徳、政田早苗、山根義

考察）、平成12年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、

久： 犬の重度肺動脈弁狭窄症に右室流出路拡大形成術を

2001.2（奈良市）
（2001）

行った一例、第62回獣医麻酔外科学会/第29回日本獣医画像

■田中

綾、永島由紀子、星

克一郎、髙島一昭、山根義久：

犬のPDAに対するインターベンション（8症例における

診断学会合同学会、2001.7（品川）
■佐藤秀樹、髙島一昭、久野由博、片岡智徳、政田早苗、山根義

考察）、平成12年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、

久： 犬の重度肺動脈弁狭窄症に対してパッチグラフトを

2001.2（奈良市）

行った一手術例、第62回獣医麻酔外科学会/第29回日本獣医

■藤田桂一、犬の含歯性嚢胞の1例、平成13年度学会年次大会
（日本小動物獣医学会）、2002.2（広島市）
■藤田桂一、戸野倉雅美、花田幸子、高柳博之、三ツ村麻美、土
屋彰彦、柴崎祐也、奥田綾子： 小型犬の上顎第1後臼歯に認
められた齲蝕の2症例、平成12年度学会年次大会（日本小動

剛、粟津孝子、渡邊信義、藤井洋子、渡邊俊文、若尾義

人： 心エコー検査により左前大静脈遺残を伴う肺動脈狭窄
症と診断された犬の一例、第29回日本獣医画像診断学会、
2001.7（東京都）
■小出和欣、小出由紀子： 動脈管開存症の外科手術－心カ

物獣医学会）、2001.2（奈良市）
■藤田桂一： 口腔内診査と基本的歯科処置の実際、平成12年
度学会年次大会（日本小動物獣医学会）（ビデオセッショ

テーテル検査と整復術の同時実施、第29回日本獣医画像診
断学会（ビデオセッション）、2001.7（東京都）
■永島由紀子、水谷雄一郎、三宅祥代、舘野信治、小林孝之、星

ン）、2001.2（奈良市）
■永島由紀子、田中

画像診断学会、2001.7（品川）
■山根

綾、清水友美、平尾秀博、山根義久： ジゴ

克一郎、田中

綾、丸尾幸嗣、山根義久： イヌの特発性心嚢

キシン慢性投与における正常犬への作用の評価、第131回日

水腫に心膜切除を行った一治験例、第62回獣医麻酔外科学

本獣医学会、2001.4（東京農工大学）

会/第29回日本獣医画像診断学会合同学会（ビデオセッショ

■古川修治、田中

綾、永島由紀子、星

克一郎、平尾秀博、佐

ン）、2001.7（品川）

■久保田真理、佐藤秀樹、桜井富士郎、永島由紀子、星
郎、田中

克一

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 犬の心膜炎によると思

われる心嚢水腫の一治験例、第62回獣医麻酔外科学会/第29

科学会/第29回日本獣医画像診断学会合同学会（ビデオセッ
ション）、2001.7（品川）
■髙島一昭、長澤

裕、久野由博、片岡智徳、政田早苗、山根義

■久野由博、髙島一昭、政田早苗、小笠原淳子、片岡智徳、野山
順香、佐藤秀樹、長久アユサ、坂井尚子、山根義久： 尿道と腟
の吻合を実施した犬の平滑筋腫の1例、第62回獣医麻酔外科

た一手術例、第62回獣医麻酔外科学会/第29回日本獣医画像
診断学会合同学会（ビデオセッション）、2001.7（品川）
■金重辰雄、酒井

譲、町田

登、山根義久： 脱アセチル化キ

チン塩酸塩の止血効果について、キチン・キトサン学会、

学会、2001.7（品川）
■三宅祥代、水谷雄一郎、永島由紀子、舘野信治、小林孝之、田

2001.7（米子市）

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 特発性心嚢水腫による心タン

■小出由紀子、小出和欣： 腸閉塞を起こした犬の嵌頓性鼠径

ポナーデを呈した犬の一治験例、第62回獣医麻酔外科学会/

ヘルニアの2例、第38回岡山県小動物獣医学会、2001.8（岡

中

第29回日本獣医画像診断学会合同学会、2001.7（品川）
■山田英一、住吉

浩、片野修一、山我義則、柴田武志、岡本芳

晴： 犬の門脈体循環シャントにおける造影3D-CT法の検

哲、田中

恵、永島由紀子、星

る診断と外科的治療成績、第38回岡山県小動物獣医学会、
2001.8（岡山市）

討、第62回獣医麻酔外科学会、2001.7（品川）
■室田恵子、三ツ石

山市）
■小出和欣、小出由紀子： 犬の腫瘤型肝細胞癌5症例におけ

克一郎、柴崎

綾、丸尾幸嗣、山根義久： デタッチャブルコイル

により動脈管の閉塞を行った犬の長期観察例、第62回獣
医麻酔外科学会/第29回日本獣医画像診断学会合同学会、

■桑原康人、桑原典枝： 30例の慢性腎不全猫における尿蛋白
の検討、
平成13年度小動物獣医学会
〔中部〕
、2001.8（長野市）
■山我義則、山田英一、片野修一、住吉

浩、澤田倍美： 慢性胆

嚢炎の犬1例のX線、超音波と3D-CT画像検査所見、平成13
年度日本小動物獣医学会〔中部〕、2001.8（長野市）

2001.7（品川）
■小出和欣、小出由紀子： 猫の慢性横隔膜ヘルニアの2治験

■住吉

浩、山田英一、片野修一、山我義則、小島英彦、岡本芳

晴： X線CTを中心とした犬の椎間板突出 ・ 逸脱症の画像

例、第62回獣医麻酔外科学会、2001.7（品川）
■松本英樹、掛端健士、兵頭武史、伊藤浩太 ： 排便困難を呈し
た直腸憩室の犬に憩室部直腸全層部分切除術を実施した1

診断、平成13年度日本小動物獣医学会〔中部〕、2001.8（長野
市）
■野山順香、久野由博、政田早苗、髙島一昭、片岡智徳、小笠

例、第62回獣医麻酔外科学会、2001.7（品川）
■松本英樹、掛端健士、兵頭武史、伊藤浩太： 尿道結石を併発

原淳子、佐藤秀樹、長久アユサ、坂井尚子、山根義久： 副腎

した門脈体循環短絡症の犬の1例、第62回獣医麻酔外科学

腫瘍の疑われたフェレットの1例、第35回鳥取県獣医学会、

会、2001.7（品川）

2001.8（東伯町）

■水谷雄一郎、丸尾幸嗣、佐藤秀樹、三宅祥代、百田
中

豊、田

綾、山根義久： 腫瘍摘出後、癌性胸膜炎を併発し、予後

不良となった犬乳腺癌の一例、第62回獣医麻酔外科学会/第
29回日本獣医画像診断学会合同学会、2001.7（品川）
■星

克一郎、永島由紀子、古川修治、平尾秀博、小林正行、清

水美希、田中

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 体外循環により根

治した犬の心室中隔欠損症の一治験例、第62回獣医麻酔外
科学会/第29回日本獣医画像診断学会合同学会（ビデオセッ

久野由博、政田早苗、野山順香、山根義久： 胸腺腫摘出術を
行った犬の1例、第35回鳥取県獣医学会、2001.8（東伯町）
■土屋彰彦、戸野倉雅美、三ツ村麻美、柴崎祐也、高山知之、廣
田賢司、大河原

崇、折原世津子、篠部義信、田中暁子、藤田

桂一： 猫の甲状腺癌の1例、平成13年度日本小動物獣医学会
〔関東〕、2001.9（大磯市）
■甲斐（石川）勝行、高橋恵理子： 著しい心膜肥厚がみられた
胸腔内リンパ腫の猫の1例、第10回中部小動物臨床研究会、

ション）、2001.7（品川）
■星

■髙島一昭、片岡智徳、小笠原淳子、佐藤秀樹、長久アユサ、

克一郎、永島由紀子、古川修治、平尾秀博、小林正行、清

2001.9（名古屋市）

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 体外循環

■松本英樹、掛端健士、兵頭武史、伊藤浩太： 排便困難を呈し

下開心術で心室中隔欠損症を根治した犬の5症例、第62回獣

た直腸憩室の犬に憩室部直腸全層部分切除術を実施した1

医麻酔外科学会/第29回日本獣医画像診断学会合同学会、

例、平成13年度日本小動物獣医学会〔北海道〕、2001.9（札幌

水美希、髙島一昭、田中

市）

2001.7（品川）
■清水美希、永島由紀子、星
林正行、田中

綾、町田

克一郎、古川修治、平尾秀博、小

登、丸尾幸嗣、山根義久： 生前診断

■永島由紀子、三宅祥代、清水美希、平尾秀博、久保田真理、田
中

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 正常犬およびMR犬における

に苦慮した犬の骨肉腫の2例、第62回獣医麻酔外科学会/第

ジゴキシン慢性投与が循環動態に及ぼす影響、第132回日本

29回日本獣医画像診断学会合同学会、2001.7（品川）

獣医学会、2001.10（岩手大学）

■田中

綾、皆川玲子、星克一郎、永島由紀子、丸尾幸嗣、山根

■三宅祥代、永島由紀子、清水美希、平尾秀博、久保田真理、田

義久： 猫の尿毒症に併発した幽門狭窄の一症例、第62回獣

中

医麻酔外科学会/第29回日本獣医画像診断学会合同学会、

性投与が循環動態に及ぼす影響、第132回日本獣医学会、
2001.10（岩手大学）

2001.7（品川）
■百田
田中

豊、星

綾、丸尾幸嗣、山根義久： MR犬におけるジゴキシン慢

克一郎、永島由紀子、舘野信治、小林孝之、

綾、丸尾幸嗣、山根義久： コイルオクリュージョンの

■杉井太市郎、丸尾幸嗣、新井克彦、町田
恭二、田中

登、代田欣二、日置

綾、山根義久： 犬腫瘍のMMPs発現と腫瘍特性

実施が不可能のため開胸下での結紮術を実施したPDAの1

との関連性、第132回日本獣医学会、2001.10（岩手大学）

治験例、第62回獣医麻酔外科学会/第29回日本獣医画像診断

■真下忠久： 先天性環軸亜脱臼に対する椎体独立ピンニング

学会合同学会、2001.7（品川）
■髙島一昭、長澤

裕、久野由博、片岡智徳、政田早苗、山根義

久： 胸腺腫摘出術を行った犬の1手術例、第62回獣医麻酔外

とPMMAセメントの適応例、平成13年度日本小動物獣医学
会〔近畿〕、2001.10（大阪市）
■赤木哲也： 尿路変更術と横隔膜ヘルニア整復術を行った猫
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の1例、平成13年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2001.10（広

■佐藤秀樹、髙島一昭、久野由博、片岡智徳、政田早苗、小笠原
淳子、長久アユサ、野山順香、坂井尚子、山根義久： CT検査

島市）
■小出由紀子、小出和欣： 腸閉塞を起こした犬の嵌頓性鼠径
ヘルニアの2例、平成13年度日本小動物獣医学会〔中国〕、

床医学会、2001.11（大阪市）
■柴崎祐也、戸野倉雅美、三ツ村麻美、高柳博之、土屋彰彦、廣

2001.10（広島市）
■小出和欣、小出由紀子： 犬の腫瘤型肝細胞癌5症例における
診断と外科的治療成績、平成13年度日本小動物獣医学会〔中

田賢司、高山知之、大河原

崇、折原世津子、篠部義信、田中

暁子、藤田桂一： 猫のエチレングリコール中毒の1例、第22
回動物臨床医学会、2001.11（大阪市）

国〕、2001.10（広島市）
■中原和人、大岡

にて脳の空洞化が認められた若齢犬の1症例、第22回動物臨

恵、山形静夫： 緑内障における経強膜光凝

■小笠原淳子、髙島一昭、片岡智徳、久野由博、政田早苗、長久

固術での眼圧コントロール、平成13年度日本小動物獣医学

アユサ、佐藤秀樹、野山順香、坂井尚子、山根義久、楠

会〔中国〕、2001.10（広島市）

幸： 右大動脈弓遺残症の猫の1例、第22回動物臨床医学会、

■髙島一昭、片岡智徳、小笠原淳子、佐藤秀樹、長久アユサ、
久野由博、政田早苗、野山順香、山根義久： 胸腺腫摘出術を

英

2001.11（大阪市）
■小笠原淳子、髙島一昭、片岡智徳、久野由博、政田早苗、長久

行った犬の1例、平成13年度日本小動物獣医学会〔中国〕、

アユサ、佐藤秀樹/野山順香、坂井尚子、山根義久、楠

2001.10（広島市）

食道の部分切除を実施した右大動脈弓遺残症の猫の1例、第

■桑原康人、岩田和也、桑原典枝： 30例の慢性腎不全猫にお
ける尿蛋白の検討、第10回中部小動物臨床研究会、2001.10

英幸：

22回動物臨床医学会（ビデオセッション）、2001.11（大阪
市）
■小出由紀子、小出和欣： 腸閉塞を起こした犬の嵌頓性鼠径

（名古屋市）
勝： 心エコー図で診断したSAMによ

ヘルニアの2例、第22回動物臨床医学会、2001.11（大阪市）

る動力学的左室流出路狭窄の猫の2例、第10回中部小動物臨

■小出和欣、小出由紀子： 猫の慢性横隔膜ヘルニアの2治験

■土井口

修、土井口

床研究会、2001.10（名古屋市）

例、第22回動物臨床医学会、2001.11（大阪市）

■片岡智徳、髙島一昭、小笠原淳子、久野由博、政田早苗、山根

■小和田友美、角矢布優、枩本隆志、湯本哲夫、藤田桂一、山

義久： 脊髄空洞症と診断された犬の1例、第10回中部小動物

村穂積、酒井健夫： 院内多剤耐性菌調査Ⅲ−犬・猫の3症例

臨床研究会、2001.10（名古屋市）

から多剤耐性ブドウ球菌の検出、第22回動物臨床医学会、

■赤木哲也： 尿路変更術と横隔膜ヘルニア整復術を行った猫
の1例、第22回動物臨床医学会、2001.11（大阪市）
■永島由紀子、古川修治、星
水美希、秋山

緑、田中

克一郎、平尾秀博、小林正行、清

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 体外循環

下におけるダックスフントの心室中隔欠損症の1治験例、第
22回動物臨床医学会、2001.11（大阪市）
■永島由紀子、平尾秀博、田中

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 正

常犬およびMR犬におけるジゴキシン慢性投与が循環動態
に及ぼす影響、第22回動物臨床医学会（一般講演）、2001.11
郁、小沼

淳、下田哲也： 一過性の汎血球

減少症を呈した猫の1例、第22回動物臨床医学会、2001.11
（大阪市）
■真下忠久： 先天性環軸亜脱臼に対する椎体独立ピンニン
グとPMMAセメントの適応例、第22回動物臨床医学会、
2001.11（大阪市）
■須崎信茂、山田昭彦： 腹腔内腫瘤摘出後に麻痺性イレウス
を起こした犬の一症例、第22回動物臨床医学会、2001.11
（大阪市）

（大阪市）
■加藤

2001.11（大阪市）
■松川拓哉、岩本竹弘、中西

守： ウサギの尿砂および尿石症の4例、第

22回動物臨床医学会、2001.11（大阪市）

■政田早苗、久野由博、野山順香、髙島一昭、片岡智徳、小笠原
淳子、佐藤秀樹、長久アユサ、坂井尚子、山根義久、小出和欣、

淳、下田哲也： 免疫抑制療法が

小出由紀子： 総胆管の閉塞による胆管拡張を伴ったカルチ

有効であった猫の骨髄低形成の1例、第22回動物臨床医学

ノイド腫瘍の猫の1例、第22回動物臨床医学会、2001.11（大

■岩本竹弘、松川拓哉、中西

阪市）

会、2001.11（大阪市）
■久野由博、髙島一昭、政田早苗、小笠原淳子、片岡智徳、野山

■星

克一郎、永島由紀子、古川修治、平尾秀博、小林正行、清

順香、佐藤秀樹、長久アユサ、坂井尚子、山根義久： 尿道と腟

水美希、田中

の吻合を実施した犬の平滑筋腫の1例、第22回動物臨床医学

治した犬の心室中隔欠損症の一治験例、第22回動物臨床医
学会、2001.11（大阪市）

会、2001.11（大阪市）
■金刺祐一郎、片桐麻紀子、宇野雄博： 犬の落葉状天疱瘡の2
症例、第22回動物臨床医学会、2001.11（大阪市）
■桑原康人、岩田和也、桑原典枝： 30例の慢性腎不全猫におけ
る尿蛋白の検討、第22回動物臨床医学会、2001.11（大阪市）
■古川修治、佐藤秀樹、星
中

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 体外循環により根

克一郎、永島由紀子、平尾秀博、田

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 犬におけるカラードマイクロ

ソフェア法を用いたドパミン投与時の循環動態の検討－各
濃度のドパミンが臓器血流量に及ぼす影響－、第22回動物
臨床医学会（一般講演）、2001.11（大阪市）
■佐藤秀樹、髙島一昭、久野由博、片岡智徳、政田早苗、小笠原

■清水美希、永島由紀子、星
林正行、田中

克一郎、古川修治、平尾秀博、小

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 右室腔内異常筋束

と膜様物による流出路障害に乳糜胸を合併した犬の一症
例、第22回動物臨床医学会、2001.11（大阪市）
■石丸邦仁、佐藤正勝、西川夏樹、北村郁子、田中加津美、西
川久美： 犬の食道内異物の1例、第22回動物臨床医学会、
2001.11（大阪市）
■中西

淳、松川拓哉、岩本竹弘、下田哲也： 消化管に発生し

た犬の肥満細胞腫の1例、第22回動物臨床医学会、2001.11
（大阪市）

淳子、長久アユサ、野山順香、坂井尚子、山根義久、岸上義弘：

■長久アユサ、髙島一昭、久野由博、片岡智徳、政田早苗、小笠

体外循環下開心術で根治術を行った犬の重度肺動脈弁狭窄

原淳子、佐藤秀樹、野山順香、坂井尚子、山根義久： 化学療法

症の1治験例、第22回動物臨床医学会（ビデオセッション）、

を行ったフェレットのリンパ腫の1例、第22回動物臨床医学

2001.11（大阪市）

会、2001.11（大阪市）

■長久アユサ、髙島一昭、久野由博、片岡智徳、政田早苗、小笠

■小林正行、永島由紀子、古川修治、星

原淳子、佐藤秀樹、野山順香、坂井尚子、山根義久： 犬と猫の

水美希、秋山

下部尿路疾患における処方食と予後の関係、第22回動物臨

弁口拡大術を行った犬の大動脈弁狭窄症の一例、第3回メー

克一郎、永島由紀子、平尾秀博、小林正行、秋

緑、丸尾幸嗣、山根義久： 右側三心房心の犬の体外循環

下における根治術の一例、第22回動物臨床医学会（ビデオ

山

綾、星

克一郎、永島由紀子、平尾秀博、小林正行、秋

緑、丸尾幸嗣、山根義久： 右側三心房心の犬の体外循環

下における根治術の一例、第22回動物臨床医学会、2001.11

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 右室流出路障害に

よる乳糜胸がみられた犬の1例、第3回メープル小動物臨床
■田中
山

綾、星

克一郎、永島由紀子、平尾秀博、小林正行、秋

緑、丸尾幸嗣、山根義久： 右側三心房心の犬の体外循環

下における根治術の一例、第3回メープル小動物臨床検討
会、2001.11（盛岡市）

（大阪市）
■土井口

林正行、田中

克一郎、古川修治、平尾秀博、小

検討会、2001.11（盛岡市）

セッション）、2001.11（大阪市）
■田中

■清水美希、永島由紀子、星

修、土井口

勝： 心エコー図で診断したSAMに

よる左室流出路狭窄の猫の2例、第22回動物臨床医学会、

■桑原康人： 慢性腎不全猫と健康猫の血清カリウム濃度とカ
リウム分画排泄率の比較検討、第7回日本小動物臨床栄養学
フォーラムシンポジウム、2001.12（東京都）

2001.11（大阪市）
■土屋彰彦、戸野倉雅美、三ツ村麻美、柴崎祐也、高山知之、廣

■佐藤秀樹、髙島一昭、久野由博、片岡智徳、政田早苗、小笠原

崇、折原世津子、篠部義信、田中暁子、藤田

淳子、長久アユサ、野山順香、坂井尚子、山根義久： CT検査

桂一： 猫の甲状腺癌の1例、第22回動物臨床医学会、2001.11

にて脳の空洞化が認められた若齢犬の1症例、第17回獣医神

田賢司、大河原

経病研究会、2001.12（京都市）

（大阪市）
■湯本哲夫、小和田友美、角矢布優、枩本隆志、藤田桂一、山村
穂積、酒井健夫： 犬歯周病細菌と処置直後の抹消静脈血に
おける分離菌の検討、第22回動物臨床医学会、2001.11（大
阪市）
■藤原

■加藤

郁、小沼

守： ウサギの尿砂および尿石症の五例、エ

キゾチックペット研究会症例発表会、2002.2（中央区）
明、藤原元子： フェレットの胃内異物の1例、第22回

動物臨床医学会、2001.11（大阪市）
■藤原

平成14年（2002）

郁： 子宮内貯留液を認めたフェレットの一例、エキ

ゾチックペット研究会症例発表会、2002.2（中央区）

明、藤原元子： 犬の肺癌の1例、第22回動物臨床医学

会、2001.11（大阪市）

■中原和人、大岡

恵、山形静夫： シクロスポリン点眼治療を

試みたイヌの慢性表層性角膜炎の1例、比較眼科学会臨床部

■藤田桂一、戸野倉雅美、三ツ村麻美、柴崎祐也、土屋彰彦、高
山知之、廣田賢司、大河原

■加藤

崇、折原世津子、篠部義信、田中

会（日本獣医臨床病理学会）、2002.2（東京都）
■戸野倉雅美、三ツ村麻美、土屋彰彦、柴崎祐也、高山知之、廣

暁子、藤田理恵子： 犬の含歯性嚢胞の1例、第22回動物臨床

田賢司、大河原

医学会（ポスターセッション）、2001.11（大阪市）

桂一： 口腔内に糸状異物を認めた猫の3症例、第10回日本小

■平尾秀博、秋山

緑、清水美希、小林正行、星

由紀子、田中

克一郎、永島

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 心房細動を合併し

崇、折原世津子、篠部義信、田中暁子、藤田

動物歯科研究会、2002.2（東京都）
■永島由紀子、清水美希、星

克一郎、平尾秀博、小林正行、秋

た犬の拡張型心筋症におけるβプロッカーによる長期治療

山

例、第22回動物臨床医学会、2001.11（大阪市）

による右室流出障害のイヌの1治験例、平成13年度学会年

■片岡智徳、政田早苗、髙島一昭、久野由博、坂井尚子、山根義
久： ネコ慢性口内炎に対するネコインターフェロンの治療
効果（その2）2クール追加投与の効果、第22回動物臨床医学
会（一般講演）、2001.11（大阪市）
■片岡智徳、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、長久アユサ、
久野由博、政田早苗、野山順香、坂井尚子、山根義久、江口

緑、田中

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 異常筋束と膜様物

次大会（日本小動物獣医学会）
（ビデオセッション）、2002.2
（広島市）
■小出和欣、小出由紀子： 門脈体循環短絡症の外科治療時に
おけるDSAの使用経験、平成13年度学会年次大会（日本小
動物獣医学会）
（ビデオセッション）、2002.2（広島市）
■清水美希、永島由紀子、田中

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 犬に

博文： 胆嚢破裂を呈した犬の1例、第22回動物臨床医学会、

おけるバルサルバ洞の顕著な拡張を伴ったKirklin Ⅰ型心

2001.11（大阪市）

室中隔欠損症の1根治例、平成13年度学会年次大会（日本小

■野山順香、久野由博、政田早苗、髙島一昭、片岡智徳、小笠
原淳子、佐藤秀樹、長久アユサ、坂井尚子、山根義久： 副腎

動物獣医学会）
（ビデオセッション）、2002.2（広島市）
■田中

綾、永島由紀子、清水美希、丸尾幸嗣、山根義久： 右側

腫瘍の疑われたフェレットの1例、第22回動物臨床医学会、

三心房心の犬の体外循環下における根治術の一例、平成13

2001.11（大阪市）

年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）
（ビデオセッショ

■枩本隆志、小和田友美、角矢布優、湯本哲夫、藤田桂一、山村
穂積、酒井健夫： 手根部に発生した犬の滑膜肉腫の1例、第
22回動物臨床医学会、2001.11（大阪市）

ン）、2002.2（広島市）
■髙島一昭、小笠原淳子、片岡智徳、久野由博、政田早苗、佐藤
秀樹、長久アユサ、野山順香、坂井尚子、山根義久、楠

英幸：

■髙島一昭、片岡智徳、小笠原淳子、佐藤秀樹、長久アユサ、久

動脈管索切離に食道部分切除術を併用した猫の右大動脈弓

野由博、政田早苗、野山順香、坂井尚子、山根義久、赤木哲也：

遺残症の1治験例、平成13年度学会年次大会（日本小動物獣

動脈管結紮術後に僧帽弁閉鎖不全症を合併した犬の1例、第
22回動物臨床医学会、2001.11（大阪市）
■金重辰夫、酒井

譲、町田

登、山根義久： 脱アセチル化キ

医学会）
（ビデオセッション）、2002.2（広島市）
■永島由紀子、清水美希、星
秋山

緑、田中

克一郎、平尾秀博、小林正行、

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 右室二腔症に乳

チン塩酸塩の止血効果について、第3回メープル小動物臨床

糜胸を併発した犬に対する開心下根治術と胸管結紮術およ

検討会、2001.11（盛岡市）

び胸腔腹腔短絡術施行例、平成13年度学会年次大会（日本小
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山

綾、星

綾、丸尾幸嗣、山根義久： バルーン

プル小動物臨床検討会、2001.11（盛岡市）

床医学会（一般講演）、2001.11（大阪市）
■田中

緑、田中

克一郎、平尾秀博、清
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緑、島村俊介、田中

動物獣医学会）、2002.2（広島市）
■住吉

浩、山田英一、片野修一、山我義則： 大規模災害時に

みられた猫の大動脈血栓塞栓症、平成13年度学会年次大会

リングを用いた犬の僧帽弁形成術の一例、第64回獣医麻酔
外科学会、2002.6（品川）
■清水美希、星

（日本小動物獣医学会）、2002.2（広島市）
■小出和欣、小出由紀子、岸上義弘： 若齢犬における二次性門
脈体循環短絡症を伴う特発性門脈高血圧症の1例、平成13年
度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、2002.2（広島市）
■政田早苗、野山順香、久野由博、髙島一昭、片岡智徳、小笠原

綾、丸尾幸嗣、山根義久： カーペンター

田中

克一郎、平尾秀博、小林正行、秋山

根治したイヌの右室二腔症の1例、第64回獣医麻酔外科学
会、2002.6（品川）
■大沼和気子、丸尾幸嗣、峯岸美千代、桃井康行、岩城多佳子、

淳子、佐藤秀樹、長久アユサ、坂井尚子、山根義久： 副腎腫瘍

町田

の疑われたフェレットの1例、平成13年度学会年次大会（日

例、第64回獣医麻酔外科学会、2002.6（品川）

登、田中

■田中

本小動物獣医学会）、2002.2（広島市）
■清水美希、永島由紀子、田中

綾、丸尾幸嗣、山根義久、桐原

緑、

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 体外循環下開心術によって

綾、山根義久： 猫の移行上皮癌の一治験

綾、清水美希、小林正行、平尾秀博、星

克一郎、丸尾

幸嗣、山根義久： 右側三心房心の犬の体外循環下における

信之： 左心房裂傷により心嚢血腫を呈したマルチーズの1

根治術の一例、第64回獣医麻酔外科学会、2002.6（品川）

治験例、平成13年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、

■佐藤正勝： 犬の骨外性骨肉腫の1例、第16回日本獣医がん研
究会、2002.7（大阪市）

2002.2（広島市）
■長久アユサ、髙島一昭、小笠原淳子、片岡智徳、久野由博、政
田早苗、佐藤秀樹、野山順香、坂井尚子、山根義久： 犬と猫に
おける下部尿路疾患とその予後－処方食との関係を中心と
して－、平成13年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、
綾、永島由紀子、清水美希、丸尾幸嗣、山根義久： 右側

三心房心の犬の体外循環下における根治術の一例、平成13
年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、2002.2（広島市）
■岡野

石が認められた犬の1例、第39回岡山県小動物獣医学会、
2002.8（岡山市）
■小出和欣、小出由紀子： 犬における門脈体循環短絡症の31
症例、第39回岡山県小動物獣医学会、2002.8（岡山市）

2002.2（広島市）
■田中

■小出由紀子、小出和欣： 左腎腎盂内結石と右腎尿管内結

篤、丸尾幸嗣、川幡まりこ、日置恭司、田中

綾、山根

義久： 犬癌移植免疫不全マウスをもちいた犬癌化学療法プ
ロトコールの評価、第133回日本獣医学会、2002.3（専修大

■山形静夫、中原和人、大岡

恵： 眼球を摘出した犬と猫の14

例、第22回比較眼科学会、2002.8（東京都）
■佐藤秀樹、髙島一昭、政田早苗、片岡智徳、小笠原淳子、長久
アユサ、野山順香、塚根悦子、福澤真紀子、白川

希、毛利

崇、山根義久： VP shunt術により良好に経過した水頭症の
1例、第36回鳥取県獣医学会、2002.8（東伯町）
■長久アユサ、髙島一昭、片岡智徳、小笠原淳子、佐藤秀樹、塚

学）
■山根

剛、長村香里、折戸謙介、金井孝夫、藤井洋子、粟津孝

子、渡邊信義、渡邊俊文、武藤

眞、赤堀文昭、若尾義人： 実

験的肺動脈狭窄症モデルに対するアンジオテンシン変換酵
素阻害薬の影響2、心筋リモデリングに対するアンジオテン
シン変換酵素阻害薬の影響、第133回日本獣医学会、2002.3
修、土井口

勝： 猫のHOCMに対するCa拮抗薬と

β遮断薬の長期投与における治療効果、第76回日本獣医循

希、毛利

崇、山根義久： 化学療法を行った胸腺

型リンパ腫の1例、第36回鳥取県獣医学会、2002.8（東伯町）
■塚根悦子、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、長久アユサ、福
澤真紀子、政田早苗、片岡智徳、野山順香、白川

希、毛利

修、土井口

獣医学会、2002.8（東伯町）
■片岡智徳、毛利

崇、政田早苗、野山順香、白川

希、髙島一

昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、長久アユサ、塚根悦子、福澤真紀

環器学会、2002.6（品川）
■土井口

香、白川

崇、山根義久： 心内膜炎と診断した犬の1例、第36回鳥取県

（専修大学）
■土井口

根悦子、野山順香、福澤真紀子、久野由博、政田早苗、野山順

勝： ネコのHOCMに対してβブッロ

カーを用いた1治験例、第76回日本獣医循環器学会、2002.6

子、坂井尚子、山根義久： 外固定を行った橈尺骨骨折のコサ
ギの1例、第36回鳥取県獣医学会、2002.8（東伯町）
■毛利

（品川）

崇、政田早苗、片岡智徳、野山順香、白川

希、髙島一

徹 、藤井洋子、斑目広郎、若尾義人： 線維

昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、長久アユサ、塚根悦子、福澤真紀

肉腫による三尖弁狭窄症の犬の一例、第76回日本獣医循環

子、坂井尚子、山根義久： シリカ尿石がみとめられた犬の1

■山根

剛、石橋

例、第36回鳥取県獣医学会、2002.8（東伯町）

器学会、2002.6（品川）
■秋山

緑、田中

綾、星

克一郎、平尾秀博、小林正行、清水

美希、丸尾幸嗣、山根義久： 心内膜床欠損症の犬の一症例、
第64回獣医麻酔外科学会（ビデオセッション）、2002.6（品

■野山順香、久野由博、政田早苗、髙島一昭、片岡智徳、小笠原
淳子、佐藤秀樹、長久アユサ、塚根悦子、坂井尚子、山根義久：
気腫性胆嚢炎の犬の1例、第36回鳥取県獣医学会、2002.8
（東伯町）

川）
■秋山

緑、田中

綾、星

克一郎、平尾秀博、小林正行、清水

■髙島一昭、佐藤秀樹、小笠原淳子、長久アユサ、塚根悦子、

美希、丸尾幸嗣、山根義久： 心内膜床欠損症の犬の一例、第

野山順香、福澤真紀子、片岡智徳、政田早苗、白川

64回獣医麻酔外科学会、2002.6（品川）

利

■小林正行、星
緑、田中

克一郎、平尾秀博、清水美希、島村俊介、秋山

綾、丸尾幸嗣、山根義久： ペースメーカー植え込

みを行った高度房室ブロックの犬の一例、第64回獣医麻酔

中

登、田

綾、山根義久： 第三眼瞼に発生した犬肥満細胞腫瘍の

一症例、第64回獣医麻酔外科学会、2002.6（品川）
■星

出を行った多分葉状腫瘍の1例、第36回鳥取県獣医学会、
2002.8（東伯町）
■湯本哲夫、藤田桂一、山村穂積、佐藤常男、酒井健夫： 犬の大
腿部筋肉内に発生した平滑筋肉腫の1例、平成14年度日本小

外科学会、2002.6（品川）
■水谷雄一郎、丸尾幸嗣、鈴木嘉尚、小林正行、町田

希、毛

崇、坂井尚子、山根義久、江口博文： 開頭術により摘

克一郎、小冷恵子、平尾秀博、小林正行、清水美希、秋山

動物獣医学会〔関東〕、2002.9（さいたま市）
■三ツ石

恵、小林正行、渡辺清見、田中

綾、丸尾幸嗣、山根

義久： ラットの容量負荷心肥大モデルに対するβ遮断薬の
有効性の検討、第134回日本獣医学会、2002.9（岐阜大学）

■山根

剛、長村香里、折戸謙介、金井孝夫、藤井洋子、渡邊俊

文、赤堀文昭、若尾義人： 犬の心筋リモデリングに対するア
ンジオテンシン受容体拮抗薬（ARB）の影響、第134回日本

師会年次学会、2002.10（仙台市）
■小出由紀子、小出和欣： 左腎腎盂内結石と右腎尿管内結石

恵、渡辺清見、田中

綾、丸尾幸嗣、山根

国〕、2002.10（山口県小郡町）

義久： ラットの圧負荷心肥大・心不全モデルに対するβ遮

■小出和欣、小出由紀子： 犬における門脈体循環短絡症の32

断薬の有効性の検討、第134回日本獣医学会、2002.9（岐阜

症例、平成14年日本小動物獣医学会〔中国〕、2002.10、
（山口
県小郡町）

大学）
■竹村直行、中川清志、広瀬

昶、町田

登、山根義久： 肥大型

■毛利

崇、政田早苗、片岡智徳、野山順香、白川

希、髙島一

心筋症に僧帽弁狭窄が続発した猫の2例、第134回日本獣医

昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、長久アユサ、塚根悦子、福澤真紀

学会、2002.9（岐阜大学）

子、坂井尚子、山根義久： シリカ尿石がみとめられた犬の1

■宮

賢次郎、片野修一、澤田倍美、住吉

浩、山我義則、山

田英一、岡本芳晴： 結膜増殖症（瞼球癒着）にマイトマイシ
ンCを使用した猫1例、平成14年度日本小動物獣医学会〔中

を得ている腸管リンパ腫の猫の1例、平成14年度日本小動物

利

希、毛

崇、坂井尚子、山根義久、江口博文： 開頭術により摘出

を行った多分葉状腫瘍の1例、平成14年日本小動物獣医学会
〔中国〕、2002.10（山口県小郡町）

獣医学会〔中部〕、2002.9（福井市）
浩、山田英一： イマチニブ投与

が有効であった猫のリンパ腫1例、平成14年度日本小動物獣

■白永伸行、井手口

薫、白永純子： 膀胱移行上皮癌の犬の1

例、平成14年日本小動物獣医学会〔中国〕、2002.10（山口県
小郡町）

医学会〔中部〕、2002.9（福井市）
■山田英一、片野修一、住吉

小郡町）
■髙島一昭、佐藤秀樹、小笠原淳子、長久アユサ、塚根悦子、
福澤真紀子、片岡智徳、政田早苗、野山順香、白川

部〕、2002.9（福井市）
■甲斐（石川）勝行、高橋恵理子： 化学療法により長期の寛解

■山我義則、片野修一、住吉

例、平成14年日本小動物獣医学会〔中国〕、2002.10（山口県

浩、山我義則、柴田武志： 脊椎手

■清水美希、田中

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 人工心肺装置に

術における超音波骨メスの有用性、平成14年度日本小動物

よる体外循環下開心術により根治した大動脈閉鎖不全を

獣医学会〔中部〕、2002.9（福井市）

伴ったkirklin Ⅰ型の心室中隔欠損症の犬の1例、平成14年

■山田英一、片野修一、住吉

浩、山我義則、柴田武志： 雄猫に

対する包皮粘膜を利用した会陰尿道造瘻術、平成14年度日

度日本小動物獣医学会〔東京〕、2002.10（東京都）
■田中

綾、清水美希、丸尾幸嗣、山根義久： 右室二腔症の

犬の一治験例、平成14年度日本小動物獣医学会〔東京〕、

本小動物獣医学会〔中部〕、2002.9（福井市）
■井川裕之、須崎信茂、山田昭彦： 外科手術を行った原発性上
皮小体機能亢進症の犬の一例、第4回日本臨床獣医学フォー

2002.10（東京都）
■桑原康人、永田祥代、桑原典枝： 糖尿病の維持管理中に急性
腎不全を発症した犬の1例、第11回中部小動物臨床研究会、

ラム、2002.9（東京都）
■須崎信茂、井川裕之： 動脈管開存症の犬の2例、第4回日本臨

2002.10（名古屋市）
■佐藤秀樹、髙島一昭、政田早苗、片岡智徳、小笠原淳子、長久

床獣医学フォーラム、2002.9（東京都）
■野山順香、久野由博、政田早苗、髙島一昭、片岡智徳、小笠原
淳子、佐藤秀樹、長久アユサ、塚根悦子、坂井尚子、山根義久：
気腫性胆嚢炎の犬の1例、第4回日本臨床獣医学フォーラム、

アユサ、野山順香、塚根悦子、福澤真紀子、白川

1例、第11回中部小動物臨床研究会、2002.10（名古屋市）
■井上知紀、星

2002.9（東京都）
■髙島一昭、佐藤秀樹、小笠原淳子、長久アユサ、塚根悦子、福
澤真紀子、片岡智徳、政田早苗、野山順香、白川

希、毛利

崇、坂井尚子、山根義久、江口博文： 開頭術を行った多分葉
状腫瘍の1例、第4回日本臨床獣医学フォーラム、2002.9（東

俊介、秋山

克一郎、平尾秀博、小林正行、清水美希、島村

緑、田中

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 頻回に失神

発作を繰り返した高度房室ブロック犬に対するペースメー
カー植え込み術による1治験例、第23回動物臨床医学会、
2002.11（大阪市）
■岡田奈津子、河村裕子、深山晴央、秋山

京都）
■松本英樹、掛端健士、兵頭武史、花田憲正、辻
登志、磯村

陽子、星野佐

洋： 犬における肺の先天性奇形2例、平成14年

度日本小動物獣医学会〔北海道〕、2002.9（旭川市）
■土井口

修、小嶋維男、藤井琢磨、土井口

勝： 心膜穿刺で

血行動態の改善が見られた心タンポナーデの犬の2例、平成
14年度日本小動物獣医学会〔九州〕、2002.10（佐世保市）
■大東勇介、日高勇一、宮本

徹、永延清和、隅田賢峰、萩尾光

希、毛利

崇、山根義久： VP shunt術により良好に経過した水頭症の

美希、小林正行、平尾秀博、星

緑、島村俊介、清水

克一郎、田中

綾、町田

登、

丸尾幸嗣、山根義久： 犬の所属リンパ節転移を伴う肛門嚢
腺癌の1手術例、第23回動物臨床医学会、2002.11（大阪市）
■加藤

郁： 子宮内貯留液を認めたフェレットの1例、第23回

動物臨床医学会、2002.11（大阪市）
■岩本竹弘、松川拓哉、木村大泉、中西

淳、下田哲也： 犬の慢

性膵炎の1例、第23回動物臨床医学会、2002.11（大阪市）

美： 一過性の右−左短絡を示した心内膜線維弾性症を伴う

■吉岡永郎 、真下忠久： 手術により脱毛症の改善がみられた

動脈管開存症の犬の1例、平成14年度日本小動物獣医学会

犬の精巣腫瘍の1例、第23回動物臨床医学会、2002.11（大阪
市）

〔九州〕、2002.10（佐世保市）
徹、山根義久： 長期にわたり生

■金刺祐一郎、片桐麻紀子、宇野雄博： 犬の甲状腺機能低下症

存したフェレットの犬心臓糸状虫症例、平成14年度日本小

と胆泥に関する調査、第23回動物臨床医学会、2002.11（大

■山口

曜、山尾信吾、深瀬

動物獣医学会〔近畿〕、2002.10（大阪市）
■石丸邦仁、佐藤正勝、柴崎

哲、片本

宏、野村紘一： 犬の骨

阪市）
■桑原康人、永田祥代、桑原典枝： 糖尿病の維持管理中に

外性骨肉腫の1例、平成14年度日本小動物獣医学会〔近畿〕、

急性腎不全を発症した犬の1例、第23回動物臨床医学会、

2002.10（堺市）

2002.11（大阪市）
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が認められた犬の1例、平成14年日本小動物獣医学会〔中

獣医学会、2002.9（岐阜大学）
■小林正行、三ツ石

■山形静夫： 眼球摘出をした16例について、日本小動物獣医
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■佐藤秀樹、髙島一昭、片岡智徳、政田早苗、小笠原淳子、長久
アユサ、野山順香、塚根悦子、福澤真紀子、白川

希、毛利

崇、坂井尚子、山根義久： 心基底部腫瘍により心タンポナー
デを呈した犬に心膜切除を行った1例、第23回動物臨床医学
■佐藤秀樹、髙島一昭、片岡智徳、政田早苗、小笠原淳子、長久
アユサ、野山順香、塚根悦子、福澤真紀子、白川

希、毛利

崇、坂井尚子、山根義久： 椎間板原発軟骨肉腫により跛行を
呈した犬の1例、第23回動物臨床医学会、2002.11（大阪市）
恵、田中

■真下忠久、吉岡永朗： 多剤併用化学療法により生存期間の
延長が得られた未分化型骨髄芽球性白血病（M1）の1例、第
23回動物臨床医学会、2002.11（大阪市）
■水谷雄一郎、岡田奈津子、田中

会、2002.11（大阪市）

■三ツ石

2002.11（大阪市）

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 小動物臨床に

おけるマイクロジェクトポンプの有用性、第23回動物臨床

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 開

口困難を呈した咀嚼筋炎が疑われた犬の1治療例、第23回動
物臨床医学会、2002.11（大阪市）
■政田早苗、長久アユサ、加藤

郁、髙島一昭、坂井尚子、山根

義久： 輸血医療における血液適合性の臨床的重要性（1.）赤
血球凝集反応による簡易・迅速な犬用血液型判定試薬、第23
回動物臨床医学会、2002.11（大阪市）
■政田早苗、片岡智徳、野山順香、白川

医学会、2002.11（大阪市）

希、毛利

崇、髙島一

■山本景史、渡辺雄志： 喉頭麻痺−多発性ニューロパシー症

昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、長久アユサ、塚根悦子、福澤真紀

候群が疑われた若齢ダルメシアンの1例、第23回動物臨床医

子、坂井尚子、山根義久： Ventral slotと腹側造窓術を実施

学会、2002.11（大阪市）

した頸部椎間板ヘルニアの犬の1例、第23回動物臨床医学

■秋山

緑、星

克一郎、平尾秀博、小林正行、清水美希、田中

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 食道拡張を伴った胸腺腫の犬の1

会、2002.11（大阪市）
■政田早苗、片岡智徳、野山順香、白川

希、毛利

崇、髙島一

昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、長久アユサ、塚根悦子、福澤真紀

例、第23回動物臨床医学会、2002.11（大阪市）
克一郎、平尾秀博、小林正行、清水

子、
坂井尚子、
山根義久： 頸部椎間板ヘルニアに対しventral

美希、丸尾幸嗣、山根義久： 開心術を施した心内膜床欠損

slotと腹側造窓術を実施した犬の1例、第23回動物臨床医学

■秋山

緑、田中

綾、星

症の犬の1例、第23回動物臨床医学会（ビデオセッション）、

会、2002.11（大阪市）
■星

2002.11（大阪市）
■小笠原淳子、髙島一昭、片岡智徳、政田早苗、長久アユサ、佐
藤秀樹、野山順香、塚根悦子、福澤真紀子、白川

希、毛利

崇、坂井尚子、山根義久： 血管肉腫を併発した腸リンパ管拡
張症の犬の1例、秋山

等、第23回動物臨床医学会、2002.11

克一郎、小冷恵子、平尾秀博、小林正行、清水美希、秋山

緑、島村俊介、田中

23回動物臨床医学会、2002.11（大阪市）
■星

克一郎、平尾秀博、小林正行、清水美希、秋山

俊介、田中

（大阪市）
■小出由紀子、小出和欣： 左腎結石と右尿管結石が認められ
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淳、下田哲也： FIV陽

性猫に認められた再生不良性貧血の1例、第23回動物臨床医
学会、2002.11（大阪市）
■野山順香、片岡智徳、政田早苗、白川

回動物臨床医学会、2002.11（大阪市）

希、毛利

崇、髙島一
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崇、福澤
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の上顎に認められたエナメル上皮線維肉腫の1例、第23回動

angiography）装置の小動物領域における応用、第23回動物

物臨床医学会（ポスターセッション）、2002.11（大阪市）
■白川

希、髙島一昭、政田早苗、片岡智徳、小笠原淳子、野山

順香、塚根悦子、佐藤秀樹、長久アユサ、毛利

崇、福澤真紀

臨床医学会（ビデオセッション）、2002.11（大阪市）
■髙島一昭、片岡智徳、政田早苗、小笠原淳子、佐藤秀樹、長久
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崇、坂井尚子、山根義久、江口博文：開頭術により摘出を行っ

わない6歳齢の犬における先天性門脈体循環短絡症の外科

た多分葉状腫瘍の1例、平成14年度学会年次大会（日本小動

■小出和欣、小出由紀子、長村

手術例、第65回獣医麻酔外科学会、2003.1（山口大学）
■加藤

郁： ウサギの急性および慢性膝蓋骨内方脱臼の2例、

エキゾチックペット研究会症例発表会、2003.2（中央区）
■大谷美紀、藤田理恵子、佐藤亜也子、斉藤亜紀江、深井麗子、

物獣医学会）、2003.2（宜野湾市）
■髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、長久アユサ、塚根悦子、福
澤真紀子、片岡智徳、政田早苗、野山順香、白川

希、毛利

崇、坂井尚子、山根義久、田中博二：左前大静脈遺残および心

直子、松沢

膜横隔膜ヘルニアを合併した心室中隔欠損症に開心術を

ふみ、藤田桂一： 患者教育の一環としてのリーフレット作

行った1手術例、平成14年度学会年次大会（日本小動物獣医

野原宏実、新井陽子、木村満知子、山田幸子、堤
成効果、日本動物看護学会、2003.2（東京都）
■戸野倉雅美、大河原

崇、田中暁子、折原世津子、篠部義信、

藤田桂一、山村穂積、酒井健夫： 犬のナルコレプシーの1例、
平成14年度埼玉県獣医学術研究発表会、2003.2（岩槻市）
■田中暁子、戸野倉雅美、大河原

崇、折原世津子、篠部義信、

小林なぎさ、田熊大祐、藤田桂一： 肥満細胞腫の腹腔内転移
に対して外科的処置を行い、QOLが得られた犬の1例、第
14回埼玉県獣医学術研究発表会、2003.2（岩槻市）
■折原世津子、戸野倉雅美、田中暁子、大河原

崇、篠部義信、

学会）
（ビデオセッション）、2003.2（宜野湾市）
■山形静夫： 水晶体亜脱臼を併発する白内障に外科治療を試
みた2例、第20回日本獣医臨床眼科研究会、2003.3（東京都）
■所

輝久、井原かおり、山形静夫： 汎ぶどう膜炎の1例、第20

回日本獣医臨床眼科研究会、2003.3（東京都）
■深瀬

徹、高橋千秋、高橋秀明、山根義久： 実験動物ウサギ

に認められた切歯および臼歯の過剰伸長とその処置、第37
回日本実験動物技術者協会、2003.5（大宮市）
■小出和欣、小出由紀子、和田安弘、仲庭茂樹： 先天性肝内動

小林なぎさ、田熊大祐、藤田桂一： リンパ球性プラズマ細胞

静脈瘻と肝内性門脈体循環短絡症および大動脈弁狭窄症の

性唾液腺炎と診断された犬の1例、第11回日本小動物歯科研

複合奇形が認められたゴールデン・レトリバーの1例、第78
回日本獣医循環器学会、2003.6（東京都）

究会、2003.2（東京都）
■湯本哲夫、枩本隆志、柴藤哲生、藤田桂一、山村穂積、酒井健

■小林正行、平尾秀博、清水美希、島村俊介、田中

綾、丸尾幸

夫： 歯周病罹患犬における歯周ポケットからの分離菌とそ

嗣、山根義久： 犬の僧帽弁閉鎖不全症に対するβ遮断薬（メ

の感受性試験成績、第11回日本小動物歯科研究会、2003.2

トプロロール）の作用効果の検討、第78回日本獣医循環器学
会、2003.6（東京都）

（東京都）
■戸野倉雅美、大河原

崇、田中暁子、折原世津子、篠部義信、

藤田桂一、山村穂積、酒井健夫： 犬のナルコレプシーの1例、
平成14年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、2003.2
曜、山尾信吾、深瀬

徹、町田

登、山根義久： 長期間

綾、丸尾幸

嗣、山根義久： 腹水貯留を呈した犬の重度肺動脈狭窄症の
手術治験例、第78回日本獣医循環器学会、2003.6（東京都）
■清水美希、平尾秀博、小林正行、島村俊介、田中

（宜野湾市）
■山口

■平尾秀博、小林正行、清水美希、島村俊介、田中

嗣、山根義久、町田

綾、丸尾幸

登： 肋骨原発性骨肉腫の犬において肋

にわたり生存したフェレットの犬心臓糸状虫症例、平成14

骨切除と胸壁再建術および化学療法を行った一例、第66回

年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、2003.2（宜野湾

獣医麻酔外科学会、2003.6（東京都）
■清水美希、平尾秀博、小林正行、島村俊介、田中

市）
■住吉

浩、山田英一、吉見

泰、長濱正太郎、西村亮平： 犬猫

の臨床例における効果的な麻酔前投薬の検討、平成14年度
学会年次大会（日本小動物獣医学会）、2003.2（宜野湾市）
■小出和欣、小出由紀子： 犬における門脈体循環短絡症の32
症例、平成14年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）
（地区
学会長賞）、2003.2（宜野湾市）
■小出和欣、小出由紀子： 腹横筋有茎フラップを利用して整
復した猫の慢性横隔膜ヘルニアの1例、平成14年度学会年
次大会（日本小動物獣医学会）
（ビデオセッション）、2003.2
（宜野湾市）

嗣、山根義久、町田

綾、丸尾幸

登： 頸部に発生した悪性線維性組織球

腫に外科的切除および化学療法を行った猫の一例、第66回
獣医麻酔外科学会、2003.6（東京都）
■大東勇介、萩尾光美、日高勇一、永延清和、吉田朋子、宮本
徹： 健常犬および僧帽弁閉鎖不全作出犬における総静脈流
入遮断法の臨床的検討、第66回獣医麻酔外科学会、2003.6
（東京都）
■田中

綾、島村俊介、小林正行、髙島一昭、平尾秀博、丸尾幸

嗣、山根義久： 肺動脈弁狭窄症に対し体外循環下にて弁口
部拡大形成術を実施した小型犬の11例、第66回獣医麻酔外

■福澤真紀子、髙島一昭、片岡智徳、小笠原淳子、佐藤秀樹、長

科学会、2003.6（東京都）
■島村俊介、内田瑞穂、清水美希、小林正行、平尾秀博、田中

久アユサ、野山順香、塚根悦子、白川

希、毛利

崇、安武寿

美子、
坂井尚子、
山根義久： Coilocculusionによりlow output

パ腫に対してBillroth I法による胃摘出術を実施した猫の

syndromeを合併したPDAの犬の1例、第37回鳥取県獣医学

一例、第66回獣医麻酔外科学会、2003.6（東京都）

会、2003.8（東伯町）

■山形静夫： 猫の緑内障の1例、第23回比較眼科学会、2003.7

■片岡智徳、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、長久アユサ、野
山順香、塚根悦子、白川

（大阪市）
■Fujita K., Sakai T. ： T-Lymphocyte Subsets in cats with
Gingivostomatistis、第8回世界獣医歯科大会（ポスター）、

崇、坂井尚

カの1例、第37回鳥取県獣医学会、2003.8（東伯町）
■毛利

2003.7（京都市）

希、福澤真紀子、毛利

子、山根義久： 肘関節脱臼を創外固定にて整復したオオタ
崇、髙島一昭、片岡智徳、小笠原淳子、佐藤秀樹、長久

Sakai T. ：

アユサ、野山順香、塚根悦子、白川希、福澤真紀子、安武寿美

Antimicrobial Susceptibility of Bacteria Isolated from

子、坂井尚子、山根義久： CDVと診断した犬の37例、第37回

■ Yumoto Y.,

Fujita K.,

Yamamura H.,

Periodontal Pockets and Peripheral Blood in

Dogs with

Periodontitis、第8回世界獣医歯科大会（ポスター）、2003.7

鳥取県獣医学会、2003.8（東伯町）
■野山順香、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、塚根悦子、安武
寿美子、片岡智徳、長久アユサ、白川

（京都市）

希、福澤真紀子、毛利

■小出由紀子、小出和欣、船越徳和、白永伸行、佐藤典子： 外科

崇、坂井尚子、山根義久： 重度僧帽弁閉鎖不全症・三尖弁閉

的治療を行った猫の門脈体循環短絡症の2例、第40回岡山県

鎖不全症に起因した心タンポナーデに心膜切除を応用した
犬の1例、第37回鳥取県獣医学会、2003.8（東伯町）

小動物獣医学会、2003.8（岡山市）
■小出和欣、小出由紀子、船越徳和、和田安弘、岩崎泰彦： 二次

■髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、野山順香、塚根悦子、安武

性門脈体循環短絡症を併発した先天性肝内動静脈瘻の外科

寿美子、片岡智徳、白川

的治験例、第40回岡山県小動物獣医学会、2003.8（岡山市）

紀子、坂井尚子、山根義久： 左前大静脈遺残症（PLCVC）を

■船越徳和、小出和欣、小出由紀子、藤原威信： 肺に血管肉

伴った複合心血管奇形に対し体外循環を応用した犬の2症

腫病変を認めた犬の2例、第40回岡山県小動物獣医学会、

希、長久アユサ、毛利

崇、福澤真

例、第37回鳥取県獣医学会、2003.8（東伯町）
■Yamane Y., Kinoshita G., Nagata T., Boeckh A., Cramer

2003.8（岡山市）
■甲斐（石川）勝行、高橋恵理子、木村

剛： 肝外性胆汁うっ滞

L.： Study to Compars the Efficacy and Safety of

の犬に実施した胆道再疎通のための胆嚢切除、平成15年度

FRONTLINE PLUS（Fiproui1/（S）-methoprene）Spot-on

日本小動物獣医学会〔中部〕、2003.8（金沢市）

and FRONTLINE TOP SPOT Against Ticks in Cats

剛： 皮膚肥満細胞腫犬

under Field Conditions in Japan, 19th International

15例の回顧的調査と予後判定因子について、平成15年度日

Conference of the World Association for the

本小動物獣医学会〔中部〕、2003.8（金沢市）

Advancement Veterinary Parasitology, 2003.8（New

■甲斐（石川）勝行、高橋恵理子、木村

■安武寿美子、髙島一昭、片岡智徳、小笠原淳子、佐藤秀樹、長

orleans ： USA）

希、福澤真紀子、毛利

■湯本哲夫、藤田桂一、山村穂積、酒井健夫： 犬の歯肉炎およ

崇、坂井尚子、山根義久： アトピー性皮膚炎に対して減感作

び歯周炎に対する炭酸ガスレーザーの臨床応用、平成15年

久アユサ、野山順香、塚根悦子、白川

療法を行った犬の1例、第37回鳥取県獣医学会、2003.8（東
■佐藤秀樹、髙島一昭、片岡智徳、小笠原淳子、長久アユサ、野
山順香、塚根悦子、福澤真紀子、白川

希、毛利

崇、安武寿

美子、坂井尚子、山根義久： 前肢破行を呈した頸部硬膜外軟
骨肉腫の犬の1例、第37回鳥取県獣医学会、2003.8（東伯町）
■小笠原淳子、髙島一昭、片岡智徳、佐藤秀樹、長久アユサ、野
山順香、塚根悦子、福澤真紀子、白川

希、毛利

崇、安武寿

美子、坂井尚子、山根義久： 肉芽腫性脂腺炎の犬の1例、第37

山順香、塚根悦子、白川

討、平成15年度日本小動物獣医学会〔四国〕、2003.9（高知
市）
■桑原康人、永田祥代、桑原典枝： 再発を繰り返した無菌性ス
トラバイト膀胱結石のシーズーの1例、第5回日本臨床獣医
学フォーラム、2003.9（浦安市）
■山田昭彦、森下

豪： 膵外分泌低下を示した動脈管開存

症（PDA）の犬の1例、第5回日本臨床獣医学フォーラム、
2003.9（浦安市）

回鳥取県獣医学会、2003.8（東伯町）
■長久アユサ、髙島一昭、片岡智徳、小笠原淳子、佐藤秀樹、野
希、福澤真紀子、毛利

崇、安武寿

美子、坂井尚子、山根義久： 犬と猫の下部尿路疾患における
処方食と予後との関係、第37回鳥取県獣医学会、2003.8（東

■小出和欣、小出由紀子、船越徳和、仲庭茂樹： 超音波吸引装
置を用いた肝内性門脈体循環短絡症犬の外科的治験例、第5
回日本臨床獣医学フォーラム、2003.9（浦安市）
■塚根悦子、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、野山順香、安
武寿美子、片岡智徳、長久アユサ、白川

伯町）
■塚根悦子、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、野山順香、安武
寿美子、片岡智徳、長久アユサ、白川希、毛利

崇、福澤真紀

子、山根義久、上月茂和： 心内膜瘤を伴うVSDに対し体外循
環を行った犬の1例、第37回鳥取県獣医学会、2003.8（東伯

希、毛利

崇、福澤

真紀子、山根義久： 心内膜瘤を伴うVSDに対し体外循環を
行った犬の1例、第5回日本臨床獣医学フォーラム、2003.9
（浦安市）
■土井口

修： 心エコー図を用いた心筋症のみかた、第5回日

本臨床獣医学フーラム、2003.9（浦安市）

町）
■白川

度日本小動物獣医学会〔関東〕、2003.9（群馬県）
■須崎信茂、井川裕之： 当院における犬の先天性心疾患の検

伯町）

希、髙島一昭、片岡智徳、小笠原淳子、野山順香、塚根

悦子、佐藤秀樹、長久アユサ、毛利

崇、福澤真紀子、安武寿

■福澤真紀子、髙島一昭、片岡智徳、小笠原淳子、佐藤秀樹、長
久アユサ、野山順香、塚根悦子、白川

希、毛利

崇、安武寿

美子、坂井尚子、山根義久： 悪性線維組織球腫のウサギの1

美子、山根義久： 食道狭窄に対しバルーン拡張術を実施し

例、第37回鳥取県獣医学会、2003.8（東伯町）

た猫の1例、第5回日本臨床獣医学フォーラム、2003.9（浦安
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紀子、坂井尚子、山根義久： 左前大静脈遺残症（PLCVC）を

市）
■髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、野山順香、塚根悦子、安武
寿美子、片岡智徳、白川希、長久アユサ、毛利崇、福澤真紀子、
坂井尚子、山根義久： 左前大静脈遺残症（PLCVC）を伴った
複合心血管奇形に対し対外循環を応用した犬の2症例、第5

例、平成15年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2003.10（米子
市）
■清水美希、田中

綾、島村俊介、丸尾幸嗣、山根義久： 大動脈

弁閉鎖不全を併発したKirklin I型心室中隔欠損症の犬にお

回日本臨床獣医学フォーラム、2003.9（浦安市）
■松本英樹、村中早苗、掛端健士、兵頭武史、花田憲正、辻
子、稲船清英、佐藤紀子、星野佐登志、河又

伴った複合心血管奇形に対し体外循環を応用した犬の2症

陽

淳： 重度心拡大

症例にみられた心房細動に対して硫酸マグネシウム静脈内
投与により除細動に成功した犬の1例、平成15年度日本小動

ける経皮的コイル塞栓術の一例、平成15年度日本小動物獣
医学会〔東京〕、2003.10（東京都）
■曽田藍子、原山

明、田中

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 外科的

処置により良好な予後が得られた気管狭窄の2例、平成15年
度日本小動物獣医学会〔東京〕、2003.10（東京都）

物獣医学会〔北海道〕、2003.9（札幌市）
■小林正行、渡辺清美、平尾秀博、清水美希、島村俊介、田中

■島村俊介、
清水美希、
田中 綾、
丸尾幸嗣、
山根義久： PDA38

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 実験的僧帽弁閉鎖不全症モデル犬

例におけるコイル塞栓術適応に関する考察、平成15年度日

におけるβ遮断薬（メトプロロール）の作用効果の検討、第
■上野明日香、竹村直行、中川清志、藤井洋子、田中
義久、樫田陽子、三森

綾、山根

敏： ゴールデン・レトリーバーの長

期血様心膜液貯留例に発生した中皮腫、第136回日本獣医学

使用した慢性腎不全の猫の1例、第12回中部小動物臨床研究
会、2003.10（名古屋市）
■土井口

修、小嶋維男、藤井琢磨、土井口

勝： 心膜穿刺で

血行動態の改善がみられた心タンポナーデの犬の2例、第12

会、2003.10（青森市）
■田中

本小動物獣医学会〔東京〕、2003.10（東京都）
■桑原康人、永田祥代、桑原典枝： 皮下留置カテーテルを長期

136回日本獣医学会、2003.10（青森市）

綾、丸尾幸嗣、坂口正道、佐野明人、藤本英雄、山根義

久： 触覚フィードバック装置を利用した3次元外科手術訓

回中部小動物臨床研究会、2003.10（名古屋市）
■鈴木方子、山尾信吾、兼光弘章、平川圭美、深瀬

徹、茅根士

練システムの開発、第136回日本獣医学会、2003.10（青森

郎、山根義久： オグロプレリードッグにおける円葉目条虫

市）

の寄生5例、第12回中部小動物臨床研究会、2003.10（名古屋

■土井口

修、村上敬正、土井口

勝： 不備な身体検査で見過

ごされた心疾患を有する3例、平成15年度日本小動物獣医学

市）
■木村満知子、大谷美紀、佐藤亜也子、斉藤亜紀江、深井麗子、
野原宏実、新井陽子、山田幸子、堤

会〔九州〕、2003.10（大分市）

直子、松沢ふみ、児矢野

■赤木哲也： Knowlesの留め金ピン（Toggle Pin）により整復

早紀、庄子さとみ、宮川紀子、藤田理恵子、藤田桂一： 居心地

した犬の外傷性股関節脱臼の1例、平成15年度日本小動物獣

の良い待合室作りをめざして、日本動物看護学会、2003.11
（大阪市）

医学会〔中国〕、2003.10（鳥取市）
■所

輝久、井原かおり、山形静夫： 犬の白内障手術成績、平

成15年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2003.10（米子市）
■小出由紀子、小出和欣、船越徳和、白永伸行、佐藤典子： 外科
的治療を行った猫の門脈体循環短絡症の2例、平成15年日本

■安川邦美、木村大泉、松川拓哉、下田哲也： ビンクリスチン
緩速点滴静注療法が有効であった難治性免疫介在性血小板
減少性紫斑病の犬の1例、第24回動物臨床医学会、2003.11
（大阪市）
■安武寿美子、髙島一昭、片岡智徳、小笠原淳子、佐藤秀樹、長

小動物獣医学会〔中国〕、2003.10（米子市）
■小出和欣、小出由紀子、船越徳和、和田安弘、岩崎泰彦： 二次

久アユサ、野山順香、塚根悦子、白川

希、福澤真紀子、毛利

性門脈体循環短絡症を併発した先天性肝内動静脈瘻犬の外

崇、山根剛、Mingsuwan Wiwat、山根義久： 肥大型心筋症

科的治験例、平成15年日本小動物獣医学会〔中国〕、2003.10

と診断した犬の1例、第24回動物臨床医学会、2003.11（大阪
市）

（米子市）
■船越徳和、小出和欣、小出由紀子、藤原威信： 肺に血管肉腫

■安武寿美子、髙島一昭、片岡智徳、小笠原淳子、佐藤秀樹、長

病変を認めた犬の2例、平成15年日本小動物獣医学会〔中

久アユサ、野山順香、塚根悦子、白川

国〕、2003.10（米子市）

崇、山根

■長久アユサ、髙島一昭、片岡智徳、小笠原淳子、佐藤秀樹、野
山順香、塚根悦子、白川

希、福澤真紀子、毛利

崇、安武寿

美子、坂井尚子、山根義久： 犬と猫の下部尿路疾患における

希、福澤真紀子、毛利

剛、MingsuwanWiwat、山根義久： アトピー性皮

膚炎に対して減感作療法を行った犬の1例、第24回動物臨床
医学会、2003.11（大阪市）
■遠藤隼人、清水美希、田中

綾、平尾秀博、小林正行、島村俊

処方食ど予後との関係、平成15年度日本小動物獣医学会〔中

介、上野芳樹、馬橋幸人、町田

国〕、2003.10（米子市）

胱腫瘍における尿管結腸吻合術後に水腎症を併発し、尿管

■塚根悦子、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、野山順香、安
武寿美子、片岡智徳、長久アユサ、白川

希、毛利

崇、福澤

登、丸尾幸嗣、山根義久： 膀

腹壁開口術を行った犬の1治験例、第24回動物臨床医学会、
2003.11（大阪市）

真紀子、山根義久： 心内膜瘤を伴うVSDに対し体外循環を

■下田哲也、安川邦美、木村大泉、松川拓哉： バベシアとエー

行った犬の1例、上月茂和： 平成15年度日本小動物獣医学会

ルリヒアの重感染が疑われた犬の1例、第24回動物臨床医学
会、2003.11（大阪市）

〔中国〕、2003.10（米子市）
■毛利

崇、髙島一昭、片岡智徳、小笠原淳子、佐藤秀樹、長久

アユサ、野山順香、塚根悦子、白川希、福澤真紀子、安武寿美
子、坂井尚子、山根義久： CDVと診断した犬の37例、平成15
年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2003.10（米子市）
■髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、野山順香、塚根悦子、安武
寿美子、片岡智徳、白川

希、長久アユサ、毛利

崇、福澤真

■加藤

郁： ウサギの膝蓋骨内方脱臼の4症例、第24回動物臨

床医学会、2003.11（大阪市）
■岩本竹弘、金澤稔郎： 犬の皮膚リンパ腫の一例、第24回動物
臨床医学会、2003.11（大阪市）
■吉岡永郎 、高橋

靖、真下忠久： 上皮小体切除術を行った

難治性高カルシウム血症の犬の1例、第24回動物臨床医学

回動物臨床医学会、2003.11（大阪市）

会、2003.11（大阪市）
■吉岡永郎 、高橋

靖、真下忠久： 猫の総胆管閉塞を伴う消

化器型リンパ腫の治験例、第24回動物臨床医学会、2003.11

■真下忠久、吉岡永郎 、高橋

靖、藤田

研： 超小型犬のとう

尺骨骨折に対する髄内ピン＋創外ピンの併用法、第24回動

■金刺祐一郎、片桐麻紀子、中西

淳、今西晶子、蓮井恭子、宇

野雄博： 糖尿病の初期治療におけるケトン体簡易測定の利

■須崎信茂、井川裕之： 門脈閉鎖が疑われた犬の1例、第24回
動物臨床医学会、2003.11（大阪市）
■清水美希、田中

用、第24回動物臨床医学会、2003.11（大阪市）

綾、平尾秀博、小林正行、島村俊介、丸尾幸

■桑原康人、永田祥代、桑原典枝： ストラバイト結晶予防食給

嗣、山根義久： 大動脈弁閉鎖不全を併発したKirklin I型心

餌中に重度なアシドーシスがみられた慢性腎不全の猫の1

室中隔欠損症の犬における経皮的コイル塞栓術の一例、第

例、第24回動物臨床医学会、2003.11（大阪市）

24回動物臨床医学会（ビデオセッション）、2003.11（大阪

■甲斐（石川）勝行、高橋恵理子、木村

剛： リンパ腫の犬にお

ける血中α1酸性糖蛋白の変動とその意義、第24回動物臨床

博、田中

医学会、2003.11（大阪市）
■佐藤秀樹、髙島一昭、片岡智徳、小笠原淳子、長久アユサ、野
山順香、塚根悦子、白川

市）
■石川勇一、島村俊介、中尾

希、福沢真紀子、毛利

崇、安武寿

周、清水美希、小林正行、平尾秀

綾、丸尾幸嗣、町田

登、山根義久： 顔裂性嚢胞

が疑われた犬の1例、第24回動物臨床医学会（ポスターセッ
ション）、2003.11（大阪市）

美子、山根義久： 頸部胸腰部2ヶ所から同時に発生した椎間

■船越徳和、小出由紀子、小出和欣、藤原威信： 肺に血管肉腫

板ヘルニアの1例、第24回動物臨床医学会、2003.11（大阪

病変を認めた犬の2例、第24回動物臨床医学会、2003.11（大
阪市）

市）
■篠部義信、藤田理子、戸野倉雅美、折原世津子、大河原

崇、

■曽田藍子、原山

明、平尾秀博、小林正行、清水美希、島村俊

田中暁子、小林なぎさ、田熊大祐、藤田桂一： 上顎骨・下顎骨

介、上野芳樹、馬橋幸人、田中

折および下顎間結合分離を認めた猫の1例、第24回動物臨床

科的処置により良好な予後が得られた気管狭窄の2例、第24

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 外

回動物臨床医学会、2003.11（大阪市）

医学会、2003.11（大阪市）
■小笠原淳子、髙島一昭、片岡智徳、佐藤秀樹、長久アユサ、野

■曽田藍子、平尾秀博、小林正行、清水美希、島村俊介、田中

崇、安武寿

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 心臓弁疾患に対する新しい世代の

美子、Mingsuwan Wiwat、山根義久：セミノーマの転移性

生体弁の開発と実験的および臨床的研究、第24回動物臨床

山順香、塚根悦子、福澤真紀子、白川

希、毛利

腫瘍に対して化学療法を実施した犬の1例、第24回動物臨床
■小笠原淳子、髙島一昭、片岡智徳、佐藤秀樹、長久アユサ、野
山順香、塚根悦子、福澤真紀子、白川

医学会（一般講演）、2003.11（大阪市）
■大河原

医学会、2003.11（大阪市）
希、毛利

崇、安武寿

美子、Mingsuwan Wiwat、山根義久：肉芽腫性脂腺炎の犬
の1例、第24回動物臨床医学会、2003.11（大阪市）
■小出由紀子、小出和欣、船越徳和、白永伸行、佐藤典子： 外科
的治療を行った猫の門脈体循環短絡症の2例、第24回動物臨

重度の食道内食物停滞を認めた猫の1例、第24回動物臨床医
学会、2003.11（大阪市）
■大塚宏美、山本景史、渡辺雄志： CHOP療法を行った消化器
型リンパ腫の犬の1例、第24回動物臨床医学会、2003.11（大
阪市）
■中西

床医学会、2003.11（大阪市）
■小出和欣、小出由紀子、船越徳和、仲庭茂樹： 超音波吸引装
置を用いた肝内性門脈体循環短絡症犬の外科的治験例、第
24回動物臨床医学会（ビデオセッション）、2003.11（大阪

崇、戸野倉雅美、田中暁子、篠部義信、折原世津子、

田熊大祐、小林なぎさ、藤田桂一： 右大動脈弓遺残症により

淳、金刺祐一郎、片桐麻紀子、今西晶子、蓮井恭子、宇

野雄博： 猫の天疱瘡の1例、第24回動物臨床医学会、2003.11
（大阪市）
■長久アユサ、髙島一昭、片岡智徳、小笠原淳子、佐藤秀樹、野
山順香、塚根悦子、白川

市）

希、福澤真紀子、毛利

崇、安武寿

■小出和欣、小出由紀子、船越徳和、和田安弘、岩崎泰彦： 二次

美子、山根義久、土井口修： 体外循環下で右室流出路拡大形

性門脈体循環短絡症を併発した先天性肝内動静脈瘻犬の外

成術を行った肺動脈狭窄症の犬の1例、第24回動物臨床医学

科的治験例、第24回動物臨床医学会、2003.11（大阪市）
■小林正行、馬橋幸人、平尾秀博、清水美希、島村俊介、上野芳
樹、田中

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 前縦隔内に発生した異

所性甲状腺癌に対して外科的摘出術を実施した犬の1例、第
24回動物臨床医学会（ポスターセッション）、2003.11（大阪

会、2003.11（大阪市）
■長久アユサ、髙島一昭、片岡智徳、小笠原淳子、佐藤秀樹、野
山順香、塚根悦子、白川

希、福澤真紀子、毛利

崇、安武寿

美子、山根義久： VSDのフェレットの1例、第24回動物臨床
医学会、2003.11（大阪市）
■塚根悦子、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、野山順香、安武

市）
■松川拓哉、木村大泉、岩本竹弘、中西淳、下田哲也： 肺からの

寿美子、Mingsuwan Wiwat、片岡智徳、長久アユサ、福澤真

転移が疑われた趾端部に発生した腺扁平上皮癌の猫の1例、

紀子、白川

第24回動物臨床医学会、2003.11（大阪市）

行った心内膜瘤を伴う長期観察VSDの犬の1例、第24回動

■松本英樹、村中早苗、掛端健士、兵頭武史、花田憲正、稲船清
英、辻

陽子、佐藤紀子、星野佐登志、河又

淳： 重度心拡大

希、毛利

崇、山根義久、上月茂和： 体外循環を

物臨床医学会、2003.11（大阪市）
■塚根悦子、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、野山順香、安武

症例にみられた心房細動に対して静脈内硫酸マグネシウム

寿美子、片岡智徳、長久アユサ、福澤真紀子、白川

投与を含む治療により除細動に成功した犬の1例、第24回動

崇、Mingsuwan Wiwat、山根義久：気道熱傷が疑われた猫

物臨床医学会、2003.11（大阪市）
■上野芳樹、馬橋幸人、島村俊介、清水美希、小林正行、平尾秀
博、田中

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 犬の動脈管開存症にお

いてコイル・オクルージョンが適応でなかった4症例、第24

希、毛利

の1例、第24回動物臨床医学会、2003.11（大阪市）
■渡辺清見、平尾秀博、小林正行、清水美希、島村俊介、大澤朋
子、小冷恵子、井上知紀、福山朋季、田中

綾、丸尾幸嗣、山根

義久： 切離法を実施した動脈管開存症の2治験例、第24回動
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11

物臨床医学会（ビデオセッション）、2003.11（大阪市）
■土井口

修、土井口

勝： OK-432による胸膜癒着術が奏功

例. 第24回動物臨床医学会、2003.11（大阪市）
■平尾秀博、小林正行、清水美希、島村俊介、田中

綾、丸尾幸

した犬の乳糜胸の1例、第24回動物臨床医学会、2003.11（大

嗣、山根義久： 経静脈的コイル塞栓術（TCE）による犬の肝

阪市）

内性門脈体循環短絡症の治療例、第24回動物臨床医学会、

■土井口

修、土井口

勝： 心膜穿刺で血行動態の改善がみ

られた心タンポナーデの犬2例、第24回動物臨床医学会、

淳、金刺祐一郎、今西晶子、蓮井恭子、宇

野雄博： 猫の汎脂肪織炎に対する臨床的検討、第24回動物

2003.11（大阪市）
■島村俊介、馬橋幸人、上野芳樹、清水美希、小林正行、平尾秀
博、田中

2003.11（大阪市）
■片桐麻紀子、中西

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 失神発作を繰り返すチ

臨床医学会、2003.11（大阪市）
■毛利

崇、髙島一昭、片岡智徳、白川

希、長久アユサ、福澤

ワワの重度肺動脈狭窄症に対して右室流出路拡大形成術を

真紀子、小笠原淳子、佐藤秀樹、野山順香、塚根悦子、安武寿

実施した一治験例、第24回動物臨床医学会、2003.11（大阪

美子、Mingsuwan wiwat、山根義久：CDV感染と診断した
犬の46例、第24回動物臨床医学会、2003.11（大阪市）

市）
■島村俊介、馬橋幸人、上野芳樹、清水美希、小林正行、平尾秀

■毛利

崇、髙島一昭、片岡智徳、白川

希、長久アユサ、福澤

綾、丸尾幸嗣、山根義久： 動脈管開存症

真紀子、小笠原淳子、佐藤秀樹、野山順香、塚根悦子、安武寿

20例におけるコイル塞栓術適応に関する考察、第24回動物

美子、Mingsuwan Wiwat、山根義久：臼歯の棘形成に対し

臨床医学会（一般講演）、2003.11（大阪市）

て歯科処置を行った不正咬合のウサギの10例、第24回動物

博、髙島一昭、田中

■湯本哲夫、枩本隆志、柴藤哲生、岩上由美子、藤田桂一、山
村穂積、酒井健夫： 院内における多剤耐性菌調査Ⅴ−分離
MRSAの遺伝子検索、第24回動物臨床医学会、2003.11（大

臨床医学会、2003.11（大阪市）
■木村大泉、安川邦美、松川拓哉、下田哲也： 赤芽球癆の猫の1
例、第24回動物臨床医学会、2003.11（大阪市）
■野山順香、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、塚根悦子、安武

阪市）
■湯本哲夫、枩本隆志、柴藤哲生、岩上由美子、藤田桂一、山村

寿美子、山根

剛、片岡智徳、長久アユサ、白川

希、福澤真

穂積、酒井健夫： 犬の歯肉炎および歯周炎に対する炭酸ガ

紀子、毛利

スレーザーの臨床応用、第24回動物臨床医学会、2003.11

胸椎に発生した骨肉腫の犬の1例、第24回動物臨床医学会、
2003.11（大阪市）

（大阪市）
■藤原

崇、Mingsuwan Wiwat、山根義久、久野由博：

明、藤原元子： 老齢猫の排尿障害の2症例、第24回動

寿美子、片岡智徳、長久アユサ、白川

物臨床医学会、2003.11（大阪市）
■藤原元子、藤原

■野山順香、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、塚根悦子、安武

明： プレーリードッグの盲腸便秘の1例、

希、福澤真紀子、毛利

崇、Mingsuwan Wiwat、山根義久：重度僧帽弁閉鎖不全症・
三尖弁閉鎖不全症に起因する心タンポナーデに心膜切除を

第24回動物臨床医学会、2003.11（大阪市）
■藤田桂一、折原世津子、篠部義信、田中暁子、大河原

崇、小

林なぎさ、田熊大祐、戸野倉雅美： 膀胱結石摘出スプーン開
発と適応症例、第24回動物臨床医学会（ポスターセッショ

応用した犬の1例、第24回動物臨床医学会、2003.11（大阪
市）
■髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、野山順香、塚根悦子、片岡
智徳、白川

ン）、2003.11（大阪市）

希、長久アユサ、毛利

崇、福澤真紀子、山根義

綾、清水美希、島村俊介、小林正行、平尾秀

久： 左前大静脈遺残を伴った複合心血管奇形に対し体外循

博、上野芳樹、馬橋幸人、丸尾幸嗣、山根義久： CTにより慢

環を応用した犬の2例、第24回動物臨床医学会、2003.11（大

性外耳炎を評価し、外科的治療を行った犬の5症例、第24回

阪市）

■内田瑞穂、田中

動物臨床医学会、2003.11（大阪市）
■白永伸行、井手口

薫、白永純子： 膀胱移行上皮癌の犬の1

例第24回動物臨床医学会
■白川

2003.11（大阪市）

■深井麗子、藤田理恵子、大谷美紀、佐藤亜也子、斉藤亜紀江、

希、髙島一昭、片岡智徳、小笠原淳子、野山順香、塚根

悦子、佐藤秀樹、長久アユサ、毛利

崇、福澤真紀子、安武寿

美子、Mingsuwan Wiwat、山根義久：アポクリン腺腫の犬
の1例、第24回動物臨床医学会、2003.11（大阪市）
■白川

希、髙島一昭、片岡智徳、小笠原淳子、野山順香、塚根

悦子、佐藤秀樹、長久アユサ、毛利

崇、福澤真紀子、安武寿

美子、山根義久： 好酸球性膀胱炎の犬の1例、第24回動物臨
床医学会、2003.11（大阪市）

野原宏実、新井陽子、木村満知子、山田幸子、松沢ふみ、庄子
さとみ、児矢野早紀、藤田桂一： 術前準備における動物看護
師の役割、日本動物看護学会、2004.2（東京都）
■湯本哲夫、藤田桂一、山村穂積、酒井健夫： 重度貧血を伴っ
た犬の肝細胞癌の一例、第15回埼玉県獣医師会獣医学術研
究会、2004.2（東松山市）
■藤田桂一、田中暁子、篠部義信、大河原

崇、折原世津子、小

林なぎさ、田熊大祐、戸野倉雅美： 膀胱結石摘出スプーンの

■福山朋季、清水美希、内田瑞穂、折戸謙介、田中

綾、丸尾幸

嗣、山根義久： 心不全モデルハムスターを用いたAT1受容
体拮抗薬の作用と効果の検討、第24回動物臨床医学会（一般
講演）、2003.11（大阪市）

開発と適応症例、第15回埼玉県獣医師会獣医学術研究会、
2004.2（東松山市）
■奥田綾子、網本昭輝、藤田桂一： イヌ口腔内齲蝕原性細菌と
齲蝕病巣の発生に関する調査、第12回日本小動物歯科研究

■福澤真紀子、髙島一昭、片岡智徳、小笠原淳子、佐藤秀樹、長
久アユサ、野山順香、塚根悦子、白川

平成16年（2004）

希、毛利

崇、安武寿

会、2004.2（東京都）
■篠部義信、藤田理恵子、戸野倉雅美、田中暁子、折原世津子、

美子、山根義久： 食道狭窄に対しバルーン拡張術を実施し

大河原崇、小林なぎさ、田熊大祐、藤田桂一： 上顎骨・下顎骨

た猫の1例、第24回動物臨床医学会、2003.11（大阪市）

骨折および下顎間結合分離を認めた猫の1治例、第12回日本

■福澤真紀子、髙島一昭、片岡智徳、小笠原淳子、佐藤秀樹、長
久アユサ、野山順香、塚根悦子、白川

希、毛利

小動物歯科研究会、2004.2（東京都）

崇、安武寿

■湯本哲夫、柴藤哲生、藤田桂一、山村穂積、酒井健夫： 犬の歯

美子、山根義久： 乳腺癌に子宮重積症を合併したウサギの1

肉炎および歯周炎に対する炭酸ガスレーザーの臨床、第12

■福島彰子、清水美希、上野芳樹、島村俊介、小林正行、平尾秀

回日本小動物歯科研究会、2004.2（東京都）
■藤田桂一、戸野倉雅美、折原世津子、篠部義信、大河原

崇、

田中暁子、小林なぎさ、田熊大祐、藤田理恵子、奥田綾子： 犬

の2症例、第68回獣医麻酔外科学会、2004.6（日本獣医畜産
大学）
■河野優子、髙島一昭、小笠原淳子、野山順香、塚根悦子、安武

日本小動物歯科研究会、2004.2（東京都）
■所

綾、山根義久： 肝葉切除を行った犬の外科的治験

輝久、井原かおり、山形静夫： 犬の白内障手術成績、平

寿美子、山根

剛、野中雄一、佐藤秀樹、白川

子、毛利

浜市）

子宮蓄膿症の発症状況、第38回鳥取県獣医学会、2004.7（東

■清水美希、田中

綾、島村俊介、丸尾幸嗣、山根義久： 大動脈

弁閉鎖不全を併発したKirklin I型心室中隔欠損症の犬にお
ける経皮的コイル塞栓術の一例、平成15年度学会年次大会
（日本小動物獣医学会）
（地区学会長賞）、2004.2（横浜市）
■藤田桂一、田中暁子、篠部義信、大河原

崇、折原世津子、小

林なぎさ、田熊大祐、戸野倉雅美： 膀胱結石摘出スプーンの

崇、華園

希、福澤真紀

成15年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、2004.2（横

伯町）
■華園

究、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

猫の1例、第38回鳥取県獣医学会、2004.7（東伯町）
■佐藤秀樹、髙島一昭、小笠原淳子、野山順香、白川

学会）、2004.2（横浜市）

子、華園

の汎脂肪織炎に対する臨床的検討、平成15年度学会年次大
会（日本小動物獣医学会）
（地区学会長賞）、2004.2（横浜市）
■小松忠人、氏政雄揮： 慢性心不全犬におけるアラセプリル

剛、

河野優子、野中雄一、山根義久：顔面にリンパ腫が発生した

悦子、毛利

淳、金刺祐一郎、今西晶子、宇野雄博： 猫

希、福澤真紀子、毛利

崇、小笠原淳子、野山順香、塚根悦子、安武寿美子、山根

開発と適応症例、平成15年度学会年次大会（日本小動物獣医
■片桐麻紀子、中西

究、山根義久：過去4年間における犬の

崇、山根

希、塚根

剛、福澤真紀子、安武寿美子、河野優

究、野中雄一、山根義久：心基底部腫瘍により心タ

ンポナーデを呈した犬に心膜切除を行った1例、第38回鳥取
県獣医学会、2004.7（東伯町）
■山根

剛、髙島一昭、小笠原淳子、野山順香、塚根悦子、安武

寿美子、野中雄一、河野優子、佐藤秀樹、白川
子、毛利

会年次大会（日本小動物獣医学会）、2004.2（横浜市）

対するCT3D再構築画像の有用性、第38回鳥取県獣医学会、

■大河原

崇、戸野倉雅美、田中暁子、篠部義信、折原世津子、

田熊大祐、小林なぎさ、藤田桂一： 右大動脈弓遺残症により

2004.7（東伯町）
根

理学会2004年大会、2004.2（東京都）

希、毛利

置恭司、田中

綾、山根義久： 犬肥満細胞腫に対するイマチ

ニブの効果と耐性化の検討、第137回日本獣医学会、2004.4
■清水美希、福山朋季、内田瑞穂、折戸謙介、田中

綾、山根義

久： 心筋症ハムスターにおけるアンジオテンシン2タイプ1
受容体拮抗薬の作用と効果の検討、第137会日本獣医学会、
■島村俊介、大澤朋子、遠藤隼人、清水美希、小林正行、平尾秀
綾、山根義久： 心不全に対する徐放性硝酸イソソ

ルビド（rISDN）の心筋への影響に関する研究－特に慢性投
与時における効果－、第137回日本獣医学会、2004.4（日本

崇、華園

徹： マンソン裂頭

第38回鳥取県獣医学会、2004.7（東伯町）
■塚根悦子、髙島一昭、小笠原淳子、野山順香、安武寿美子、山
剛、佐藤秀樹、白川

希、福澤真紀子、毛利

崇、山根義

久、下田哲也： 心基底部に発生した血管肉腫に外科的切除
と心膜全切除術を行った犬の1例、第38回鳥取県獣医学会、
2004.7（東伯町）
希、髙島一昭、小笠原淳子、野山順香、塚根悦子、佐藤

秀樹、毛利

崇、福澤真紀子、安武寿美子、山根

剛、華園

究、河野優子、野中雄一、山根義久：アポクリン腺腫の犬の1
例、第38回鳥取県獣医学会、2004.7（東伯町）
■毛利

崇、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、野山川頁香、塚

根悦子、白川

大学）

究、山根義久、深瀬

条虫プレロセルコイドの寄生が皮下に認められた猫の1例、

■白川

2004.4（日本大学）
博、田中

剛、河野優子、野中雄一、佐藤秀樹、福澤真紀子、白川

根

（日本大学）

究、山根義久：椎間板ヘルニアの診断に

■小笠原淳子、髙島一昭、塚根悦子、野山順香、安武寿美子、山

重度の食道内食物停滞を認めた猫の一例、日本獣医臨床病
■小冷恵子、丸尾幸嗣、田中あかね、松田浩珍、川幡まりこ、日

崇、華園

希、福澤真紀

錠の有効性および安全性に関する調査報告、平成15年度学

希、福澤真紀子、安武寿美子、華園

究、河野

綾、丸尾幸

優子、野中雄一、坂井尚子、山根義久： 第3度房室ブロックを

嗣、山根義久： 犬の大動脈狭窄症に対する弁付き導管を用

認めたリンパ腫のフェレットの1例、第38回鳥取県獣医学

■平尾秀博、小林正行、清水美希、島村俊介、田中

いた左室大動脈バイパス形成術の血行動態への影響、第137
■所

輝久、山形静夫、井原かおり： 外科的整復を行った結膜

過長症の猫の1例、第21回日本獣医臨床眼科研究会、2004.5

根

剛、河野優子、野中雄一、佐藤秀樹、白川

子、毛利

崇、華園

希、福澤真紀

究、山根義久、天野達也： 体外循環下に

て閉鎖術を行い根治した心室中隔欠損症の犬の1例、第38回

（東京都）
■小林正行、平尾秀博、清水美希、島村俊介、田中

会、2004.7（東伯町）
■野山順香、髙島一昭、小笠原淳子、塚根悦子、安武寿美子、山

回日本獣医学会、2004.4（日本大学）

綾、山根義

久： 体外循環下開心術によって根治術を行った超大型犬の
心室中隔欠損症の1治験例、第80回獣医循環器学会、2004.6
（日本獣医畜産大学）
■遠藤隼人、平尾秀博、島村俊介、清水美希、小林正行、田中
綾、山根義久： 肝内門脈枝の未発達が重度であった猫の門
脈体循環シャントの1例、第68回獣医麻酔外科学会、2004.6
（日本獣医畜産大学）
■小出和欣、船越徳和、小出由紀子： 胆嚢粘液嚢腫により胆嚢
破裂を起こした犬の先天性門脈体循環短絡症の1例、第68回
獣医麻酔外科学会、2004.6（日本獣医畜産大学）

鳥取県獣医学会、2004.7（東伯町）
■野中雄一、髙島一昭、小笠原淳子、野山順香、塚根悦子、安武
寿美子、山根
子、毛利

剛、河野優子、佐藤秀樹、白川

崇、華園

希、福澤真紀

究、山根義久：尿道閉塞を認めたフェ

レットの1例、第38回鳥取県獣医学会、2004.7（東伯町）
■髙島一昭、小笠原淳子、野山順香、塚根悦子、安武寿美子、山
根

剛、野中雄一、河野優子、佐藤秀樹、白川

子、毛利

崇、華園

究、山根義久、加藤

希、福澤真紀

郁： 動脈−左肺動

脈シャントに外科治療を行った犬の1例、第38回鳥取県獣医
学会、2004.7（東伯町）
■白永伸行、井手口

薫、白永純子、奥田

優、平岡博子、中市
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の上顎に認められたエナメル上皮線維肉腫の一例、第12回

博、田中

240
研究業績 【4】学会・研究会発表

11

統三、猪熊

壽： 再生性貧血を主徴とした脾臓捻転の犬の1

例、第1回日本獣医内科学アカデミー、2004.8（東京都）
■小出由紀子、小出和欣、船越徳和： 尿路結石症を繰り返し

−胃捻転症候群を併発した犬の長期観察例、平成16年度日
本小動物獣医学会〔北海道〕、2004.9（北海道大学）
■遠藤隼人、島村俊介、朽名裕美、清水美希、小林正行、平尾秀

た門脈体循環短絡症の1例、第41回岡山県小動物獣医学会、

博、田中

2004.8（岡山市）

ルビド（rlSDN）の心筋への影響に関する研究－特に慢性投

■小出和欣、小出由紀子、船越徳和： 先天性門脈体循環短絡症
犬における術中門脈造影検査による肝内門脈枝評価の有用
性、第41回岡山県小動物獣医学会、2004.8（岡山市）
■船越徳和、小出由紀子、小出和欣、杉村

肇： 避妊手術時の

絹糸に対する子宮断端の縫合糸肉芽腫により水腎症を起こ
した犬の2例、第41回岡山県小動物獣医学会、2004.8（岡山

与時における効果－、第138回日本獣医学会、2004.9（北海
道大学）
■吉川泰永、森松正美、落合和彦、永野昌志、富澤伸行、山根義
久、橋爪一善： イヌ乳腺腫瘍関連遺伝子産物イヌBrca2の核
移行シグナルに存在する多型配列、第138回日本獣医学会、
2004.9（北海道大学）
■土井口

市）
■甲斐（石川）勝行、杉山

淳、村井由美： UW-Madisonプロト

コル療法を行ったイヌのリンパ腫における予後因子として
の血中α1酸性糖蛋白の意義、平成16年度日本小動物獣医学

綾、山根義久： 心不全に対する徐放性硝酸イソソ

修、村上敬正、土井口

医学会〔九州〕、2004.10（鹿児島市）
■佐藤秀樹、髙島一昭、小笠原淳子、野山順香、白川
悦子、毛利

会〔中部〕、2004.8（岐阜市）

勝： DCMに類似した突発

性心筋炎による心房停止の1例： 平成16年度日本小動物獣

崇、山根

希、塚根

剛、福澤真紀子、安武寿美子、河野優

浩、山田英一、森田剛仁： 悪性歯

子、華園究、野中雄一、山根義久：心基底部腫瘍により心タン

原性腫瘍を疑う犬の1例、平成16年度日本小動物獣医学会

ポナーデを呈した犬に心膜切除を行った1例、平成16年度日

■山我義則、片野修一、住吉

本小動物獣医学会〔中国〕、2004.10（松江市）

〔中部〕、2004.8（岐阜市）
■山我義則、片野修一、住吉

浩、山田英一： 猫の多飲多尿に

■小笠原淳子、髙島一昭、塚根悦子、野山順香、安武寿美子、山

おいてバソプレッシンを投与して改善した1例、平成16年度

根

日本小動物獣医学会〔中部〕、2004.8（岐阜市）

子、毛利

■住吉

浩、山田英一、吉見

泰、長濱正太郎、西村亮平： 猫に

剛、河野優子、野中雄一、佐藤秀樹、白川
崇、華園

究、山根義久、深瀬

希、福澤真紀

徹： マンソン裂頭

条虫プレロセルコイドの寄生が皮下に認められた猫の1例、

おけるメデトミジンーブトルファノール併用投与による麻

平成16年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2004.10（松江市）

酔前投薬および拮抗薬投与の効果、平成16年度日本小動物

■小出由紀子、小出和欣、船越徳和： 尿路結石症を繰り返した
門脈体循環短絡症の1例、平成16年日本小動物獣医学会〔中

獣医学会〔中部〕、2004.8（岐阜市）
■住吉

浩、山田英一、岡本芳晴： 外科的治療を行った猫巨

大結腸症50例（1993-2008）、平成16年度日本小動物獣医学会

犬における術中門脈造影検査による肝内門脈枝評価の有用

〔中部〕、2004.8（岐阜市）
■住吉

国〕、2004.10（松江市）
■小出和欣、小出由紀子、船越徳和： 先天性門脈体循環短絡症

浩、山田英一： 犬の椎間板ヘルニア症例における病

態解析と手術予後成績の検討、平成16年度日本小動物獣医

性、平成16年日本小動物獣医学会〔中国〕、2004.10（松江市）
■船越徳和、小出由紀子、小出和欣、杉村

肇： 避妊手術時

の絹糸に対する子宮断端の縫合糸肉芽腫により水腎症を

学会〔中部〕、2004.8（岐阜市）
■石丸邦仁、佐藤正勝、藤井久美： 薬剤耐性を示した難治性
膿皮症の犬の1例、第20回日本獣医畜産大学学術交流会、

起こした犬の2例、平成16年日本小動物獣医学会〔中国〕、
2004.10（松江市）
■塚根悦子、髙島一昭、小笠原淳子、野山順香、安武寿美子、山

2004.9（京都市）
■宇野雄博、片桐麻紀子、中西

淳、今西晶子、山村穂積： キ

根

剛、佐藤秀樹、福澤真紀子、白川

希、毛利

崇、山根義

チンフェルトを用いて骨盤隔壁形成術を実施した犬の会

久、下田哲也： 心基底部に発生した血管肉腫に外科的切除

陰ヘルニアの1例、平成16年度日本小動物獣医学会〔四国〕、

と心膜全切除術を行った犬の1例、平成16年度日本小動物獣
医学会〔中国〕、2004.10（松江市）

2004.9（松山市）
■須崎信茂、井川裕之、高尾紘一郎、齋藤雅一： 肺水腫を伴っ
た動脈管開存症の犬の1例、平成16年度日本小動物獣医学会

■白永伸行、井手口
統三、猪熊

優、平岡博子、中市

例、平成16年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2004.10（松江

〔四国〕、2004.9（松山市）
淳、片桐麻紀子、今西晶子、宇野雄博： イヌの頸部お

市）

よび胸腰部椎間板ヘルニアの7例、平成16年度日本小動物獣

■毛利

■中西

薫、白永純子、奥田

壽： 再生性貧血を主徴とした脾臓捻転の犬の1

崇、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、野山順香、塚根

悦子、白川

医学会〔四国〕、2004.9（松山市）

希、福澤真紀子、安武寿美子、華園

究、河野優

淳、今西晶子、宇野雄博： 胃腺癌の犬の

子、野中雄一、坂井尚子、山根義久：第3度房室ブロックを認

1例、平成16年度日本小動物獣医学会〔四国〕、2004.9（松山

めたリンパ腫のフェレットの1例、平成16年度日本小動物獣

■片桐麻紀子、中西

医学会〔中国〕、2004.10（松江市）

市）
■高尾紘一郎、井川裕之、齋藤雅一、須崎信茂： 中枢性部分型

■髙島一昭、小笠原淳子、野山順香、塚根悦子、安武寿美子、山

尿崩症が疑われた犬の1例、第6回日本臨床獣医学フォーラ

根

ム、2004.9（東京都）

福澤真紀子、華園

■土井口

修： 犬の心筋症に対する臨床診断アプローチ−特

に拡張型心筋症を中心として、第6回日本臨床獣医学フォー

究、山根義久、加藤

陽子、稲船清

英、土田靖彦、伊藤浩太、伊藤博章、星野佐登志： 甲状腺機能
低下症に心房細動を呈し治療経過中に乳び胸および胃拡張

希、毛利

崇、

郁： 動脈－左肺動

脈シャントを認めた犬の1例、平成16年度日本小動物獣医学
会〔中国〕、2004.10（松江市）
■島村俊介、髙島一昭、田中

ラム、2004.9（東京都）
■松本英樹、掛端健士、兵頭武史、花田憲正、辻

剛、野中雄一、河野優子、佐藤秀樹、白川

綾、山根義久： 心室中隔欠損症

の体外循環下開心術における心房切開法と心室切開法の
比較検討、平成16年度日本小動物獣医学会〔東京〕、2004.10
（東京都）

■桑原康人、永田祥代、桑原典枝： 降圧剤の投与が有効と思わ
れた慢性腎疾患の猫の2例、第13回中部小動物臨床研究会、
勝： 不備な身体検査で見過

ごされた心疾患を有する3例、第13回中部小動物臨床研究

綾、山根義久： イブプロフェン過剰摂取によ

り逆流性食道炎から食道狭窄を引き起こしたイヌの1例、第
25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）
■河野優子、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、野山順香、塚根

会、2004.10（名古屋市）
浩、片野修一、山我義則、山田英一、岡本芳晴： 高脂血

悦子、白川

希、毛利

崇、福澤真紀子、安武寿美子、山

症用薬により血液性状および胆泥症が改善した犬1例、第69

根

回獣医麻酔外科学会、2004.10（米子市）

に対して減感作療法を行った臨床例、第25回動物臨床医学

■小出和欣、船越徳和、小出由紀子： 高齢で肝性脳症を発症し
た先天性門脈体循環短絡症犬の外科的治験例、第69回獣医
希、髙島一昭、佐藤秀樹、毛利

究、小笠原淳子、山根

崇、福澤真紀子、華園

剛、野山順香、塚根悦子、安武寿美子、

河野優子、野中雄一、山根義久：急性化膿性リンパ節炎の猫
希、毛利

究、小笠原淳子、塚根悦子、野山順香、山根

崇、華園

剛、安武寿美子、

野中雄一、河野優子、山根義久：骨肉腫のフェレットの1例、

陽子、土田靖彦、伊藤浩太、伊藤博章、伊藤正勝、星野

佐登志、磯村

洋： 左胃静脈経由および左結腸静脈経由で

計2本のシャント血管が認められた門脈体循環シャントの
犬の1例、第6回メープル小動物臨床検討会、2004.10（盛岡

希、毛利

剛、野中雄一、華園

崇、福澤真紀子、安武寿美子、山根

究、山根義久：過去4年間における犬の

子宮蓄膿症の発症状況、第25回動物臨床医学会、2004.11
（大阪市）
究、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

希、福澤真紀子、毛利

崇、小笠原淳子、野山順香、塚根悦子、安武寿美子、山根

剛、

河野優子、野中雄一、山根義久：顔面にリンパ腫が発生した
猫の1例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）
■華園

第69回獣医麻酔外科学会、2004.10（米子市）
■松本英樹、小出和欣、掛端健士、兵頭武史、花田憲正、稲船清
英、辻

■河野優子、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、野山順香、塚根

■華園

の1例、第69回獣医麻酔外科学会、2004.10（米子市）
■福澤真紀子、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

究、山根義久：アトピー性皮膚炎

会、2004.11（大阪市）
悦子、白川

麻酔外科学会、2004.10（米子市）
■白川

剛、野中雄一、華園

究、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

希、福澤真紀子、毛利

崇、小笠原淳子、野山順香、塚根悦子、安武寿美子、山根

剛、

河野優子、野中雄一、山根義久：老齢犬に発生した膀胱移行
上皮乳頭腫の1例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪
市）
■岩本竹弘、金澤稔郎： ACTH刺激試験における血清コルチ
ゾール濃度の経時的変化、第25回動物臨床医学会（一般講

市）
■松本英樹、掛端健士、兵頭武史、花田憲正、稲船清英、辻

陽

子、土田靖彦、伊藤浩太、伊藤正勝、伊藤博章、星野佐登志、磯
村

洋： 出血性心嚢液貯留が認められ悪性中皮腫が強く疑

われた犬の2例、小動物獣医師会2004年次大会、2004.11（札

演）、2004.11（大阪市）
■吉岡永郎、高橋

靖、光田昌史、真下忠久： 上皮小体過形成

をともなったリンパ腫の犬の1例、第25回動物臨床医学会、
2004.11（大阪市）
■朽名裕美、平尾秀博、島村俊介、清水美樹、小林正行、田中

幌市）
■安川邦美、松村晋吾、水越健之、長崎鉄平、松本秀文、松川拓

綾、山根義久： 巨大食道を呈した犬に対してNissen噴門形

哉、下田哲也： 重症筋無力症と甲状腺機能低下症を合併し

成術を施した1治験例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大

た犬の1例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）
■安武寿美子、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、野山順香、塚
根悦子、白川

希、福澤真紀子、毛利

子、野中雄一、華園

崇、山根

剛、河野優

究、山根義久：肝内性門脈体循環短絡症

の犬の1例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）
■安武寿美子、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、野山順香、塚
根悦子、白川

希、福澤真紀子、毛利

崇、山根

剛、山根義

久： 犬猫の循環器疾患1521例に対する調査、第25回動物臨
床医学会（一般講演）、2004.11（大阪市）
■井川裕之、高尾紘一郎、齋藤雅一、須崎信茂： バベシア症57
例におけるクリンダマイシンの有効性について、第25回動
物臨床医学会、2004.11（大阪市）
■稲葉晴貴、小林正行、島村俊介、清水美希、平尾秀博、田中
綾、山根義久： 体外循環下開心術によって根治術を行った
超大型犬の心室中隔欠損症の1治験例、第25回動物臨床医学
会（ビデオセッション）、2004.11（大阪市）
■稲葉晴貴、平尾秀博、島村俊介、清水美希、小林正行、町田
登、田中

綾、山根義久： 二回にわたり摘出術を行った犬の

阪市）
■朽名裕美、平尾秀博、島村俊介、清水美樹、小林正行、田中
綾、山根義久： 降圧作用を持つニトロプルシドナトリウム
を投与し犬の動脈管開存症に対して切離法を実施した1例、
第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）
■桑原康人、永田祥代、桑原典枝： 降圧剤の投与が有効と
思われた慢性腎疾患の猫の2例、第25回動物臨床医学会、
2004.11（大阪市）
■桑原康人、永田祥代、桑原典枝： 糖尿病性腎症が疑われた犬
の1例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）
■甲斐（石川）勝行、杉山

淳、村井由美： UW-Madisonプロ

トコル療法を行ったイヌのリンパ腫における予後因子と
しての血中α1酸性糖蛋白の意義、第25回動物臨床医学会、
2004.11（大阪市）
■高尾紘一郎、井川裕之、齋藤雅一、須崎信茂： 中枢性部分
型 尿 崩 症 が 疑 わ れ た 犬 の1例、 第25回 動 物 臨 床 医 学 会、
2004.11（大阪市）
■今井彩子、西村亮平、左近允巌、永延清和、山下和人、竹内

肺腺癌の1例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）

啓、髙島一昭、山根義久： アンケート調査の結果から－わ

■遠藤隼人、島村俊介、朽名裕美、田中綾、山根義久： 慢性心不

が国の小動物臨床現場における痛みの評価と管理の現状

全に対する徐放性硝酸イソソルビド（rISDN）の有効性に関

について、第25回動物臨床医学会（動物のいたみ研究会）、

する研究－特に慢性投与時における効果－、第25回動物臨

2004.11（大阪市）

床医学会（一般講演）、2004.11（大阪市）
■加藤

郁、小沼

守、堀口裕子、佐藤常男： ウサギの子宮平

■佐藤秀樹、髙島一昭、小笠原淳子、野山順香、塚根悦子、白川
希、福澤真紀子、毛利

崇、山根

剛、安武寿美子、河野優子、
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修、村上敬正、土井口

■住吉

■加藤小枝子、島村俊介、清水美希、小林正行、平尾秀博、宗像
俊太郎、田中

2004.10（名古屋市）
■土井口

滑筋肉腫の2例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）
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野中雄一、華園

究、山根義久、秋山

等： 結腸引き抜き術

を行った鎖肛の犬の1例、第25回動物臨床医学会、2004.11

（ビデオセッション）、2004.11（大阪市）
■杉原一成、曽田藍子、平尾秀博、小林正行、清水美希、島村俊
介、田中

（大阪市）
■佐藤秀樹、髙島一昭、小笠原淳子、野山順香、塚根悦子、白川
希、福澤真紀子、毛利
中雄一、華園

崇、山根剛、安武寿美子、河野優子、野

究、山根義久：急性腎不全による僧帽弁逆流

綾、町田

登、山根義久： 気管部分切除により根

治が得られた気管狭窄の犬の1例、第25回動物臨床医学会、
2004.11（大阪市）
■杉原一成、曽田藍子、平尾秀博、小林正行、清水美希、島村俊

（MR）が疑われた犬の1例、第25回動物臨床医学会、2004.11

介、福澤あぐり、桃井康行、田中

（大阪市）

クッシング症状を伴う副腎腫瘍の犬に対し副腎の外科的切

■山本カヲル、谷口奈美、三好真紀、加藤

郁： 皮膚ケアを考

慮した全身性毛包虫症に対する取り組み、第25回動物臨床

綾、町田

登、山根義久：

除術を行った1治験例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大
阪市）
■清水美希、桐原信之、向後亜希、小山隆正、福田貴英、上条雅

医学会（ポスターセッション）、2004.11（大阪市）
■山本景史、大塚宏美： シスプラチンの胸腔腹腔内投与を

子、牧野玲子、斉藤雅文、松本隆志、窪田朋宏、田中

綾、山根

行った癌性胸膜腹膜炎の犬の1例、第25回動物臨床医学会、

義久： 腎不全を併発した高齢犬において臨床上肥大型心筋

2004.11（大阪市）

症と診断した犬の1例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大

■小笠原淳子、髙島一昭、塚根悦子、野山順香、安武寿美子、山
根

子、毛利

崇、華園

究、山根義久、深瀬

阪市）

希、福澤真紀

■石丸邦仁、佐藤正勝、田中加津美、北村郁子、藤井久美： 薬剤

徹： 皮下膿瘍を形

耐性を示した難治性膿皮症の犬の1例、第25回動物臨床医学

剛、河野優子、野中雄一、佐藤秀樹、白川

成したマンソン裂頭条虫プレロセルコイド感染症の猫の1

会、2004.11（大阪市）
■石川勇一、平尾秀博、小林正行、清水美希、島村俊介、窪田朋

例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）
■小出由紀子、小出和欣、船越徳和： 尿路結石症を繰り返した
門脈体循環短絡症の1例、第25回動物臨床医学会、2004.11

宏、野一色真弓、田中

綾、山根義久： 肛門直腸閉鎖症の整

復術を行い、良好な経過を辿っているチワワの一例、第25回
動物臨床医学会、2004.11（大阪市）

（大阪市）
■小出和欣、小出由紀子、船越徳和、櫻田

晃： 胆嚢粘液嚢腫

■石川勇一、平尾秀博、小林正行、清水美希、島村俊介、田中

により胆嚢破裂を起こした先天性門脈体循環短絡症の外科

綾、山根義久： カテーテルインターベンションのための犬

的治験例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）

の体格と血管径との相関に関する検討、第25回動物臨床医

■小出和欣： 犬の胆嚢切除術、第25回動物臨床医学会（ビデオ
■小林正行、加藤小枝子、平尾秀博、清水美希、島村俊介、田
中

学会（一般講演）、2004.11（大阪市）
■船越徳和、小出由紀子、小出和欣、杉村

セッション）、2004.11（大阪市）
綾、山根義久： 房室ブロックに対しペースメーカー植

え込み術を行ったイヌの3治験例、第25回動物臨床医学会、

肇： 避妊手術時の

絹糸に起因する子宮断端の縫合糸肉芽腫により水腎症を認
めた犬の2例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）
■曽田藍子、平尾博秀、小林正行、清水美希、島村俊介、田中
綾、髙島一昭、山根義久： 猫の先天性および後天性心血管疾

2004.11（大阪市）
■松村晋吾、安川邦美、水越健之、長崎鉄平、松本秀文、松川拓
哉、下田哲也： 蛋白喪失性腸症を伴った消化器型リンパ腫

医学会、2004.11（大阪市）
■曽田藍子、髙島一昭、平尾博秀、小林正行、島村俊介、清水美

の犬の3例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）
■松沢ふみ、藤田理恵子、大谷美紀、佐藤亜也子、深井麗子、木
村満知子、山田幸子、庄子さとみ、森

患に対して体外循環下根治術を試みた3例、第25回動物臨床

みゆき、渡辺真由美、

根本幸子、会田絵美子、長谷川暁代、宮川則子、藤田桂一： 当
院における動物預かりに関する動物看護師の役割と業務、

希、田中

綾、山根義久： 人工生体弁を用いた犬の僧帽弁置

換術の臨床応用に関する研究、第25回動物臨床医学会（一般
講演）、2004.11（大阪市）
■大東勇介、伊波裕規、小倉政光、見目香織、小林勇人、佐藤美

第25回動物臨床医学会（スタッフセミナー）、2004.11（大阪

幸、玉岡尚子、古田真介、吉田明弘、岸上義弘、田畑泰彦： 骨

市）

折癒合不全に対する塩基性線維芽細胞（b-FGF）とDrug

■松本英樹、掛端健士、兵頭武史、花田憲正、稲船清英、辻

陽

子、土田靖彦、伊藤浩太、伊藤正勝、伊藤博章、星野佐登志：
高γグロブリン血症による過粘稠症候群により血液凝固
異常を呈したと思われた犬の1例、第25回動物臨床医学会、

Delivery System（DDS）を用いた骨再生、第25回動物臨床
医学会、2004.11（大阪市）
■中西

淳、片桐麻紀子、今西晶子、蓮井恭子、宮田祥代、宇野

雄博、髙島一昭、山村穂積： 後頭骨環椎軸椎奇形の猫の1例、
第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）

2004.11（大阪市）
■松本秀文、水越健之、松村晋吾、安川邦美、長崎鉄平、松川拓

■塚根悦子、髙島一昭、小笠原淳子、野山順香、安武寿美子、山

哉、下田哲也： 皮膚型リンパ腫の猫の1例、第25回動物臨床

根

医学会、2004.11（大阪市）

久、下田哲也： 心基底部に発生した血管肉腫に外科的切除

■須崎信茂、井川裕之、高尾紘一郎、齋藤雅一： 肺水腫を
伴った動脈管開存症の犬の1例、第25回動物臨床医学会、
■水越健之、松村晋吾、安川邦美、長崎鉄平、松本秀文、松川拓
哉、下田哲也： 猫の赤芽球癆の2例、第25回動物臨床医学会、

崇、山根義

と心膜全切除術を行った犬の1例、第25回動物臨床医学会、
2004.11（大阪市）
根

剛、佐藤秀樹、福澤真紀子、白川

希、毛利

崇、山根義

久： 副腎褐色細胞腫を疑われた猫の1例、第25回動物臨床医
学会、2004.11（大阪市）

2004.11（大阪市）
■杉原一成、曽田藍子、平尾秀博、小林正行、清水美希、島村俊
綾、町田

希、毛利

■塚根悦子、髙島一昭、小笠原淳子、野山順香、安武寿美子、山

2004.11（大阪市）

介、田中

剛、佐藤秀樹、福澤真紀子、白川

登、山根義久： 気管部分切除により根

治が得られた気管狭窄の犬の1例、第25回動物臨床医学会

■田熊大祐、戸野倉雅美、田中暁子、小林なぎさ、島田雅美、勝
間健介、小林理恵、馬場

亮、松崎美果、吉ヶ江有紀、楡井

大、藤田桂一： 骨化生を生じた会陰ヘルニアの犬の1例、第

ルトを用いて骨盤隔壁形成術を実施した犬の会陰ヘルニア

25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）
■田中

綾、清水美希、島村俊介、小林正行、平尾秀博、窪田

朋宏、山根義久： 気管外コイルステントを用いて重度気管

の1例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）
■毛利

崇、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

希、福澤真紀子、華園

究、小笠原淳子、山根

2004.11（大阪市）

河野優子、野中雄一、山根義久、関口麻衣子、岩崎利郎： 色素

■島村俊介、清水美希、小林正行、平尾秀博、田中

綾、山根義

久： 短絡血管結紮後に神経症状を呈した門脈体循環シャン
トの2例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）
■島村俊介、清水美希、小林正行、平尾秀博、田中

綾、髙島一

剛、野山順香、塚根悦子、安武寿美子、

性蕁麻疹の猫の1例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪
市）
■毛利

崇、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

究、小笠原淳子、山根

希、福澤真紀子、華園

剛、野山順香、塚根悦子、安武寿美

昭、山根義久： 心室中隔欠損症の体外循環下開心術におけ

子、河野優子、野中雄一、山根義久：第3度房室ブロックを認

る心房切開法と心室切開法の比較検討、第25回動物臨床医

めたリンパ腫のフェレットの1例、第25回動物臨床医学会、
2004.11（大阪市）

学会（一般講演）、2004.11（大阪市）
■藤原

明、藤原元子： 墜落事故による大腿骨遠位端骨折と

両側中足骨骨折の1例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大

綾、山根義久： 柴犬の両側性巨大卵胞嚢

胞の一手術治験例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪
市）

阪市）
■藤原元子、藤原

明： 水鳥の消化管内異物の2症例、第25回

統三、猪熊

薫、白永純子、奥田

優、平岡博子、中市

壽： 再生性貧血を主徴とした脾臓捻転の犬の1

希、髙島一昭、佐藤秀樹、毛利

剛、河野優子、野中雄一、佐藤秀樹、白川

子、毛利

崇、華園

て閉鎖術を行い根治した心室中隔欠損症の犬の1例、第25回

崇、福澤真紀子、華園

剛、野山順香、塚根悦子、安武寿美子、

■野山順香、髙島一昭、小笠原淳子、塚根悦子、山根
寿美子、河野優子、野中雄一、佐藤秀樹、白川

河野優子、野中雄一、山根義久、宮寺恵子、小川博之： 血友病

子、毛利

Aの犬の1例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）

第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）

■白川

希、髙島一昭、佐藤秀樹、毛利

究、小笠原淳子、山根

希、福澤真紀

究、山根義久、天野達也： 体外循環下に

動物臨床医学会、2004.11（大阪市）

例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）
究、小笠原淳子、山根

■野山順香、髙島一昭、小笠原淳子、塚根悦子、安武寿美子、山
根

動物臨床医学会、2004.11（大阪市）
■白永伸行、井手口

■白川

■野一色真弓、田中

崇、福澤真紀子、華園

剛、野山順香、塚根悦子、安武寿美子、

崇、華園

剛、安武

希、福澤真紀

究、山根義久：猫皮膚脆弱症候群の1例、

■野中雄一、髙島一昭、小笠原淳子、野山順香、塚根悦子、安武
寿美子、山根

剛、河野優子、佐藤秀樹、白川

希、毛利

崇、

河野優子、野中雄一、山根義久：急性化膿性リンパ節炎の猫

福澤真紀子、華園

の1例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）

れた頸部椎間板ヘルニアの犬の1例、第25回動物臨床医学会

■樋口雅仁、小出和欣： 上腕骨癒合不全に対して骨移植を行
い機能回復が可能となったヨークシャテリアの1治験例、第

（ポスターセッション）、2004.11（大阪市）
■野中雄一、髙島一昭、小笠原淳子、野山順香、塚根悦子、安武
寿美子、山根

25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）
■福島彰子、小林正行、清水美希、島村俊介、平尾秀博、田中
綾、山根義久： 血中甲状腺ホルモンの減少がみられた胆嚢
貯留性疾患に対する考察、第25回動物臨床医学会、2004.11

究、山根義久：手術後早期の回復が得ら

剛、河野優子、佐藤秀樹、白川

福澤真紀子、華園

希、毛利

崇、

究、山根義久：手術後早期の回復が得ら

れた頸部椎間板ヘルニアの犬の1例、第25回動物臨床医学
会、2004.11（大阪市）
■野中雄一、髙島一昭、小笠原淳子、野山順香、塚根悦子、安武

（大阪市）
■福澤真紀子、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

希、毛利

究、小笠原淳子、塚根悦子、野山順香、山根

崇、華園

剛、安武寿美子、

野中雄一、河野優子、山根義久：CT検査が有用であったフェ
レットの骨肉腫の1例、第25回動物臨床医学会（ポスター

剛、河野優子、佐藤秀樹、白川

福澤真紀子、華園

希、毛利

崇、

究、山根義久：吹き矢を用いて麻酔を

行ったニホンジカの3例、第25回動物臨床医学会、2004.11
（大阪市）
■髙島一昭、小笠原淳子、野山順香、塚根悦子、安武寿美子、山

セッション）、2004.11（大阪市）
■福澤真紀子、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

寿美子、山根

希、毛利

究、小笠原淳子、塚根悦子、野山順香、山根

崇、華園

剛、安武寿美子、

根

剛、野中雄一、河野優子、佐藤秀樹、白川

福澤真紀子、華園

究、山根義久、加藤

希、毛利

崇、

郁： 動脈－左肺動

野中雄一、河野優子、山根義久：インスリン投与が不要に

脈シャントに外科治療を行った犬の1例、第25回動物臨床医

なった糖尿病の犬の1例、第25回動物臨床医学会、2004.11

学会（ポスターセッション）、2004.11（大阪市）

（大阪市）
■福澤真紀子、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

希、毛利

究、小笠原淳子、塚根悦子、野山順香、山根

崇、華園

剛、安武寿美子、

野中雄一、河野優子、山根義久：骨肉腫のフェレットの1例、
第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）
■平尾秀博、小林正行、清水美希、島村俊介、田中

平成17年（2005）

■三宅龍二、中村実穂、小出和欣、高橋正純： 若齢犬ダックス
フントおける消化器型リンパ腫2例、第21回日本獣医がん研
究会、2005.1（麻布大学）

綾、山根義

■庄子さとみ、藤田理恵子、大谷美紀、佐藤亜也子、深井麗子、

久： 動脈管開存症を伴ったファロー四徴症の猫の1経過観

木村満知子、山田幸子、松沢ふみ、森

察例、第25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）

根本幸子、会田絵美子、長谷川暁代、宮川則子、藤田桂一： 当

■平尾秀博、小林正行、清水美希、島村俊介、田中

綾、山根義

久： 腹水貯留を呈した重度肺動脈狭窄症の手術治験例、第
25回動物臨床医学会、2004.11（大阪市）
■片桐麻紀子、中西

淳、今西晶子、蓮井恭子、宮田祥代、宇野

雄博、湯本哲夫、藤田桂一、山村穂積、酒井健夫： キチンフェ

みゆき、渡辺真由美、

院における電話対応の重要性、日本動物看護学会、2005.2
（東京都）
■藤田桂一、小林なぎさ、田熊大祐、島田雅美、戸野倉雅美、奥
田綾子： 犬の頚部に認められた粘液嚢胞の一例、第16回埼
玉県獣医学術研究発表会、2005.2（さいたま市）

11
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■藤田桂一、小林なぎさ、田熊大祐、島田雅美、戸野倉雅美、藤
田理恵子、奥田綾子： 犬の頚部に認められた粘液嚢胞の一
■山形静夫、村上元彦： 自然吸収のみられた犬の白内障の
1例、平成16年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、

田綾子： 犬の頚部に認められた粘液嚢胞の一例、平成16年
度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、2005.2（新潟市）
修：「臨床心エコー図： 基礎編」−断層からつかむ

異常所見と心機能−、第4回日本臨床獣医学フーラム九州地
守、堀口裕子、佐藤常男： ウサギの子宮平

滑筋肉腫の2例、エキゾチックペット研究会症例発表会、

也： 犬の形質細胞性白血病の1例、第2回日本獣医内科学ア
カデミー、2005.8（東京都）
■林

一彦、髙島一昭、小田和歌子、北村幸郷： EBV関連血球

生検組織の対比の試み、64回日本癌学会、2005.9（札幌市）
■須崎信茂、井川裕之、高尾紘一郎、齋藤雅一： 感染性心内
膜炎の犬の1例、平成17年度日本小動物獣医学会〔四国〕、

2005.3（中央区）
■林

2005.8（東京都）
■松村晋吾、水越健之、松本秀文、安川邦美、長崎鉄平、下田哲

貪食症候群ウサギモデルの経時的病態解析画像と抗体価と

区大会、2005.2（福岡市）
郁、小沼

カデミー、2005.8（東京都）
■桑原康人： 慢性腎不全における尿蛋白（尿蛋白/クレアチ
ニン比）の測定意義、第2回日本獣医内科学アカデミー、

2005.2（新潟市）
■藤田桂一、小林なぎさ、田熊大祐、島田雅美、戸野倉雅美、奥

■加藤

■桑原康人、永田祥代、桑原典枝： 全身性エリテマトーデスが
疑われた糸球体性腎炎の猫の1例、第2回日本獣医内科学ア

例、第13回日本小動物歯科研究会、2005.2（東京都）

■土井口

第45回日本リンパ網内系学会、2005.7（福岡市）

一彦、髙島一昭、小田和歌子、北村幸郷、堀江

靖： EBV

関連血球貪食症候群ウサギモデルの経時的病態画像解析の

2005.9（高松市）
■須崎信茂、井川裕之、高尾紘一郎、齋藤雅一： 動脈管開存症
を伴った肺動脈狭窄症の犬の1例、平成17年度日本小動物獣

試み、第94回日本病理学会、2005.4（横浜市）
■山形静夫、井原かおり： 虹彩と皮膚に肉芽腫性病変がみら
れた犬の1例、第22回日本獣医臨床眼科研究会、2005.5（東

医学会〔四国〕、2005.9（高松市）
■中西

淳、片桐麻紀子、今西晶子、宮田祥代、宇野雄博： 後肢

の運動障害と半側脊椎が認められたフレンチブルドックの

京都）
■山形静夫、仙田美夏、大守康史： 凍結手術を試みた角膜輪
部の悪性黒色腫の1例、第22回日本獣医臨床眼科研究会、

市）
■片桐麻紀子、中西

2005.5（東京都）
■稲葉晴貴、才田祐人、曽田藍子、清水美希、島村俊介、平尾秀
博、田中

2例、平成17年度日本小動物獣医学会〔四国〕、2005.9（高松

綾、山根義久： 犬の門脈体循環シャントの術前診

断におけるCTの有用性の検討、第37回日本獣医画像診断学

2005.9（高松市）
■山田英一、今山行夫、片野修一、住吉

浩、椿

洋、長島文

幸、柴田武志： 半導体レーザーによる犬猫の腸管吻合法の

会、2005.6（麻布大学）
■小出和欣、小出由紀子、荻田堅一、船越徳和： 門脈体循環短
絡症犬におけるマルチスライスCT装置を用いた3D画像診
断の検討、第37回日本獣医画像診断学会、2005.6（麻布大

検討と臨床応用、平成17年度日本小動物獣医学会〔中部〕、
2005.9（静岡市）
■住吉

浩、片野修一、山我義則、山田英一： CTおよび単純X

線所見により手術前後の経過を観察・検討した膝蓋骨内方

学）
■田中

綾、曽田藍子、才田祐人、島村俊介、清水美希、松本英

樹、山根義久： 体外循環下での外科的治療が著効を呈した
右室二腔症の犬の2例、第82回日本獣医循環器学会、2005.6
■土井口

修： 心エコーの実際、第82回日本獣医循環器学会
郁： 子宮内貯留液を認めたフェレットの1例、第43回
淳、村井由美： 膀胱鏡検査にて診断

した犬の慢性リンパ球性膀胱炎の1例、第80回麻布獣医学

■安武寿美子、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、塚根悦子、白
剛、河野優子、野中雄一、華園

究、

山根義久： 肝内性門脈体循環短絡症の犬の1例、第39回鳥取
崇、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

究、小笠原淳子、山根

京都）
■須崎信茂、井川裕之、高尾紘一郎、齋藤雅一： 動脈管開存症
フォーラム、2005.9（東京都）

希、河野優子、華園

剛、塚根悦子、安武寿美子、野中雄一、

（福岡市）

効性に関する検討、第140回日本獣医学会、2005.10（鹿児島
市）
■土井口

堀江

靖、加藤雅子： 吸収不良症候群で発症したT-cell

lymphomaに空腸のB-cell lymphomaを合併した1剖検例、

綾、山根義久： 僧帽弁閉鎖不全モデル犬に対する

徐放性硝酸イソソルビド（sr-ISDN）の間欠的慢性投与の有

した免疫介在性溶血性貧血の犬の1例、第39回鳥取県獣医学
一彦、高畑浩之、髙島一昭、小田和歌子、北村幸郷、

勝： 若齢のトイ・プードルに見られた

■朽名裕美、島村俊介、曽田藍子、才田祐人、清水美希、平尾秀

浅井由希子、松本香菜子、山根義久：感染性心外膜炎を続発
会、2005.7（東伯町）

修、土井口

dynamic-SAMの1例： 第83回日本獣医循環器学会、2005.10

博、田中

県獣医学会、2005.7（東伯町）
■毛利

■高尾紘一郎、井川裕之、須崎信茂： 感染性心内膜炎が疑われ

■土井口

学会、2005.7（福岡市）
崇、山根

例の病態と予後経過について、平成17年度日本小動物獣医

を伴った肺動脈狭窄症の犬の1例、第7回日本臨床獣医学

会、2005.7（名古屋市）
■山形静夫、仙田美夏： 強膜ぶどう腫の1例、第25回比較眼科

希、毛利

浩、片野修一、山我義則、山田英一： 脊椎奇形に椎間

た犬の一例、第7回日本臨床獣医学フォーラム、2005.9（東

日本大学獣医学会、2005.6（日本大学）
■甲斐（石川）勝行、杉山

川

2005.9（静岡市）
■住吉

学会〔中部〕、2005.9（静岡市）

（Wet Lab）、2005.6（麻布大学）
■加藤

脱臼の小型犬1例、平成17年度日本小動物獣医学会〔中部〕、

板逸脱症を併発したフレンチブルドッグ2例および同系犬1

（麻布大学）

■林

淳、今西晶子、宇野雄博： 胆嚢粘液嚢

腫のイヌの8例、平成17年度日本小動物獣医学会〔四国〕、

修、上地正美、高橋雅弘、土井口

勝： 心エコー図

による正常犬の僧帽弁血流、肺静脈血流そして左心房径/大
動脈径の正常値と相関－拡張機能評価の基礎的研究－、平
成17年度日本小動物獣医学会〔九州〕、2005.10（熊本市）
■佐藤正勝： 胆道閉塞を呈した犬の1例、平成17年度日本小動

ルーン拡張術を実施した右側三心房心の犬の1例、第26回動

物獣医学会〔近畿〕、2005.10（大阪府立大学）
■荻田堅一、小出由紀子、小出和欣： 犬のインスリノーマの2
例、平成17年日本小動物獣医学会〔中国〕、2005.10（岡山市）

■河野優子、髙島一昭、佐藤秀樹、白川
究、塚根悦子、小笠原淳子、山根

希、毛利

崇、華園

剛、安武寿美子、野中雄一、

脈奇形（重複後大静脈）の認められた先天性門脈体循環短絡

浅井由希子、松本香菜子、山根義久、須崎信茂： CT検査によ

症犬の3例、平成17年日本小動物獣医学会〔中国〕、2005.10

り脊髄空洞症と診断した犬の1例、第26回動物臨床医学会、
2005.11（大阪市）

（岡山市）
■白永伸行、井手口

薫、白永純子： 食道拡張を伴った気

■河野優子、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

希、毛利

崇、華園

管虚脱の犬の1例、平成17年日本小動物獣医学会〔中国〕、

究、塚根悦子、小笠原淳子、山根

2005.10（岡山市）

浅井由希子、松本香菜子、山根義久：食欲不振を呈した子宮

■毛利

崇、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

究、小笠原淳子、山根

希、河野優子、華園

剛、塚根悦子、安武寿美子、野中雄一、

浅井由希子、松本香菜子、山根義久：感染性心外膜炎を続発

剛、安武寿美子、野中雄一、

腫瘍のウサギの3例、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪
市）
■華園

究、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

希、毛利

崇、河野優

した免疫介在性溶血性貧血の犬の1例、平成17年度日本小動

子、塚根悦子、小笠原淳子、山根

物獣医学会〔中国〕、2005.10（岡山市）

浅井由希子、松本香菜子、山根義久：3日間のo,p'-DDD導入

■桑原康人、永田祥代、桑原典枝： 全身性エリテマトーデスが
疑われた糸球体性腎炎の猫の1例、第14回中部小動物臨床研

後、副腎皮質機能低下症を発症した犬の1例、第26回動物臨
床医学会、2005.11（大阪市）
■華園

究会、2005.10（名古屋市）
■大谷美紀、藤田理恵子、佐藤亜也子、宮川則子、木村満知子、

剛、安武寿美子、野中雄一、

究、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

子、塚根悦子、小笠原淳子、山根

希、毛利

崇、河野優

剛、安武寿美子、野中雄一、

松沢ふみ、庄子さとみ、渡辺真由美、三浦紫陽子、小林由布

浅井由希子、松本香菜子、山根義久：組織球肉腫の犬の2例、

子、平田佳代子、小林

第26回動物臨床医学会（ポスターセッション）、2005.11（大

優、藤田桂一、当院における面会時の

阪市）

対応について、日本動物看護学会、2005.11（大阪市）
■赤木哲也： 癌性腹膜炎を伴った猫の消化管に発生した肥満
細胞腫の1例、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）
■高橋征浩、北村郁子、田中加津美、佐藤正勝、宇野雄博： 胆嚢
管、総胆管閉塞を起こした犬の1例、第26回動物臨床医学会、
■安川邦美、松村晋吾、水越健之、長崎鉄平、松本秀文、下田哲
也： 脱力を伴った犬の皮膚型リンパ腫の1例、第26回動物臨
■安武寿美子、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、塚根悦子、白
崇、山根

剛、河野優子、野中雄一、華園

究、

山根義久： 精巣鞘膜に発生した悪性中皮腫の犬の1例、第26
■安武寿美子、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、塚根悦子、白
希、毛利

崇、山根

剛、河野優子、野中雄一、華園

究、

浅井由希子、松本香菜子、山根義久：釣り針を誤食した野鳥
の治療例、第26回動物臨床医学会（ポスターセッション）、
■安武寿美子、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、塚根悦子、白
希、毛利

崇、山根

浅井由希子、松本香菜子、山根義久：組織球肉腫の犬の2例、
第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）
淳、片桐麻紀子、今西晶子、宇野雄博、藤田

桂一、山村穂積： 犬の胆嚢粘液嚢腫8例の検討、第26回動物
臨床医学会、2005.11（大阪市）
博、田中

綾、山根義久： 僧帽弁閉鎖不全モデル犬に対す

る徐放性硝酸イソソルビド（sr-ISDN）の間欠的慢性投与の
有効性に関する検討、第26回動物臨床医学会（一般講演）、
■桑原康人、永田祥代、桑原典枝： 全身性エリテマトーデス
が疑われた糸球体症の猫の1例、第26回動物臨床医学会、
2005.11（大阪市）
■原田高志、丸子理恵、桃井康行、町田
郎、石名坂豪、津田茂久、田中

2005.11（大阪市）
川

剛、河野優子、野中雄一、華園

崇、河野優

2005.11（大阪市）

回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）
川

希、毛利

剛、安武寿美子、野中雄一、

■朽名裕美、島村俊介、曽田藍子、才田祐人、清水美希、平尾秀

床医学会、2005.11（大阪市）
希、毛利

究、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

子、塚根悦子、小笠原淳子、山根

■宮田祥代、中西

2005.11（大阪市）

川

■華園

究、

浅井由希子、松本香菜子、山根義久：釣り針を誤食した野鳥
の治療例、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）
■永延清和、今井彩子、左近允巌、髙島一昭、西村亮平、蒔井

登、渡辺

元、栗田吾

綾、山根義久： セルトリ細胞

腫および前立腺膿瘍を随伴したミューラー管遺残症候群
（PMDS）の1例、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）
■原田高志、島村俊介、平尾秀博、町田

登、田中

綾、山根義

久： 肺高血圧症による右－左短絡を呈した心室中隔欠損症
の犬の1例、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）

良宣、山下和人、山根義久： いたみの評価基準、特に犬の

■高尾紘一郎、井川裕之、須崎信茂： 感染性心内膜炎が疑われ

急性痛について、第26回動物臨床医学会（いたみ研究会）、

た犬の一例、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）
■佐々木崇文、才田祐人、曽田藍子、島村俊介、清水美希、平

2005.11（大阪市）
■荻田堅一、小出由紀子、小出和欣： 犬のインスリノーマの2
例、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）
■加藤

郁： 若齢ウサギの大腿骨顆間骨折の1例、第26回動物

臨床医学会、2005.11（大阪市）
■加藤

郁： 猫の胃潰瘍の1例、第26回動物臨床医学会（ポス

ターセッション）、2005.11（大阪市）
■加藤小枝子、清水美希、田中

綾、福山美津子、山根義久： バ

尾秀博、田中

綾、町田

登、山根義久： 長期生存が認めら

れた心室中隔欠損症の猫の1例、第26回動物臨床医学会、
2005.11（大阪市）
■佐々木崇文、清水美希、桃井康行、町田

登、田中

綾、山根

義久： 急性リンパ球性白血病の犬における化学療法とその
経過、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）
■佐藤亜也子、藤田理恵子、大谷美紀、宮川則子、木村満知子、

ルーン拡張術を実施した右側三心房心の犬の1例、第26回動

松沢ふみ、庄子さとみ、渡辺真由美、三浦紫陽子、小林由布

物臨床医学会（ビデオセッション）、2005.11（大阪市）

子、平田佳代子、小林

■加藤小枝子、清水美希、田中

綾、福山美津子、山根義久： バ

優、藤田桂一：トリマー 7年目の決意

～アメリカでのトリミング体験記、第26回動物臨床医学会
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■小出和欣、小出由紀子、荻田堅一： CT三次元画像で後大静

物臨床医学会、2005.11（大阪市）

246
研究業績 【4】学会・研究会発表

11

2005.11（大阪市）

（スタッフセミナー）、2005.11（大阪市）
■佐藤秀樹、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、白川
崇、山根

希、毛利

剛、安武寿美子、河野優子、野中雄一、華園

究、浅

井由希子、松本香菜子、山根義久、森田剛仁、島田章則： CT
検査にて異常が認められた壊死性髄膜脳炎のパグの1例、第

■水越健之、松村晋吾、安川邦美、長崎鉄平、松本秀文、下田哲
也： 本態性血小板血症の犬の1例、第26回動物臨床医学会、
2005.11（大阪市）
■杉原一成、平尾秀博、島村俊介、山根義久： 重度大動脈弁狭
窄症の犬に対して心拍動下で左心室－大動脈問バイパス手

26回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）
■佐藤秀樹、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、白川

希、毛利

術を施した1例、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）

究、浅

■杉山一成、平尾秀博、島村俊介、山根義久： 重度大動脈弁狭

井由希子、松本香菜子、山根義久、木嶋真理子： 後躯麻痺を

窄症の犬に対して心拍動下で左心室－大動脈間バイパス

呈した脊髄硬膜外軟骨肉腫の犬の1例、第26回動物臨床医学

手術を施した1例、第26回動物臨床医学会（ビデオセッショ

崇、山根

剛、安武寿美子、河野優子、野中雄一、華園

ン）、2005.11（大阪市）

会（ビデオセッション）、2005.11（大阪市）
■才田祐人、曽田藍子、清水美希、島村俊介、平尾秀博、田中

■清水美希、福山朋季、内田瑞穂、加藤小夜子、折戸謙介、田

綾、山根義久： 肺動脈狭窄症犬におけるカラードップラー

中

法による圧較差と左室収縮機能パラメーターとの関係、第

cilexeti1の心臓組織中のキマーゼ様活性と心筋線維化に

26回動物臨床医学会（一般講演）、2005.11（大阪市）

対する作用の検討、第26回動物臨床医学会（一般講演）、

■山田昭彦： 原因不明の消化管出血により、重度の鉄欠乏性
貧血を起こした犬の1例、第26回動物臨床医学会、2005.11

2005.11（大阪市）
■西村アンドレア、清水美希、島村俊介、曽田藍子、才田勇人、
田中

（大阪市）
剛、野

中雄一、浅井由希子、松本香菜子、佐藤秀樹、白川

希、毛

市）

究、山根義久：ステロイド反応性

■石井

崇、河野優子、華園

綾、山根義久： 会陰ヘルニアを併発した傍前立腺嚢

胞の犬の1治験例、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪

■小笠原淳子、髙島一昭、塚根悦子、安武寿美子、山根
利

綾、山根義久： 心筋症ハムスターにおけるcandesartan

隼、才田祐人、曽田藍子、清水美希、島村俊介、田中

髄膜炎－動脈炎と診断した犬の1例、第26回動物臨床医学

綾、望月

会、2005.11（大阪市）

猫の皮膚黒色腫の1例、第26回動物臨床医学会、2005.11（大

■小笠原淳子、髙島一昭、塚根悦子、安武寿美子、山根

剛、野

中雄一、浅井由希子、松本香菜子、佐藤秀樹、白川

希、毛

利崇、河野優子、華園

究、山根義久：交通事故により重度

学、町田

登、山根義久： 全身に転移がみられた

阪市）
■浅井由希子、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、山根

剛、安

武寿美子、野中雄一、松本香菜子、佐藤秀樹、白川

希、毛利

の皮下気腫を併発した犬の1例、第26回動物臨床医学会、

崇、華園

2005.11（大阪市）

シ咬傷の発生状況、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪

■小出由紀子、荻田堅一、小出和欣： 高齢で肝性脳症を発症し
た先天性門脈体循環短絡症の2治験例、第26回動物臨床医学

究、河野優子、山根義久：過去5年間におけるマム

市）
■浅井由希子、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、山根

剛、安

武寿美子、野中雄一、松本香菜子、佐藤秀樹、白川

会、2005.11（大阪市）
■小出和欣、小出由紀子、荻田堅一： CT三次元画像で後大静
脈奇形（重複後大静脈）の認められた先天性門脈体循環短絡
症犬の3例、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）
■小出和欣： CT三次元画像診断と超音波吸引装置を利用し

崇、華園

希、毛利

究、河野優子、山根義久：交通事故により脊髄損傷

を呈した犬の2例、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪
市）
■大東勇介、石田

綾、伊波裕規、見目香織、藤本武悟、古田真

た犬における尾状葉の肝細胞癌手術例、第26回動物臨床医

介、吉田明弘、長村

学会（ビデオセッション）、2005.11（大阪市）

シュウ酸カルシウム尿石症の1例、第26回動物臨床医学会、

■松村晋吾、安川邦美、水越健之、長崎鉄平、松本秀文、下田哲
也： 犬の形質細胞性白血病の1例、第26回動物臨床医学会、
洋、山根義久： 血栓塞栓症を併発した拘束

型心筋症の猫の1例、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪

綾、伊波裕規、見目香織、古田真介、吉田明

た犬の1例、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）
■竹中雅彦、髙島一昭、車谷

元、井田宣隆、山根義久： 猫の慢

性心不全に対するベラプロストナトリウムの治療効果に

市）
■松本香菜子、髙島一昭、佐藤秀樹、塚根悦子、白川
原淳子、毛利
子、華園

2005.11（大阪市）
■大東勇介、石田

弘、岸上義弘、小出和欣： 微小血管異形成（MVD）が疑われ

2005.11（大阪市）
■松本英樹、磯村

徹、岸上義弘： 膀胱内に隔壁を有した

崇、安武寿美子、山根

希、小笠

剛、野中雄一、河野優

究、浅井由希子、山根義久、下田哲也： 大静脈孔

ついての検討、第26回動物臨床医学会（一般講演）、2005.11
（大阪市）
■中釜綾乃、原田高志、島村俊介、平尾秀博、望月

学、町田

ヘルニアが認められた犬の1例、第26回動物臨床医学会、

登、田中

2005.11（大阪市）

脈血栓塞栓症を併発した犬の1例、第26回動物臨床医学会、

■松本香菜子、髙島一昭、佐藤秀樹、塚根悦子、白川
原淳子、毛利
子、華園

崇、安武寿美子、山根

希、小笠

剛、野中雄一、河野優

究、浅井由希子、山根義久：胃内異物の猫の1例、第

26回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）
■松本秀文、水越健之、松村晋吾、安川邦美、長崎鉄平、下田哲

綾、山根義久： 右心房原発の神経線維肉腫に大動

2005.11（大阪市）
■中西

淳、片桐麻紀子、今西晶子、宮田祥代、宇野雄博： 後肢

の運動障害と半側脊椎が認められたフレンチブルドックの
2例、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）
■塚根悦子、髙島一昭、小笠原淳子、安武寿美子、山根

也： シクロスポリンが有効であった非再生性貧血の犬の2

中雄一、浅井由希子、松本香菜子、佐藤秀樹、白川

例、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）

崇、河野優子、華園

■須崎信茂、井川裕之、高尾紘一郎、齋藤雅一： 動脈管開存症
を伴った肺動脈狭窄症の犬の1例、第26回動物臨床医学会、

剛、野
希、毛利

究、山根義久：胆嚢一十二指腸吻合術を

行いQOLが改善した消化器型リンパ腫の猫の1例、第26回
動物臨床医学会、2005.11（大阪市）

■田熊大祐、戸野倉雅美、小林なぎさ、島田雅美、馬場
原真理子、杉本洋太、藤原

香、難波

直、楡井

亮、井

大、藤田桂

一： 直腸に平滑筋腫を認めた犬の一例、第26回動物臨床医

究、松

直、藤田桂一： 扁平上

と心室中隔欠損症を伴った複合心奇形に対し根治術を行っ

水行動の変化、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）
明、藤原元子： 腹腔内に肉芽腫を形成した

ActiActinomycosisの猫の1例、第26回動物臨床医学会、
2005.11（大阪市）

た犬の1例、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）

平成18年（2006）

■加藤吉男： パグの多発性肥満細胞腫の1例、第23回日本獣医
がん研究会、2006.1（麻布大学）

希、髙島一昭、佐藤秀樹、毛利

子、小笠原淳子、山根

崇、華園

究、河野優

剛、塚根悦子、安武寿美子、野中雄

一、浅井由希子、松本香菜子、山根義久：左腎の脱出を伴っ

■山田昭彦： 頚部気管に発生した肥満細胞腫の犬の1例、第23
回日本獣医がん研究会、2006.1（麻布大学）
■松沢ふみ、藤田理恵子、大谷美紀、宮川則子、佐藤亜也子、木

た外傷性腹壁ヘルニアの犬の1例、第26回動物臨床医学会、

村満知子、庄子さとみ、渡辺真由美、三浦紫陽子、小林由布

2005.11（大阪市）

子、平田佳代子、小林

■白川

希、髙島一昭、佐藤秀樹、毛利

子、塚根悦子、山根

崇、華園

究、河野優

剛、小笠原淳子、安武寿美子、野中雄一、

浅井由希子、松本香菜子、山根義久：腎芽腫のウサギの1例、
第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）
綾、山根義久： 不整脈源性右室心筋症

および拡張型心筋症の症状を認めたボクサー型心筋症の1
例、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）
綾、望月

学、山根義久： 著明な筋萎縮を示した

猫の1例、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）
■福島彰子、羽山庸道、田中

綾、望月

学、町田

（大阪市）
登、伊藤

博、山根義久： 犬の

右心耳に発生した血管肉腫の1例、第26回動物臨床医学会、
2005.11（大阪市）
て、第26回小動物臨床研究会、2005.11（大阪市）
崇、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

究、塚根悦子、小笠原淳子、山根

剛、安武寿美子、野中雄一、

した免疫介在性溶血性貧血の犬の1例、第26回動物臨床医学
会、2005.11（大阪市）
希、河野優子、華園

剛、安武寿美子、野中雄一、

浅井由希子、松本香菜子、山根義久：副腎皮質機能亢進症に
腎癌を併発した犬の1例、第26回動物臨床医学会、2005.11
（大阪市）

■加藤

郁： 若齢ウサギの大腿骨骨折の2例、エキゾチック

ペット研究会症例発表会、2006.3（中央区）
断した雌イヌの尿道限局の移行上皮癌3例、平成17年度学会
年次大会（日本小動物獣医学会）、2006.3（つくば市）
浩、山田英一、森田剛仁： 全身に

転移がみられたリンパ腫の犬1例、平成17年度学会年次大会
■山田英一、今山行夫、片野修一、住吉

浩、椿

洋、長島文幸、

山我義則： 犬の緑内障に対するレーザー毛様体凝固法に
ついて、平成17年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、
2006.3（つくば市）
穂積、酒井健夫： 高齢犬の重度歯周病に対する治療ならび
に歯周病関連細菌の分離、平成17年度学会年次大会（日本小
動物獣医学会）、2006.3（つくば市）
■林

一彦、髙島一昭、北村幸郷、堀江

靖： EBV関連血球貪

食症候群ウサギモデルの経時的病態解析画像と血液検査と

■野中雄一、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、安武寿美子、山
剛、浅井由希子、松本香菜子、佐藤秀樹、白川

希、毛利

究、河野優子、山根義久：関節リウマチを疑った犬

の1例、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）
剛、浅井由希子、松本香菜子、佐藤秀樹、白川

希、毛利

究、河野優子、山根義久：殺虫剤により中毒を起こ

した犬の2例、第26回動物臨床医学会、2005.11（大阪市）
■髙島一昭、塚根悦子、佐藤秀樹、小笠原淳子、白川
崇、安武寿美子、山根

生検組織の対比、第95回日本病理学会、2006.4-5（東京都）
■小河原郁子、髙島一昭、足立洋心、大橋

誠、西連寺

剛、林

一彦： EBV関連血球貪食症候群ウサギモデルの経時的病態
解析、第3回EBウイルス研究会、2006.6（名古屋大学）

■野中雄一、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、安武寿美子、山
崇、華園

水行動の変化、第14回日本小動物歯科研究会、2006.2（東京

■湯本哲夫、小和田友美、角矢布優、枩本隆志、藤田桂一、山村

崇、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

究、塚根悦子、小笠原淳子、山根

根

亮、井

直、藤田桂一： 扁平上

（日本小動物獣医学会）、2006.3（つくば市）

希、河野優子、華園

浅井由希子、松本香菜子、山根義久：感染性心外膜炎を続発

崇、華園

香、難波

皮癌により舌の2/3外科的切除を行った犬における採食・飲

■山我義則、片野修一、住吉

■綿貫和彦、宮崎耕造： 位相差顕微鏡の臨床への応用につい

根

術研究会、2006.2（埼玉県）
■島田雅美、戸野倉雅美、小林なぎさ、田熊大祐、馬場

■甲斐（石川）勝行、川瀬康孝、村井由美： 膀胱鏡検査により診

■平尾秀博、島村俊介、町田

■毛利

直、藤田桂一： 直腸に

都）

登、山根義

久： 滑膜肉腫の猫の1例、第26回動物臨床医学会、2005.11

■毛利

香、難波

亮、井

平滑筋腫を認めた犬の一例、第17回埼玉県獣医師会獣医学

原真理子、杉本洋太、藤原

■飯塚智也、才田祐人、曽田藍子、清水美希、島村俊介、平尾秀
博、田中

2006.2（東京都）
■田熊大祐、戸野倉雅美、小林なぎさ、島田雅美、馬場
原真理子、杉本洋太、藤原

■飯塚智也、羽山庸道、才田祐人、曽田藍子、清水美希、島村俊
介、平尾秀博、田中

優、戸野倉雅美、藤田桂一： 動物病院

における受付の応対マナーについて、日本動物看護学会、

希、毛利

剛、野中雄一、河野優子、華園

究、松

本香菜子、浅井由希子、山根義久、菅原淳也： 肺動脈狭窄症
と心室中隔欠損症を伴った複合心奇形に対し根治術を行っ

■髙島一昭、小河原郁子、大橋

誠、西連寺

剛、林

一彦：

EBV関連血球貪食症候群ウサギモデルの経時的病態解析、
第3回EBウイルス研究会、2006.6（名古屋大学）
■羽山庸道、才田祐人、曽田藍子、清水美希、平尾秀博、柴崎
哲、田中

綾、山根義久： ブロック法を実施した小型犬の肺

動脈狭窄症の1手術例、平成18年度日本小動物獣医学会〔関
東〕、2006.6（川崎市）
■才田祐人、曽田藍子、羽山庸道、清水美希、平尾秀博、田中
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香、難波

希、毛利

剛、野中雄一、河野優子、華園

本香菜子、浅井由希子、山根義久、菅原淳也： 肺動脈狭窄症

皮癌により舌の2/3外科的切除を行った犬における採食・飲

■白川

■髙島一昭、塚根悦子、佐藤秀樹、小笠原淳子、白川

亮、井

■島田雅美、戸野倉雅美、小林なぎさ、田熊大祐、馬場

■ 藤原

2005.11（大阪市）
崇、安武寿美子、山根

学会、2005.11（大阪市）
原真理子、杉本洋太、藤原

た犬の1例、第26回動物臨床医学会（ポスターセッション）、
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綾、山根義久右室二腔症に対して体外循環下における外科
的修復術を行った犬の2例、平成18年度日本小動物獣医学会
綾、曽田藍子、才田祐人、山根義久： 外科的

治療を行った右側三心房心の犬の2例、平成18年度日本小動

浩、椿

洋、長島文幸、山田英一：

較、平成18年度日本小動物獣医学会〔中部〕、2006.8（新潟県
湯沢町）
■小笠原淳子、髙島一昭、塚根悦子、安武寿美子、山根

物獣医学会〔関東〕、2006.6（川崎市）
■曽田藍子、田中

■片野修一、今山行夫、住吉

各種超低濃度シクロスポリン眼科用薬剤の臨床効果の比

〔関東〕、2006.6（川崎市）
■清水美希、田中

町）

綾、才田祐人、山根義久： 体外循環下根治

剛、野

中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、佐藤秀樹、白川

希、毛利

術を試みた心内膜床欠損症の犬の2例、平成18年度日本小動

崇、華園

物獣医学会〔関東〕、2006.6（川崎市）

鳥取県の海岸に漂着したゴマフアザラシの1例、第40回鳥取

■平尾秀博、才田祐人、曽田藍子、田中

綾、山根義久： 犬の大

究、河野優子、松本香菜子、山根義久、島田章則：

県獣医学会、2006.8（東伯町）

動脈弁下狭窄症に対して心拍動下で実施した左心室－大動

■小笠原淳子、髙島一昭、塚根悦子、安武寿美子、山根

脈バイパス形成術の1例、平成18年度日本小動物獣医学会

中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、佐藤秀樹、白川
崇、華園

〔関東〕、2006.6（川崎市）
■羽山庸道、才田祐人、曽田藍子、柴崎

哲、田中

綾、山根義

久： ブロック法を実施した小型犬の肺動脈狭窄症の1手術
例、第72回獣医麻酔外科学会、2006.6（東京農工大学）
■原田高志、窪田

出、山村穂積、望月

学、山根義久： 内側釣

剛、野
希、毛利

究、河野優子、松本香菜子、山根義久： 重度の肺炎

および皮膚炎が認められたゴマフアザラシの1例、第40回鳥
取県獣医学会、2006.8（東伯町）
■白川

希、髙島一昭、佐藤秀樹、塚根悦子、小笠原淳子、毛利

崇、安武寿美子、山根

剛、河野優子、野中雄一、華園

究、松

上突起離断を生じた犬に骨片除去および尺骨骨切り術を

本香菜子、浅井由希子、水谷雄一郎、山根義久： 血友病Aの

行った1例、第72回獣医麻酔外科学会、2006.6（東京農工大

犬の1例、第40回鳥取県獣医学会、2006.8（東伯町）
■毛利

学）
■小出和欣、小出由紀子、矢吹

淳、大山紀彦： 腫瘤型肝細胞

崇、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

究、松本香菜子、小笠原淳子、山根

希、河野優子、華園
剛、塚根悦子、安武寿美

癌犬の外科治療時におけるCT-3D画像による術前評価の有

子、野中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、山根義久： 抗アンド

用性、第72回獣医麻酔外科学会、2006.6（東京農工大）

ロゲン薬の長期投与後に副腎皮質機能低下症を発症した犬

■桑原康人： 慢性腎不全猫における皮下留置カテーテルの有

の1例、第40回鳥取県獣医学会、2006.8（東伯町）

用性、第3回日本獣医内科学アカデミー、2006.8（東京都）

■髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、安武寿美子、山根

■小出由紀子、小出和欣、矢吹

淳： CT三次元画像による術

中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、佐藤秀樹、白川

剛、野
希、毛利

前評価を行った腫瘤型肝細胞癌の犬の6例、第42回岡山県小

崇、華園

動物獣医学会、2006.8（岡山市）

心房中隔欠損および心室中隔欠損、右室二腔症を伴った複

■小出由紀子、小出和欣、矢吹

淳： 肝内性門脈体循環短絡症

犬における長期内科的治療後の外科的治療例、第42回岡山

合心奇形に対し開心術を行った犬の1例、第40回鳥取県獣医
学会、2006.8（東伯町）
■林

県小動物獣医学会、2006.8（岡山市）

究、河野優子、松本香菜子、山根義久、小出和欣：

一彦、髙島一昭、北村幸郷： EBV関連血球貪食症候群ウ

淳： 門脈体循環短絡症犬50例

サギモデルに発生するリンパ腫の経時的解析： 画像と血液

における造影CT三次元画像診断成績、第42回岡山県小動物

検査と生検組織の対比、第65回日本癌学会、2006.9（横浜

■小出和欣、小出由紀子、矢吹

市）

獣医学会、2006.8（岡山市）
■大東勇介、松本秀文、安川邦美、長崎鉄平、政次英明、下田哲

■須崎信茂、高尾紘一郎、齋藤雅一： 若齢の大型犬に見られた

也： 複数の腹腔内腫瘤が形成された髄外性形質細胞腫の犬

動脈管開存症の一例、平成18年度日本小動物獣医学会〔四

の1例、第42回岡山県小動物獣医学会、2006.8（岡山県）

国〕、2006.9（徳島市）

淳、小出和欣、小出由紀子： 短期的胆管ドレナージが

■尾中千春、片桐麻紀子、岡本健太郎、宇野雄博： 膀胱の広範

有効であった閉塞性黄疸の犬の1例、第42回岡山県小動物獣

な壊死と近位尿管の壊死断裂を生じた猫の1例、平成18年度

■矢吹

日本小動物獣医学会〔四国〕、2006.9（徳島市）

医学会、2006.8（岡山市）
■光田昌史、赤木洋祐、吉岡永郎、真下忠久： CT検査による診

■片桐麻紀子、岡本健太郎、尾中千春、宇野雄博： ポリプロピ

断が有用であった胃腺癌の犬の1例、日本小動物獣医師会

レンメッシュを用いて修復した会陰ヘルニアの犬の3例、平
成18年度日本小動物獣医学会〔四国〕、2006.9（徳島市）

2006年次学会、2006.8（京都市）
淳： 膀胱鏡検査により診

■齋藤雅一、高尾紘一郎、須崎信茂： 跛行を主訴に来院したエ

断が可能となった犬の尿道限局移行上皮癌と慢性リンパ球

ンドトキシン血症の犬の一例、第8回日本臨床獣医学フォー

プラズマ細胞性膀胱炎の2疾患、平成18年度日本小動物獣医

ラム、2006.9（東京都）

■甲斐（石川）勝行、村井由美、杉山

■吉川泰永、森松正美、落合和彦、富岡幸子、永野晶志、冨沢伸

学会〔中部〕、2006.8（新潟県湯沢町）
■山田英一、今山行夫、片野修一、住吉

浩、椿

洋、長島文幸、

山我義則： 小動物領域における半導体レーザーの外科応用
（犬乳腺腫、猫卵巣子宮摘出手術）、平成18年度日本小動物獣
医学会〔中部〕、2006.8（新潟県湯沢町）
■山田英一： 猫巨大結腸症に対する半導体レーザーによる腸
管吻合法、平成18年度日本小動物獣医学会〔中部〕、2006.8
（新潟県湯沢町）
■住吉

浩、片野修一、蔵谷洋介、山田英一： 排尿困難を呈し

た雌犬に対する交感神経α1 受容体遮断薬の臨床効果、平
成18年度日本小動物獣医学会〔中部〕、2006.8（新潟県湯沢

行、山根義久、佐々木伸雄、橋爪一善、岩永敏彦： イヌ乳腺腫
瘍関連遺伝子BRCA2の多型マーカーの確立、第142回日本
獣医学会、2006.9（山口大学）
■ Imai A., Nishimura R., Sakonjyu I., Naganobu K.,
Yamashita K., Takeuchi A., Takashima K., Yamane Y.：
The attitude of small animal practioners to animal pain
and pain managements practiced today in Japan a
questionnaire survey： , 9th International Veterinary
Anestheolog. Congress, 2006.9（SanPaulo,Brazi1）
■吉岡永郎、光田昌史、赤木洋祐、真下忠久、泉本拓也、白波瀬

浩幸： 細胞診材料を用いたリンパ球免疫染色の有用性の検

清型1型標準株および野外株のニワトリ（Gallus gallus）に

討、平成18年度日本小動物獣医学会〔近畿〕、2006.10（大阪

対する病原性について、鳥類臨床研究会第10回年次大会、
2006.11（台東区）

市）

■安川邦美、大東勇介、政次英明、長崎鉄平、松本秀文、下田哲

前評価を行った腫瘤型肝細胞癌の犬の6例、平成18年日本小

也： ロムスチン（CCNU）による治療を行った犬のＴ細胞性
消化器型リンパ腫の1例、第27回動物臨床医学会、2006.11

動物獣医学会〔中国〕、2006.10（広島市）
■小出和欣、小出由紀子、矢吹

淳： 門脈体循環短絡症犬50例

における造影CT三次元画像診断成績、平成18年日本小動物

（大阪市）
■安川邦美、大東勇介、政次英明、長崎鉄平、松本秀文、下田哲
也： 結腸にび慢性に浸潤した髄外性形質細胞腫の犬の1例、

獣医学会〔中国〕、2006.10（広島市）
■大東勇介、松本秀文、安川邦美、長崎鉄平、政次英明、下田哲
也： 複数の腹腔内腫瘤が形成された髄外性形質細胞腫の犬

第27回動物臨床医学会、2006.11（大阪市）
■安武寿美子、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、塚根悦子、白

の1例、平成18年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2006.10（広

川

島市）

山根義久： 心筋症に併発した血栓塞栓症に対して内科的療

■筑網麻里絵、白永純子、白永伸行： 好酸球性胃腸炎の犬の2
例、平成18年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2006.10（広島

希、毛利

崇、山根

剛、河野優子、野中雄一、華園

究、

法が奏効した猫の1例、第27回動物臨床医学会、2006.11（大
阪市）
■安武寿美子、髙島一昭、小笠原淳子、佐藤秀樹、塚根悦子、白

市）
■白永伸行、筑網麻里絵、白永純子： 乳び腹水を併発した汎

川

希、毛利

崇、山根

剛、河野優子、野中雄一、華園

究、

血球減少症の猫の1例、平成18年度日本小動物獣医学会〔中

浅井由希子、松本香菜子、山根義久：両側性に発生したレッ

国〕、2006.10（広島市）

グカルベペルテス病の犬の1例、第27回動物臨床医学会、

■毛利

崇、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

究、松本香菜子、小笠原淳子、山根

希、河野優子、華園
剛、塚根悦子、安武寿美

子、野中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、山根義久： 抗アンド
ロゲン薬の長期投与後に副腎皮質機能低下症を発症した犬

2006.11（大阪市）
■加藤

郁： 炭酸ガスレーザーを用いたウサギの根尖膿瘍3

症例の根治術、第27回動物臨床医学会、2006.11（大阪市）
■河野優子、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

希、毛利

崇、華園

の1例、平成18年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2006.10（広

究、松本香菜子、塚根悦子、小笠原淳子、山根

島市）

子、野中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、山根義久： 術後に追

■矢吹

淳、小出和欣、小出由紀子： 短期的胆管ドレナージが

有効であった閉塞性黄疸の犬の1例、平成18年日本小動物獣
■髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、安武寿美子、山根

学会、2006.11（大阪市）

剛、野

希、毛利

究、松本香菜子、塚根悦子、小笠原淳子、山根

崇、華園
剛、安武寿美

希、毛利

子、野中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、山根義久： 膀胱結石

究、河野優子、松本香菜子、山根義久、小出和欣：

のホルスフィールドリクガメの1例、第27回動物臨床医学

中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、佐藤秀樹、白川
崇、華園

跡調査を行った肥満細胞腫の犬の21例、第27回動物臨床医
■河野優子、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

医学会〔中国〕、2006.10（広島市）

剛、安武寿美

心房中隔欠損および心室中隔欠損、右室二腔症を伴った複
合心奇形に対し開心術を行った犬の1例、平成18年度日本小

会、2006.11（大阪市）
■華園

究、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

希、毛利

崇、河野優

子、松本香菜子、塚根悦子、小笠原淳子、山根

動物獣医学会〔中国〕、2006.10（広島市）

剛、安武寿美

■桑原康人、荒蒔すぐれ、桑原典枝： 皮下留置カテーテルの使

子、野中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、山根義久： Fanconi

用が有効であった難治性膀胱炎の猫の1例、第15回中部小動

症候群が疑われた尿細管上皮変性の犬の1例、第27回動物臨

物臨床研究会、2006.10（名古屋市）

床医学会、2006.11（大阪市）

■土井口

修、上地正美、高橋雅弘、土井口

勝： 心エコー図

■華園

究、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

希、毛利

崇、河野優

による正常犬の僧帽弁血流、肺静脈血流そして左心房径/大

子、松本香菜子、塚根悦子、小笠原淳子、山根

動脈径の正常値と相関−拡張機能評価の基礎的研究−、第

子、野中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、山根義久： 腎膿瘍を

15回中部小動物臨床研究会、2006.10（名古屋市）

併った腎癌の犬の1例、第27回動物臨床医学会、2006.11（大

■羽山庸道、才田祐人、曽田藍子、平尾秀博、柴崎

哲、田中

剛、安武寿美

阪市）

綾、山根義久： ブロック法を実施した小型犬の肺動脈狭窄

■吉岡永郎、光田昌史、赤木洋祐、真下忠久、泉本拓也、白波瀬

症の2治験例、第8回メープル小動物臨床検討会、2006.10

浩幸： 細胞診材料を用いたリンパ球免疫染色の有用性の検
討、第27回動物臨床医学会、2006.11（大阪市）

（仙台市）
■才田祐人、曽田藍子、田中

綾、山根義久： 右室二腔症に対

して体外循環下における外科的修復術を行った犬の2治験
例、第8回メープル小動物臨床検討会、2006.10（仙台市）
■安川邦美、松本秀文、大東勇介、長崎鉄平、政次英明、下田哲
也： 犬のT細胞性消化器型リンパ腫stageVbの1例、第1回日
本獣医がん研究会西日本大会、2006.10（福岡市）
■小林

優、藤田理恵子、大谷美紀、佐藤亜也子、松沢ふみ、山

田幸子、森

みゆき、渡辺真由美、三浦紫陽子、赤間愛子、佐

藤千春、平田佳代子、小林由布子、吉田雅代、宮川則子、藤田
桂一： 療法食に対する飼い主の意識調査、日本動物看護学
会、2006.11（大阪市）
■加藤

郁、森田幸雄、丸山総一： Mycobacterium avium 血

■桑原康人、荒蒔すぐれ、桑原典枝： 尿失禁の治療を行った犬
の6例、第27回動物臨床医学会、2006.11（大阪市）
■桑原康人、荒蒔すぐれ、桑原典枝： 皮下留置カテーテルの使
用が有効であった難治性膀胱炎の猫の1例、第27回動物臨床
医学会、2006.11（大阪市）
■原田高志、中釜綾乃、柴崎

哲、田中

綾、山根義久： 腹膜心

膜横隔膜ヘルニアの犬の1手術治験例、第27回動物臨床医学
会、2006.11（大阪市）
■光田昌史、吉岡永郎、赤木洋祐、真下忠久 、内田和幸： 線維
軟骨塞栓症が疑われた猫の1例、第27回動物臨床医学会、
2006.11（大阪市）
■甲斐（石川）勝行、村井由美、杉山

淳： 膀胱鏡により診断し
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■小出由紀子、小出和欣、矢吹
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11

た犬の慢性リンパ球プラズマ細胞性膀胱炎、第27回動物臨

原淳子、毛利

床医学会、2006.11（大阪市）
■佐々木崇文、曽田藍子、才田祐人、柴崎

哲、田中

綾、山根

義久： 体外循環下根治術を試みた心内膜床欠損症の犬の2
希、毛利

崇、河野優子、華園

究、松本香菜子、塚根悦子、小笠原淳子、山根

一、華園

崇、安武寿美子、山根

希、小笠

剛、河野優子、野中雄

究、浅井由希子、水谷雄一郎、山根義久： アレル

ギー性皮膚炎に続発した落葉状天庖瘡の犬の1例、第27回動
物臨床医学会（ポスターセッション）、2006.11（大阪市）

例、第27回動物臨床医学会、2006.11（大阪市）
■佐藤秀樹、髙島一昭、白川

■松本香菜子、髙島一昭、佐藤秀樹、塚根悦子、白川

剛、安武寿美

■松本香菜子、髙島一昭、佐藤秀樹、白川
優子、華園

希、毛利

崇、河野

究、塚根悦子、小笠原淳子、安武寿美子、山根

子、野中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、山根義久： アポクリ

剛、野中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、山根義久： 悪性中皮

ン腺癌の腰下リンパ節転移に対して化学療法を実施した犬

腫により心タンポナーデを呈した犬の1例、第27回動物臨床

の1例、第27回動物臨床医学会、2006.11（大阪市）

医学会、2006.11（大阪市）

■佐藤秀樹、髙島一昭、白川

希、毛利

崇、河野優子、華園

究、松本香菜子、塚根悦子、小笠原淳子、山根

剛、安武寿美

子、野中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、山根義久： 術後に神
経症状を呈した門脈体循環短絡症の犬の1例、第27回動物臨
綾、山根義久： 永続的心房静止

の犬に対してペースメーカー埋め込みを行った1例、第27回
綾、山根義久： 右室二腔症に対

して体外循環下における外科的修復術を行った犬の2治験

27回動物臨床医学会（ビデオセッション）、2006.11（大阪
市）
動脈管開存症の一例、第27回動物臨床医学会、2006.11（大
阪市）
■水谷雄一郎、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、山根

例、第27回動物臨床医学会、2006.11（大阪市）
■山本カヲル、加藤

床医学会、2006.11（大阪市）
■真下忠久、赤木洋祐、吉岡永郎、光田昌史： 犬の椎間板腹側

■須崎信茂、高尾紘一郎、齋藤雅一： 若齢の大型犬に見られた

動物臨床医学会、2006.11（大阪市）
■才田祐人、曽田藍子、田中

也： 単球/組織球系腫瘍が疑われた犬の1例、第27回動物臨

アプローチにおける高周波メス（PAL−1）の使用経験、第

床医学会（ビデオセッション）、2006.11（大阪市）
■佐藤里香、曽田藍子、田中

■松本秀文、安川邦美、大東勇介、政次英明、長崎鉄平、下田哲

郁： 野うさぎ「ハナヲ」の発育とその特

徴、第27回動物臨床医学会（ポスターセッション）、2006.11

剛、安

武寿美子、野中雄一、浅井由希子、河野優子、佐藤秀樹、白川
希、毛利

崇、華園

究、松本香菜子、山根義久： 右心房原発

の血管肉腫により心タンポナーデを起こした犬の1例、第27

（大阪市）
■志村厳己、藤原

明、藤原元子： 若齢フェレットに発生した

異物による消化管通過障害の2例、第27回動物臨床医学会、

回動物臨床医学会、2006.11（大阪市）
■水谷雄一郎、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、山根

剛、安

武寿美子、野中雄一、浅井由希子、佐藤秀樹、白川

2006.11（大阪市）
■小笠原淳子、髙島一昭、塚根悦子、安武寿美子、山根

剛、野

崇、華園

希、毛利

究、河野優子、松本香菜子、山根義久： 収縮性心外

希、毛利

膜炎の猫の1例、第27回動物臨床医学会、2006.11（大阪市）

究、松本香菜子、山根義久、島田章則：

■政次英明、安川邦美、大東勇介、長崎鉄平、松本秀文、下田哲

海岸に漂着し、重度の肺炎および皮膚炎が認められたゴマ

也： ヒト免疫グロブリン療法とパルス療法を実施した自己

フアザラシの1例、第27回動物臨床医学会（ポスターセッ

凝集型免疫介在性溶血性貧血の犬の1例、第27回動物臨床医

中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、佐藤秀樹、白川
崇、河野優子、華園

学会、2006.11（大阪市）

ション）、2006.11（大阪市）
■小笠原淳子、髙島一昭、塚根悦子、安武寿美子、山根
中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、佐藤秀樹、白川

剛、野

崇、河野優子、華園

希、毛利

究、松本香菜子、山根義久、島田章則：

海岸に漂着し、重度の肺炎および皮膚炎が認められたゴマ

■政次英明、安川邦美、大東勇介、長崎鉄平、松本秀文、下田哲
也： 十二指腸穿孔を伴った犬の副腎皮質機能低下症の1例、
第27回動物臨床医学会、2006.11（大阪市）
■清水美希、田中

綾、桐原信之、町田

登、山根義久： 僧帽弁

フアザラシの1例、第27回動物臨床医学会、2006.11（大阪

閉鎖不全症に合併した左心房破裂に外科的修復術を行い

市）

長期予後が得られた犬の1例、第27回動物臨床医学会（ポス

■小笠原淳子、髙島一昭、塚根悦子、安武寿美子、山根
中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、佐藤秀樹、白川
崇、河野優子、華園

剛、野
希、毛利

究、松本香菜子、山根義久： 肥大型心筋

症の猫の1例、第27回動物臨床医学会、2006.11（大阪市）
■小出由紀子、矢吹

淳、小出和欣： 三次元CT画像による術

ターセッション）、2006.11（大阪市）
■清水美希、田中

綾、曽田藍子、才田祐人、山根義久： 外科的

治療を行った右側三心房心の犬の2治験例、第27回動物臨床
医学会、2006.11（大阪市）
■石井

隼、原田高志、才田祐人、曽田藍子、田中

綾、山根義

前評価を行った腫瘤型肝細胞癌の犬の6例、第27回動物臨床

久： セルトリ細胞腫に随伴してみられた前立腺膿瘍の犬の

医学会、2006.11（大阪市）

1例、第27回動物臨床医学会、2006.11（大阪市）

■小出和欣、小出由紀子、矢吹

淳： 後天性門脈体循環短絡症

犬8例における三次元CT画像診断成績、第27回動物臨床医

例、第27回動物臨床医学会、2006.11（大阪市）
■浅井由希子、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、山根

学会、2006.11（大阪市）
■小出和欣、小出由紀子、矢吹

■赤木洋祐、吉岡永郎、光田昌史、真下忠久： 胃腺癌の犬の1

淳： 先天性門脈体循環短絡症

剛、安

武寿美子、野中雄一、水谷雄一郎、佐藤秀樹、白川

希、毛利

犬46例における6列マルチスライスCTを用いた三次元CT

崇、華園

血管造影法による診断成績、第27回動物臨床医学会（一般講

より尿道損傷を起こした猫の1例、第27回動物臨床医学会、
2006.11（大阪市）

演）、2006.11（大阪市）
■松本香菜子、髙島一昭、佐藤秀樹、塚根悦子、白川
原淳子、毛利
一、華園

崇、安武寿美子、山根

究、河野優子、松本香菜子、山根義久： 交通事故に

希、小笠

剛、河野優子、野中雄

究、浅井由希子、山根義久：非典型的な落葉状天萢

瘡の犬の1例、第27回動物臨床医学会、2006.11（大阪市）

■浅井由希子、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、山根
武寿美子、野中雄一、水谷雄一郎、佐藤秀樹、白川
崇、華園

剛、安
希、毛利

究、河野優子、松本香菜子、山根義久： 耳介に日光

誘発性の血管肉腫がみられた猫の1例、第27回動物臨床医学

2006.11（大阪市）

会、2006.11（大阪市）
■曽田藍子、才田祐人、田中計至、桃井康行、田中

綾、山根義

■毛利

崇、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

希、河野優子、華園

究、松本香菜子、塚根悦子、小笠原淳子、山根

ペースメーカー埋め込みを試みた1例、第27回動物臨床医学

子、野中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、山根義久： 胸水貯留

会、2006.11（大阪市）

を認めた蛋白漏出性腸症の犬の1例、第27回動物臨床医学

■大東勇介、安川邦美、政次英明、長崎鉄平、松本秀文、下田哲
也： 複数の腹腔内腫瘤が形成された髄外性形質細胞腫の犬
■筑網麻里絵、白永純子、白永伸行： 好酸球性胃腸炎の犬の2
■中釜綾乃、清水美希、才田祐人、曽田藍子、田中

綾、山根義

久： Alacepri1の心筋線維化に対する有効性の検討、第27回
剛、野

中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、佐藤秀樹、白川

希、毛利

究、松本香菜子、山根義久： 胆嚢摘出を

行った犬の7例、第27回動物臨床医学会、2006.11（大阪市）
■塚根悦子、髙島一昭、小笠原淳子、安武寿美子、山根
中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、佐藤秀樹、白川

剛、野
希、毛利

究、松本香菜子、山根義久： 尿道全摘

出を行った移行上皮癌の犬の1例、第27回動物臨床医学会、
修、上地正美、高橋雅弘、土井口

勝： 心エコー図

による正常犬の僧帽弁血流、肺静脈血流そして左心房径/大
動脈径の正常値と相関−拡張機能評価の基礎的研究−、第
明、藤原元子、志村厳己、深瀬

徹、杉田

隆： DNA

検 査 に よ り 尿 中 か ら グ ラ ム 陰 性 細 菌Stenotrophomonas
maltophiliaが検出された猫の尿路感染症の1例、第27回動物
亮、戸野倉雅美、田熊大祐、島田雅美、井原真理子、杉

本洋太、藤原

香、難波

剛、浅井由希子、水谷雄一郎、佐藤秀樹、白川

崇、華園

希、毛利

究、河野優子、松本香菜子、山根義久： 動物愛護

法、外来生物法に定められた動物に対するマイクロチップ
の埋設例、第27回動物臨床医学会、2006.11（大阪市）
■野中雄一、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、安武寿美子、山
根

剛、浅井由希子、水谷雄一郎、佐藤秀樹、白川

崇、華園

希、毛利

究、河野優子、松本香菜子、山根義久： 乳び胸に対

して外科的治療を行った犬の1例、第27回動物臨床医学会、
2006.11（大阪市）
た犬の1例、第27回動物臨床医学会、2006.11（大阪市）
■矢吹

淳、小出由紀子、小出和欣： 短期的胆管ドレナージが

有効であった閉塞性黄疸の犬の1例、第27回動物臨床医学
■矢吹

淳、小出由紀子、小出和欣： 長期内科的治療歴を有す

る肝内性門脈体循環短絡症犬における外科的治験、第27回
動物臨床医学会、2006.11（大阪市）
■髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、安武寿美子、山根

臨床医学会、2006.11（大阪市）
■馬場

の1例、第27回動物臨床医学会、2006.11（大阪市）
■野中雄一、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、安武寿美子、山

会、2006.11（大阪市）

27回動物臨床医学会、2006.11（大阪市）
■藤原

剛、安武寿美

■野呂浩介： リンパ球性末梢神経炎により爪の変形がおこっ

2006.11（大阪市）
■土井口

希、河野優子、華園

子、野中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、山根義久： 抗アンド

根

動物臨床医学会（一般講演）、2006.11（大阪市）
■塚根悦子、髙島一昭、小笠原淳子、安武寿美子、山根

崇、河野優子、華園

崇、髙島一昭、佐藤秀樹、白川

ロゲン薬の長期投与後に副腎皮質機能低下症を発症した犬

例、第27回動物臨床医学会、2006.11（大阪市）

崇、河野優子、華園

会、2006.11（大阪市）
■毛利

究、松本香菜子、塚根悦子、小笠原淳子、山根

の1例、第27回動物臨床医学会、2006.11（大阪市）

剛、安武寿美

直、安藤沙衣子、鴇田真弓、藤田桂

剛、野

中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、佐藤秀樹、白川
崇、華園

希、毛利

究、河野優子、松本香菜子、山根義久、小出和欣：

一： 癌性胸膜炎を呈した猫の骨肉腫の1例、第27回動物臨床

心房中隔欠損および心室中隔欠損、右室二腔症を伴った複

医学会、2006.11（大阪市）

合心奇形に対し開心術を行った犬の1例、第27回動物臨床医

■白永伸行、筑網麻里絵、白永純子： 乳び腹水を併発した汎血
球減少症の猫の1例、第27回動物臨床医学会、2006.11（大阪

中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、佐藤秀樹、白川

市）
■白川

学会（ポスターセッション）、2006.11（大阪市）
■髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、安武寿美子、山根

希、髙島一昭、佐藤秀樹、毛利

崇、華園

究、河野優

崇、華園

剛、野
希、毛利

究、河野優子、松本香菜子、山根義久、小出和欣：

剛、塚根悦子、安武寿美

心房中隔欠損および心室中隔欠損、右室二腔症を伴った複

子、野中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、山根義久： ブレオマ

合心奇形に対し開心術を行った犬の1例、第27回動物臨床医

子、松本香菜子、小笠原淳子、山根

イシンの投与を行った扁平上皮癌の犬の2例、第27回動物臨
■白川

希、髙島一昭、佐藤秀樹、毛利

子、松本香菜子、小笠原淳子、山根

学会、2006.11（大阪市）
■小出和欣、小出由紀子、矢吹

床医学会、2006.11（大阪市）
崇、華園

究、河野優

剛、塚根悦子、安武寿美

子、野中雄一、浅井由希子、水谷雄一郎、山根義久： 外科的切
除を行った副腎腫瘍の高齢フェレットの3例、第27回動物臨
床医学会、2006.11（大阪市）
■飯塚智也、才田祐人、曽田藍子、田中

淳： 後天性門脈体循環短絡症

8例における三次元CT画像診断成績、第40回日本獣医画像
診断学会、2006.12（名古屋市）

平成19年（2007）

■藤田桂一、戸野倉雅美、田熊大祐、島田雅美、馬場

綾、山根義久： 肺動脈

麻里子、杉本洋太、難波

直、藤原

亮、井原

香、安藤沙衣子、鴇田真

狭窄症に対する右室－肺動脈導管移植術の臨床応用を目

弓、藤田理恵子： 犬の両側上顎第1後臼歯咬合面に認められ

的とした、肺動脈banding による、肺動脈狭窄モデル犬の作

た齲蝕の1例、第15回日本小動物歯科研究会、2007.2（東京

製、第27回動物臨床医学会（一般講演）、2006.11（大阪市）
■平尾秀博、才田祐人、曽田藍子、田中

綾、山根義久： 犬の

都）
■山田英一、片野修一、住吉

浩、山我義則、柴田武志、岡本

大動脈弁下狭窄症に対して心拍動下で実施した左心室－

芳晴： 犬の門脈体循環シャントにおける造影3D-CT法の

大動脈バイパス形成術の犬の1例、第27回動物臨床医学会、

検討、平成18年度学会年次大会（日本小動物獣医学会）、

2006.11（大阪市）
■綿貫和彦、宮崎耕造、山本祥文： 位相差顕微鏡の臨床への
応用について（2）赤血球の観察、第27回動物臨床医学会、

2007.2（さいたま市）
■山田英一： 小動物臨床における3D-CTの応用、平成18年度
学会年次大会（日本小動物獣医学会）、2007.2（さいたま市）
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■住吉

浩、山田英一、山我義則、片野修一、澤田倍美： 犬の

肺野マス病変のX線CT検査所見、平成18年度学会年次大会
郁： 炭酸ガスレーザーを用いたウサギの根尖周囲膿

瘍を原因とする顔面膿瘍3症例の根治術、エキゾチックペッ
■井原麻里子、戸野倉雅美、田熊大祐、島田雅美、馬場
直、藤原

亮、杉

香、安藤沙衣子、鴇田真弓、藤田桂

一： 骨原発性血管肉腫の猫の1例、日本獣医臨床病理学会、
■戸野倉雅美、田熊大祐、島田雅美、馬場
直、藤原

亮、井原麻里子、杉

香、安藤沙衣子、鴇田真弓、藤田桂

一： 犬のナルコレプシーにおける抗カタプレキシー薬によ
る長期治療の1例、日本獣医臨床病理学会、2007.3（さいた
誠、安藤健介、長島賢典、西連寺

剛、林

一彦： EBV感染ウサギモデルの経時的病態解析、第4回EB

■小出由紀子、小出和欣、矢吹

淳： 左側腎臓萎縮と右側尿管

結石の認められた犬の1例、平成19年度日本小動物獣医学会
〔中国〕、2007.10（山口市）
淳： 子宮蓄膿症で来院した犬

に発見された先天性門脈体循環短絡症、平成19年度日本小
動物獣医学会〔中国〕、2007.10（山口市）
■大東勇介、安川邦美、政次英明、中道

潤、福井健太、下田哲

也： 高分化型前縦隔型リンパ腫と思われた猫の1例、平成19

■山形静夫： 水晶体外側に血腫がみられた犬の1例、第27回比
剛、河野優子、野中雄一、松本香

菜子、塚根悦子、小笠原淳子、浅井由希子、水谷雄一郎、大
野晃治、山根義久： 放鳥後長期観察が可能であったコハク
チョウの1例、第41回鳥取県獣医学会、2007.7（鳥取市）
■小出由紀子、小出和欣、矢吹

じたミニチュアダックスフントの1例、平成19年度日本小動
■毛利

崇、髙島一昭、山根

淳： 左側腎臓萎縮と右側尿管

結石の認められた犬の1例、第43回岡山県小動物獣医学会、

大野晃治、山根義久： 放鳥後長期観察が可能であったコハ
クチョウの1例、平成19年度日本小動物獣医学会〔中国〕、
2007.10（山口市）
■矢吹

淳、小出和欣、小出由紀子、酒井秀夫： 内分泌系腫瘍

を合併した肝細胞癌の犬の2例、平成19年度日本小動物獣医
学会〔中国〕、2007.10（山口市）
■土井口

2007.8（岡山市）
■小出和欣、小出由紀子、矢吹

剛、河野優子、野中雄一、松本

香菜子、塚根悦子、小笠原淳子、浅井由希子、水谷雄一郎、

較眼科学会、2007.6（つくば市）
崇、髙島一昭、山根

■白永伸行、筑網麻里絵、白永純子： 肝臓に肉芽腫性炎症が生
物獣医学会〔中国〕、2007.10（山口市）

ウイルス研究会、2007.6（東京大学）

淳： 子宮蓄膿症で来院した犬

に発見された先天性門脈体循環短絡症、第43回岡山県小動

修、土井口

勝： 胸膜癒着療法で改善した頑固な

特発性乳糜胸と重要な自然気胸の犬2例、平成19年度日本小
動物獣医学会〔九州〕、2007.10（北九州市）
■桑原康人、荒蒔すぐれ、桑原典枝： 両側尿管閉塞が疑われ

物獣医学会、2007.8（岡山市）
■大東勇介、安川邦美、政次英明、中道

潤、福井健太、下田哲

也： 高分化型前縦隔型リンパ腫と思われた猫の1例、第43回

た急性腎不全の猫の2例、第16回中部小動物臨床研究会、
2007.10（名古屋市）
■土井口

岡山県小動物獣医学会、2007.8（岡山市）
■矢吹

25症例に関する回顧的検討、平成19年度日本小動物獣医学

年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2007.10（山口市）

ま市）
■髙島一昭、大橋

■毛利

豊、安田

剛： 線維軟骨塞栓症と診断された犬

■小出和欣、小出由紀子、矢吹

2007.3（さいたま市）
本洋太、難波

信宏、石井由季、小澤

会〔近畿〕、2007.10（大阪市）

ト研究会症例発表会、2007.3（中央区）
本洋太、難波

獣医学会〔近畿〕、2007.10（大阪市）
■中本裕也、片伯部健吾、西谷宏一、真下忠久、森田

（日本小動物獣医学会）、2007.2（さいたま市）
■加藤

術を適応した犬の悪性黒色腫の2例、平成19年度日本小動物

淳、小出和欣、小出由紀子、酒井秀夫： 副腎腫瘍を

伴っていた肝細胞癌の犬の1例、第43回岡山県小動物獣医学

修、上地正美、高橋雅弘、土井口

例、第16回中部小動物臨床研究会、2007.10（名古屋市）
■安川邦美、大東勇介、政次英明、中道

会、2007.8（岡山市）

勝： 胸膜癒着療

法で改善した頑固な特発性乳糜胸と重度な自然気胸の犬2
潤、福井健太、下田哲

■白石加南、八村寿恵、久山朋子、鳥越賢太郎、加藤吉男、網本

也： 維持療法を行わない化学療法により長期の完全寛解が

昭輝： 右上顎埋伏犬歯の外科的歯牙移動を行ったイヌの1

得られた猫の前縦隔型リンパ腫の2例、第28回動物臨床医学
会、2007.11（大阪市）

症例、山口県獣医学会、2007.8（山口市）
■藤原

香、戸野倉雅美、田熊大祐、島田雅美、馬場

麻里子、杉本洋太、難波

亮、井原

直、安藤沙衣子、鴇田真弓、青木し

ほ、市橋弘章、佐藤雅美、伊藤寛恵、藤田桂一、樋口千佳、後

■加藤

郁： 肝細胞癌と子宮蓄膿症を併発していた犬の1例、

第28回動物臨床医学会、2007.11（大阪市）
■河野優子、髙島一昭、山根

剛、毛利

崇、野中雄一、松本香

藤裕子、千々和宏作、中山裕之：腹腔内のホジキンリンパ腫

菜子、塚根悦子、小笠原淳子、浅井由希子、水谷雄一郎、大野

が疑われたイヌの1例、第4回日本獣医内科学アカデミー、

晃治、山根義久： 移行上皮癌の犬の1例、第28回動物臨床医
学会、2007.11（大阪市）

2007.9（東京都）
■岡本健太郎、尾中千春、濱地量久、宇野雄博： 腹部超音波検

■河野優子、髙島一昭、山根

剛、毛利

崇、野中雄一、松本香

査による胆嚢内貯留物の発生状況とその後の変化、平成19

菜子、塚根悦子、小笠原淳子、浅井由希子、水谷雄一郎、大野

年度日本小動物獣医学会〔四国〕、2007.9（高知市）

晃治、山根義久： 凝集型免疫介在性溶血性貧血の犬の2例、

■住吉

浩、今山行夫、片野修一、椿

洋、長島文幸、山我義則、

第28回動物臨床医学会、2007.11（大阪市）

山田英一： 新潟県における猫の犬糸状虫症感染に関する調

■桑原康人、荒蒔すぐれ、桑原典枝： 外部検査機関において測

査、平成19年度日本小動物獣医学会〔中部〕、2007.9（名古屋

定した猫のインタクトPTHの正常値の検討、第28回動物臨
床医学会、2007.11（大阪市）

市）
剛： ヒトEBV初期

■桑原康人、荒蒔すぐれ、桑原典枝： 両側尿管閉塞が疑われた

感染および潜伏感染の新しい動物モデル（A new animal

急性腎不全の猫の2例、第28回動物臨床医学会、2007.11（大

model for primary and persistent human EBVinfection）、

阪市）

■林

一彦、髙島一昭、北村幸郷、西連寺

66回日本癌学会、2007.10（横浜市）
■赤木洋祐、吉岡永郎、横山夕美子、真下忠久： 片側下顎切除

■佐藤里香、曽田藍子、羽山庸道、原田高志、田中

綾、山根義

久： 体外循環心拍動下において肺動脈切開術を行った肺動

脈弁上部膜様狭窄症の犬の1治験例、第28回動物臨床医学

大野晃治、山根

会、2007.11（大阪市）
■左近允巌、浅川

■水谷雄一郎、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、浅井由希子、

誠、今井彩子、枝村一弥、奥村正裕、永延清

価基準の作成（経過報告）、第28回動物臨床医学会（動物のい

菜子、山根義久： バルーン拡張術を行った大動脈狭窄症の
犬の1例、第28回動物臨床医学会、2007.11（大阪市）
■水谷雄一郎、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、浅井由希子、
大野晃治、山根

たみ研究会）、2007.11（大阪市）

崇、野中雄一、河野優子、松本香

剛、毛利

崇、野中雄一、河野優子、松本香

克一郎、曽田藍子、飯塚智也、田中

菜子、山根義久： 右室二腔症再狭窄に対してバルーン拡張

綾、山根義久： 肺動脈狭窄モデル犬に対する右室－肺動脈

術を行った犬の1例、第28回動物臨床医学会、2007.11（大阪

■才田祐人、平

悟志、星

導管移植術の有効性の検討、第28回動物臨床医学会（一般講

市）
■政次英明、安川邦美、大東勇介、森下啓太郎、中道

演）、2007.11（大阪市）

潤、福井

明： 胃内異物により胸部および

健太、下田哲也： 糖尿病性ケトアシドーシスの治療後に重

腹部皮下に膿瘍が発生した犬の1例、第28回動物臨床医学

度の溶血性貧血がみられた猫の2例、第28回動物臨床医学

■志村厳己、藤原元子、藤原

会、2007.11（大阪市）

会、2007.11（大阪市）
■小笠原淳子、髙島一昭、塚根悦子、浅井由希子、水谷雄一郎、
大野晃治、山根

剛、毛利

崇、野中雄一、河野優子、松本香

菜子、山根義久： 重度な粘膜下出血によって消化管の通過
障害が認められた犬の1例、第28回動物臨床医学会（ポス
■小笠原淳子、髙島一昭、塚根悦子、浅井由希子、水谷雄一郎、
剛、毛利

崇、野中雄一、河野優子、松本

香菜子、山根義久： 重度な粘膜下出血によって消化管の
通過障害が認められた犬の1例、第28回動物臨床医学会、

犬の1例、第28回動物臨床医学会、2007.11（大阪市）
■石川泰輔、中尾

周、才田祐人、曽田藍子、田中

綾、山根義

その効果、第28回動物臨床医学会、2007.11（大阪市）
■赤木洋祐、吉岡永郎、横山夕美子、真下忠久： 片側下顎切除
術を適応した犬の悪性黒色腫の2例、第28回動物臨床医学、
2007.11（大阪市）
■浅井由希子、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、

2007.11（大阪市）
■小笠原淳子、髙島一昭、塚根悦子、浅井由希子、水谷雄一郎、
大野晃治、山根

綾、杉本洋太、藤田桂一、山根義

久： 動脈管開存症を合併したAorticopulmonary windowの

久： 犬の僧帽弁閉鎖不全症に対するアラセプリルの使用と

ターセッション）、2007.11（大阪市）
大野晃治、山根

■西村大樹、才田祐人、田中

剛、毛利

崇、野中雄一、河野優子、松本

香菜子、山根義久： 重度の腎盂腎炎に対し腎盂バルーンカ
テーテルを留置して管理を試みた犬の1例、第28回動物臨床

大野晃治、山根

■小出由紀子、小出和欣、矢吹

淳： 左側腎臓萎縮のある犬

に認められた右側尿管結石症、第28回動物臨床医学会、

臨床医学会、2007.11（大阪市）
剛、毛利

■小出和欣、小出由紀子、矢吹

淳： 子宮蓄膿症で来院した犬

に発見された先天性門脈体循環短絡症、第28回動物臨床医

崇、河野優子、野中雄一、松本香

菜子、山根義久： 難治性の化膿性肉芽腫性胸膜炎の犬の1
例、第28回動物臨床医学会、2007.11（大阪市）
■曽田藍子、髙島一昭、田中

2007.11（大阪市）

崇、河野優子、野中雄一、松本香

■浅井由希子、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、
大野晃治、山根

医学会、2007.11（大阪市）

剛、毛利

菜子、山根義久： 重篤なマムシ咬症の犬の1例、第28回動物

綾、才田祐人、山根義久： 犬の僧

帽弁置換術における、人工生体弁の有効性、第28回動物臨床
医学会（一般講演）、2007.11（大阪市）
■大谷美紀、藤田理恵子、佐藤亜也子、森

学会、2007.11（大阪市）
■松本香菜子、髙島一昭、山根

剛、毛利

崇、河野優子、野中

山田幸子、渡辺真由美、小林

みゆき、松沢ふみ、

優、三浦紫陽子、赤間愛子、佐

雄一、塚根悦子、小笠原淳子、浅井由希子、水谷雄一郎、大野

藤千春、平田佳代子、小林由布子、吉田雅代、宮川則子、藤田

晃治、山根義久： 前立腺癌の犬の1例、第28回動物臨床医学

桂一： 当院における新人スタッフのスキルアップへの取り

会、2007.11（大阪市）

組みについて、第28回動物臨床医学会（スタッフ口頭セミ

■松本香菜子、髙島一昭、山根

剛、毛利

崇、河野優子、野中

雄一、塚根悦子、小笠原淳子、浅井由希子、水谷雄一郎、大野
晃治、山根義久： 腹腔内肉芽腫の犬の2例、第28回動物臨床

伸吾、石川泰介、西村大樹、平

悟志、佐藤里香、才田祐人、曽

綾、山根義久： 左心室の求心性肥大および左

室流出路障害が認められた犬の2例、第28回動物臨床医学
みゆき、藤田理恵子、大谷美紀、佐藤亜也子、松沢ふみ、

山田幸子、渡辺真由美、小林

優、三浦紫陽子、赤間愛子、佐

藤千春、平田佳代子、小林由布子、吉田雅代、宮川則子、藤田
桂一： 猫の性格に応じたトリミングの手順と注意点、第28
回動物臨床医学会（スタッフ口頭セミナー）、2007.11（大阪

谷雄一郎、山根

剛、毛利

崇、河野優子、野中雄一、松本香

菜子、山根義久： 術後に腹壁の癒合不全を起こし死亡した
猫の1例、第28回動物臨床医学会、2007.11（大阪市）
谷雄一郎、山根

剛、毛利

崇、河野優子、野中雄一、松本香

菜子、山根義久： 前立腺嚢胞の犬の1例、第28回動物臨床医
学会、2007.11（大阪市）
■中道

潤、福井健太、安川邦美、大東勇介、政次英明、下田哲

也： 消化器型リンパ腫の猫の2例、第28回動物臨床医学会、
2007.11（大阪市）

市）
■須田沖夫、正藤陽久、金坂
也、柴田晴夫、中津

■大野晃冶、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、浅井由希子、水

■大野晃冶、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、浅井由希子、水

会、2007.11（大阪市）
■森

潤、福井健太、下田哲

也： 中～高分化型前縦隔リンパ腫と思われた猫の1例、第28
回動物臨床医学会、2007.11（大阪市）

医学会、2007.11（大阪市）
■松本芙美子、田中盛宏、赤木浩之、飯野泰子、鈴木周二、松井
田藍子、田中

ナー）、2007.11（大阪市）
■大東勇介、安川邦美、政次英明、中道

裕、馬場国敏、大窪武彦、大塩哲

賞、髙島一昭、中村丹美、新妻勲夫、森田

斌： 野鳥の診療カルテ集計（その2）、第28回動物臨床医学会
（一般講演）、114-117、2007.11（大阪市）

■中本裕也、小澤
信宏、森田

剛、片伯部健吾、今西栄梨、川端亮作、安田

豊、西谷宏一、真下忠久、長谷川大輔、大和

修：

ＧＭ1ガングリオシドーシスと確定診断された柴犬の2例、
第28回動物臨床医学、2007.11（大阪市）
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和、西村亮平、山下和人、髙島一昭、山根義久： 犬の慢性痛評

剛、毛利
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■塚根悦子、髙島一昭、小笠原淳子、浅井由希子、水谷雄一郎、
大野晃治、山根

剛、毛利

崇、河野優子、野中雄一、松本香

■笹原沙衣子、藤田理恵子、戸野倉雅美、田熊大祐、馬場
井原麻里子、杉本洋太、難波

直、藤原

亮、

香、鴇田真弓、伊藤

菜子、山根義久： 重症筋無力症の犬の1例、第28回動物臨床

寛恵、青木しほ、市橋弘章、佐藤雅美、藤田桂一： 猫の歯肉口

医学会、2007.11（大阪市）

内炎症例におけるカリシウイルスの抗原および抗体保有

■塚根悦子、髙島一昭、小笠原淳子、浅井由希子、水谷雄一郎、
大野晃治、山根

剛、毛利

崇、河野優子、野中雄一、松本香

菜子、山根義久： 尿路変更術を行った尿道移行上皮癌の犬
香、戸野倉雅美、田熊大祐、島田雅美、馬場

麻里子、杉本洋太、難波

仁、北野優香里、灰井康佑、藤田

桂一、小林孝之： 遺伝性ポリニューロパシーと考えられた
アラスカン・マラミュートの1例、平成19年度学会年次大会

の2例、第28回動物臨床医学会、2007.11（大阪市）
■藤原

率、第16回日本小動物歯科研究会、2008.2（東京都）
■諸角元二、奥野征一、牧野

亮、井原

直、安藤沙衣子、鴇田真弓、青木し

（日本小動物獣医学会）、2008.2（香川）
■鴇田真弓、戸野倉雅美、田熊大祐、馬場

ほ、市橋弘章、佐藤雅美、伊藤寛恵、藤田桂一： ACNUにより

本洋太、難波

レスキュー療法を行った脾臓リンパ腫の犬の1例、第28回動

ほ、市橋弘章、佐藤雅美、藤田桂一：消化管間質腫瘍（GGT）

物臨床医学会、2007.11（大阪市）

と診断された犬の1例、日本獣医臨床病理学会2008年大会、

■馬場

亮、戸野倉雅美、田熊大祐、島田雅美、藤原

麻里子、杉本洋太、難波

香、井原

直、安藤沙衣子、鴇田真弓、青木し

ほ、市橋弘章、佐藤雅美、伊藤寛恵、藤田桂一： 皮膚に認め
らえたリンパ管肉腫の猫の1例、第28回動物臨床医学会、
■白永伸行、筑網麻里絵、白永純子： 肝臓に肉芽腫性炎症が生
じたミニチュアダックスフントの1例、第28回動物臨床医学
■福井健太、安川邦美、大東勇介、政次英明、中道

潤、下田哲

也： 血球減少の認められたFeLV陽性猫の3例、第28回動物

■林

一彦、髙島一昭、加藤雅子、北村幸郷： 新しいEBV感染
EBV静注ウサギの経時的病態解析、第97回日

本病理学会、2008.5（金沢市）
■真下忠久、赤木洋祐、中西

中、原崎裕介： 犬猫の消化管腫

画像診断学会、2008.6（さいたま市）
■土井口

修、宇塚雄次、土井口

勝： 犬の僧帽弁閉鎖不全症

の重症度分類における僧帽弁血流と肺静脈血流の変化－パ

臨床医学会、2007.11（大阪市）
崇、髙島一昭、山根

郁： 精巣腫瘍を認めたウサギの4症例、エキゾチック

ペット研究会症例発表会、2008.3（目黒区）

瘍の診断におけるMDCTの役割に関する検討、第43回獣医

会、2007.11（大阪市）

■毛利

香、笹原沙衣子、伊藤寛恵、青木し

2008.2（東京都）
■加藤

動物モデル

2007.11（大阪市）

直、藤原

亮、井原麻里子、杉

剛、河野優子、野中雄一、松本香

菜子、塚根悦子、小笠原淳子、浅井由希子、水谷雄一郎、大野
晃治、山根義久： 蛋白漏出性腎症を伴った円板状エリテマ

ルスドプラ法による重症度の検討－、第88回日本獣医循環
器学会、2008.6（大宮市）
■才田祐人、田中

綾、福島隆治、曽田藍子、平

悟志、西村大

トーデスの犬の1例、第28回動物臨床医学会、2007.11（大阪

樹、赤木浩之、山根義久： 肺動脈弁狭窄症（PS）に対して右

市）

室一肺動脈生体弁付き導管移植術（RPVC）を行った犬の一

■毛利

崇、髙島一昭、山根

剛、河野優子、野中雄一、松本香

菜子、塚根悦子、小笠原淳子、浅井由希子、水谷雄一郎、大野

治験例、第88回日本獣医循環器学会、2008.6（大宮市）
■西村大樹、田中

綾、才田祐人、曽田藍子、福島隆治、山根義

晃治、山根義久： 難治性の蛋白漏出性腸症の犬の1例、第28

久： 心筋運動評価に対するTissue Doppler Imagingを用い

回動物臨床医学会、2007.11（大阪市）

たPre Ejection Period測定、第88回日本獣医循環器学会、

■野中雄一、髙島一昭、山根

剛、毛利

崇、河野優子、松本香

菜子、塚根悦子、小笠原淳子、浅井由希子、水谷雄一郎、大野

2008.6（大宮市）
■福島隆治、田中

綾、関根勝利、西村大樹、石川記代、才田祐

晃治、山根義久： 胃腺癌の犬の1例、第28回動物臨床医学会、

人、曽田藍子、町田

2007.11（大阪市）

全房室ブロックを認め恒久的ペースメーカーの植込みを実

■野中雄一、髙島一昭、山根

剛、毛利

崇、河野優子、松本香

菜子、塚根悦子、小笠原淳子、浅井由希子、水谷雄一郎、大野
晃治、山根義久： 大静脈孔ヘルニアの犬の1例、第28回動物
臨床医学会（ポスターセッション）、2007.11（大阪市）

登、広瀬

昶、内野富弥、山根義久： 完

施した猫の1例、第88回日本獣医循環器学会、2008.6（大宮
市）
■長島賢典、髙島一昭、安藤健介、奥野啓介、西連寺

剛、林

一彦： EBV感染ウサギモデルにおける血清中ウイルス抗体

崇、河野優子、松本香

反応の解析、第5回EBウイルス研究会、2008.7（鳥取大学）

菜子、塚根悦子、小笠原淳子、浅井由希子、水谷雄一郎、大野

■髙島一昭、奥野啓介、金井享輔、日向亮輔、長島賢典、西連寺

■野中雄一、髙島一昭、山根

剛、毛利

晃治、山根義久： 大静脈孔ヘルニアの犬の1例、第28回動物

剛、林

臨床医学会、2007.11（大阪市）

ギ動物モデルの解析、第5回EBウイルス研究会、2008.7（鳥

■矢吹

淳、小出和欣、小出由紀子、酒井秀夫： 内分泌系腫瘍

を合併した肝細胞癌の犬の2例、第28回動物臨床医学会、
登、田中

綾、清水美希、山根義久、木村彰方： 雄ホルモンは拡張型心
筋症病態を増悪させる、第28回動物臨床医学会（一般講演）、
2007.11（大阪市）

平成20年
（2008）

■山田昭彦： 悪性組織球症の化学療法中に血管肉腫が併発し
ていた犬の1例、第27回日本獣医がん研究会、2008.1（麻布
大学）

取大学）
■大東勇介、安川邦美、政次英明、森下啓太郎、中道

潤、福井

健太、下田哲也： 赤血球増加症を伴った腎臓リンパ腫の犬

2007.11（大阪市）
■有村卓朗、田中弓子、佐藤里香、高山和己、町田

一彦： 経口・経鼻感染によるEBウイルス感染ウサ

の1例、第28回日本獣医がん研究会、2008.7（大阪市）
■桑原康人、小幡美華、桑原典枝： 膀胱鏡とリソクラストに
よる尿路結石の破砕除去術、第1回日本獣医腎泌尿器学会、
2008.7（東京都）
■大野晃治、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、藤
原あずさ、松本郁美、山根

剛、毛利

崇、河野優子、野中雄

一、山根香菜子、山根義久： 若年性フィレグモーネの犬の1
例、第42回鳥取県獣医学会、2008.7（鳥取市）
■藤原あずさ、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、

大野晃治、松本郁美、山根

剛、毛利

崇、河野優子、野中雄

一、山根香菜子、山根義久： 消化管間質腫瘍（GIST）の犬の1
剛、河野優子、野中雄一、山根香

菜子、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、大野晃治、藤原あ
ずさ、松本郁美、山根義久： メソトレキセートおよび高用量
シクロスポリン投与が有効であった蛋白漏出性腸症の犬の

修、村上敬正、土井口

勝： 異なる心肥大パターン

がみられた猫の甲状腺機能亢進症の3例、平成20年度日本小
動物獣医学会〔九州〕、2008.10（福岡市）
■山田昭彦： 砂状異物により空回腸後部・盲腸の閉塞がみ
られた犬の1例、平成20年度日本小動物獣医学会〔近畿〕、
2008.10（大阪市）

1例、第42回鳥取県獣医学会、2008.7（鳥取市）
崇、河野優子、山根香

■赤木洋祐、真下忠久： 長期経過を行った犬の回腸腺癌の1

菜子、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、大野晃治、藤原あ

例、平成20年度日本小動物獣医学会〔近畿〕、2008.10（大阪

■野中雄一、髙島一昭、山根

剛、毛利

ずさ、松本郁美、山根義久： 市販フードを給餌された猫に認
められた黄色脂肪症の1例、第42回鳥取県獣医学会、2008.7

市）
■小出和欣、小出由紀子、矢吹

淳： 犬の胆嚢粘液腫における

外科的治療成績： 22 症例（2000-2007）、平成20年度日本小動

（鳥取市）
■髙島一昭、曽田藍子、田中

綾、山根義久： 豚生体弁を用

いた犬の僧帽弁置換術の有効性、第42回鳥取県獣医学会、

物獣医学会〔中国〕、2008.10（米子市）
■大東勇介、安川邦美、政次英明、森下啓太郎、中道

潤、福井

健太、下田哲也： 赤血球増加症を伴った腎臓リンパ腫の犬

2008.7（鳥取市）
■小出由紀子、小出和欣、矢吹

淳： 重度の低蛋白血症が認め

られた犬の先天性門脈体循環短絡症の1例、第44回岡山県小

子市）
■大野晃治、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、藤

動物獣医学会、2008.8（岡山市）
■小出和欣、小出由紀子、矢吹

の1例、平成20年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2008.10（米

淳： 犬の胆嚢粘液腫における

原あずさ、松本郁美、山根

剛、毛利

崇、河野優子、野中雄

外科的治療成績： 22 症例（ 2000-2007 ）、第44回岡山県小動

一、山根香菜子、山根義久： 若年性フィレグモーネの犬の1

物獣医学会、2008.8（岡山市）

例、平成20年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2008.10（米子

■大東勇介、安川邦美、政次英明、森下啓太郎、中道

潤、福井

健太、下田哲也： 赤血球増加症を伴った腎臓リンパ腫の犬
の1例、第44回岡山県小動物獣医学会、2008.8（岡山市）
■矢吹

淳、小出和欣、小出由紀子： 腫瘤型肝細胞癌犬 25 症

市）
■藤原あずさ、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、
大野晃治、松本郁美、山根

剛、毛利

崇、河野優子、野中雄

一、山根香菜子、山根義久： 消化管間質腫瘍（GIST）の犬の1

例における外科治療成績、第44回岡山県小動物獣医学会、

例、平成20年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2008.10（米子

2008.8（岡山市）

市）

■山田英一、住吉

浩： 犬の片側椎弓切除術における超音波

骨メスの有用性、平成20年度日本小動物獣医学会〔中部〕、

■白永伸行、本山祥子、石川浩三、小見山剛英、白永純子： 心膜
悪性中皮腫の猫の1例、平成20年度日本小動物獣医学会〔中
国〕、2008.10（米子市）

2008.8（富山市）
■安藤季久見、齋藤雅一、植田和也、井上知子、須崎信茂： 環椎

■毛利

崇、髙島一昭、山根

剛、河野優子、野中雄一、山根香

−軸椎不安定症の犬の一例、平成20年度日本小動物獣医学

菜子、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、大野晃治、藤原あ

会〔四国〕、2008.9（松山市）

ずさ、松本郁美、山根義久： メソトレキセートおよび高用量

■須崎信茂、齋藤雅一、安藤季久見、植田和也、井上知子： 乳腺

シクロスポリン投与が有効であった蛋白漏出性腸症の犬の

部腫瘤手術時に気管虚脱整復術を行った犬の1例、平成20年

1例、平成20年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2008.10（米子

度日本小動物獣医学会〔四国〕、2008.9（松山市）

市）

■甲斐勝行、篠原雄大、川瀬康孝： 著しい赤芽球増多を伴った

■野中雄一、髙島一昭、山根

剛、毛利

崇、河野優子、山根香

重度溶血性貧血のネコの1例、第17回中部小動物臨床研究

菜子、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、大野晃治、藤原あ

会、2008.10（名古屋市）

ずさ、松本郁美、山根義久： 市販フードを給餌された猫に認

■桑原康人： こちら慢性腎臓病（CKD）研究室2008−蛋白尿
～検査法・考え方・管理法、第10回日本臨床獣医学フォーラ

■矢吹

ム、2008.9（東京都）
■須崎信茂、齋藤雅一、安藤季久見、植田和也、井上知子、大和
田謙一、久保

められた黄色脂肪症の1例、平成20年度日本小動物獣医学会
〔中国〕、2008.10（米子市）

剛、弓削田直子： VSD閉鎖術を行った低体重

犬の1例第10回日本臨床獣医学フォーラム、2008.9（東京

淳、小出和欣、小出由紀子、酒井秀夫： 腫瘤型肝細胞

癌犬 25 症例における外科治療成績、平成20年度日本小動
物獣医学会〔中国〕、2008.10（米子市）
■髙島一昭、曽田藍子、田中

綾、山根義久： 豚生体弁を用い

た犬の僧帽弁置換術の有効性、平成20年度日本小動物獣医

都）
■大東勇介、安川邦美、政次英明、森下啓太郎、中道

潤、福井

健太、下田哲也： 赤血球増加症を伴った腎臓リンパ腫の犬
の1例、第10回日本臨床獣医学フォーラム、2008.9（東京都）
■齋藤雅一、安藤季久見、植田和也、井上知子、須崎信茂、久保
剛： ジャクソン法で閉鎖が困難であった動脈管開存症の犬

学会〔中国〕、2008.10（米子市）
■桑原康人、小幡美華、桑原典枝： 膀胱鏡とリソクラストによ
る尿路結石の破砕除去術、第17回中部小動物臨床研究会、
2008.10（名古屋市）
■土井口

修、宇塚雄次、土井口

勝： 犬の僧帽弁閉鎖不全症

の一例、第10回日本臨床獣医学フォーラム、2008.9（東京

の重症度分類における僧帽弁血流と肺静脈血流の変化−パ

都）

ルスドプラ法による重症度の検討−、第17回中部小動物臨

■石川泰輔、田中

綾、赤木浩之、飯野泰子、鈴木周二、松井伸

床研究会、2008.10（名古屋市）

悟志、才田祐人、曽田藍子、福島隆治、山

■松本英樹： 心臓腫瘍に併発した心タンポナーデに行っては

根義久： 僧帽弁閉鎖不全症犬におけるテレメトリーシステ

いけないこと&効果があったこと、第10回メープル小動物

吾、西村大樹、平
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崇、髙島一昭、山根

（宮崎市）
■土井口

例、第42回鳥取県獣医学会、2008.7（鳥取市）
■毛利

ムを用いた左心房圧の検討、第146回日本獣医学会、2008.9
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■小出和欣、小出由紀子、矢吹

臨床検討会、2008.10（盛岡市）
■鈴木周二、田中

綾、石川泰輔、曽田藍子、才田祐人、福島隆

治、山根義久： 左室流入血流速波形の意義の検討－拘束型
パターンを示した僧帽弁閉鎖不全症の症例を通して－、第
10回メープル小動物臨床研究会、2008.10（盛岡市）
■赤木洋祐、真下忠久、内田和幸： 後肢の拳上を主訴とした脊
髄腫瘍の犬の1例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）
■光田昌史、吉岡永郎、赤木洋祐、真下忠久、内田和幸： 線維

淳： 胆嚢切除術を行った犬の

胆嚢粘液嚢腫24症例の臨床所見と治療成績、第29回動物臨
床医学会（一般口演）、2008.11（大阪市）
■小出和欣： 超小型の若齢犬と若齢猫における門脈体循環短
絡症の手術例、第29回動物臨床医学会（ビデオセッション）、
2008.11（大阪市）
■松本郁実、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、大
野晃治、藤原あずさ、山根

剛、毛利

崇、河野優子、野中雄

軟骨塞栓症が疑われた猫の1例、第29回動物臨床医学会、

一、山根香菜子、山根義久： リンパ球形質細胞性腸炎の犬の

2008.11（大阪市）

1例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）

■安川邦美、大東勇介、政次英明、森下啓太郎、中道

潤、福井

■松本郁実、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、大

健太、下田哲也： プレドニゾロンとシクロスポリンの併用

野晃治、藤原あずさ、山根

療法を行った犬の落葉状天疱瘡の1例、第29回動物臨床医学

一、山根香菜子、山根義久： 基底細胞癌を呈した糖尿病の猫

直、藤原

崇、河野優子、野中雄

の1例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）

会、2008.11（大阪市）
亮、杉本洋太、難

■森下啓太郎、安川邦美、大東勇介、政次英明、中道潤、福井健

香、笹原沙衣子、鴇田真弓、伊藤寛恵、青木し

太、下田哲也： 鉄欠乏貧血を呈した小腸腺癌の犬の1例、第

■井原麻里子、戸野倉雅美、田熊大祐、馬場
波

剛、毛利

ほ、市橋弘章、佐藤雅美、文原千尋、向井悠太、高畠正義、藤
田桂一： 血栓溶解剤（モンテプラーゼ）を用いて大動脈血栓
栓塞症の改善がみられた猫の3例、第29回動物臨床医学会、

29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）
■真下忠久、赤木洋祐、内田和幸： 後肢の挙上を主訴とした脊
髄腫瘍の犬の1例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪
市）

2008.11（大阪市）
■下田哲也、森下啓太郎、安川邦美、大東勇介、政次英明、中道

■須崎信茂、久保

剛、齋藤雅一、安藤季久見、植田和也、井上

潤、福井健太： 血球貪食症候群を伴った犬の大型未分化細

知子： 心室中隔欠損症の犬に対し、欠損孔閉鎖術を行った1

胞性（Large cell anaplas）リンパ腫の2例、第29回動物臨床

例第29回動物臨床医学会（ビデオセッション）、2008.11（大
阪市）

医学会、2008.11（大阪市）
■加藤

郁： 肩部筋間に認められた硝子様線維腫の犬の1例、

第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）
■河野優子、髙島一昭、山根

剛、毛利

崇、野中雄一、山根香

菜子、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、大野晃治、藤原あ
ずさ、松本郁実、山根義久： 抗酸菌症を疑ったフェレットの
1例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）
■河野優子、髙島一昭、山根

剛、毛利

崇、野中雄一、山根香

菜子、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、大野晃治、藤原あ
ずさ、松本郁実、山根義久： 術後に塩酸ブレオマイシンを投

■須崎信茂、大和田謙一、久保

剛、弓削田直子、齋藤雅一、安

藤季久見、植田和也、井上知子： 低体重犬に対し心室中隔欠
損症の根治術を試みた1例第29回動物臨床医学会（ビデオ
セッション）、2008.11（大阪市）
■水谷雄一郎、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、大野晃治、松
本郁実、藤原あずさ、山根

剛、毛利

崇、野中雄一、河野優

子、山根香菜子、山根義久： クマリン中毒の犬の1例、第29回
動物臨床医学会、2008.11（大阪市）
■水谷雄一郎、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、大野晃治、松

与した悪性黒色腫のリチャードソンジリスの1例、第29回動

本郁実、藤原あずさ、山根

物臨床医学会、2008.11（大阪市）

子、山根香菜子、山根義久： 奇形胎子により難産を呈した猫

■山根香菜子、髙島一昭、山根

剛、毛利

崇、野中雄一、河野

優子、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、大野晃治、藤原あ
ずさ、松本郁美、山根義久： 上腕骨に発生した血管肉腫の犬
の1例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）
■山根香菜子、髙島一昭、山根

剛、毛利

崇、野中雄一、河野

優子、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、大野晃治、藤原あ
ずさ、松本郁美、山根義久： 多発性関節炎の犬の1例 、第29

崇、野中雄一、河野優

の1例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）
■政次英明、安川邦美、大東勇介、森下啓太郎、中道

潤、福井

健太、下田哲也： 頸部に腫瘤を形成した血管肉腫の犬の1
例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）
■星

克一郎、平尾秀博、鈴木啓介、村上聡子、今井彩子、宮尾

岳、長部善憲、山根義久： Brock法を用いた犬の肺動脈狭窄
症の1例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）
■西村大樹、田中

動物臨床医学会、2008.11（大阪市）

剛、毛利

綾、石川泰輔、平

悟志、才田祐人、曽田藍

■山田昭彦： 砂状異物により空回腸後部・盲腸の閉塞がみら

子、山根義久： Tissue Doppler Imagingを用いた時相的評

れた犬の1例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）

価による左右心室収縮運動評価、第29回動物臨床医学会（一

■氏政雄揮： ネットでできることは

ネットにさせましょ

う、第29回動物臨床医学会（ランチョンセミナー）、2008.11

■石川泰輔、田中
吾、西村大樹、平

（大阪市）
■小笠原淳子、髙島一昭、塚根悦子、水谷雄一郎、大野晃治、藤
原あずさ、松本郁実、山根

般講演）、2008.11（大阪市）

剛、毛利

崇、野中雄一、河野優

子、山根香菜子、山根義久： イトラコナゾールの連日および

綾、鈴木周二、赤木浩之、飯野泰子、松井伸
悟志、山下拡、才田祐人、曽田藍子、福島隆

治、山根義久： 僧帽弁閉鎖不全症犬における左心房圧の推
測、第29回動物臨床医学会（一般講演）、2008.11（大阪市）
■赤木浩之、曽田藍子、才田祐人、福島隆治、田中

綾、原

康、

パルス療法にて改善が認められた猫の皮膚糸状菌症の1例、

山根義久： 心収縮率の低下、起立不能を呈した重度甲状腺

第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）

機能低下症の犬の1例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大

■小笠原淳子、髙島一昭、塚根悦子、水谷雄一郎、大野晃治、藤
原あずさ、松本郁実、山根

剛、毛利

崇、野中雄一、河野優

子、山根香菜子、山根義久： 大顆粒リンパ急性慢性白血病の
犬の1例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）

阪市）
■赤木洋祐、真下忠久： 長期観察を行った犬の回腸腺癌の1
例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）
■大東勇介、安川邦美、政次英明、森下啓太郎、中道

潤、福井

健太、下田哲也： 骨髄壊死症が疑われた犬の1例、第29回動

潤、下田哲也：リンパ腫による食道狭窄が疑われた猫の1例、

物臨床医学会、2008.11（大阪市）

第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）
■福井健太、安川邦美、大東勇介、政次英明、森下啓太郎、中道
潤、下田哲也： 特発性免疫介在性多発性関節炎が疑われた

犬の1例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）

犬の2例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）

■大野晃治、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、藤

■福島隆治、田中

綾、末松正弘、才田祐人、曽田藍子、西藤公

崇、河野優子、野中雄

司、内野富弥、山根義久： 肥大型心筋症、大動脈弁下狭窄症

一、山根香菜子、山根義久： ウォブラー症候群の犬の1例、第

および甲状腺機能亢進症の猫におけるカルベジロールの臨

原あずさ、松本郁実、山根

剛、毛利

29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）
■大野晃治、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、藤
原あずさ、松本郁実、山根

剛、毛利

崇、河野優子、野中雄

一、山根香菜子、山根義久： 若年性フレグモーネの犬の1例、
第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）
■中道

潤、安川邦美、大東勇介、政次英明、森下啓太郎、福井

床効果、第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）
■平

悟志、才田祐人、曽田藍子、西村大樹、石川泰輔、田中

綾、福島隆治、山根義久： 肺動脈狭窄症に対する右室－肺動
脈導管移植術に用いた生体組織弁付き導管の組織学的検
討、第29回動物臨床医学会（一般講演）、2008.11（大阪市）
■毛利

崇、髙島一昭、山根

剛、野中雄一、河野優子、山根香

健太、下田哲也： 肝臓原発が疑われた肥満細胞腫の猫の1

菜子、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、大野晃治、藤原あ

例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）

ずさ、松本郁実、山根義久： CCNU投与によって寛解が得

■中道

潤、安川邦美、大東勇介、政次英明、森下啓太郎、福井

健太、下田哲也： 出血を伴った癌性腹膜炎の犬の1例、第29

られた皮膚型リンパ腫の犬の1例、第29回動物臨床医学会、
2008.11（大阪市）
■毛利

回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）

崇、髙島一昭、山根

剛、野中雄一、河野優子、山根香

剛、鍵谷生子、片伯部健吾、安田信宏、真

菜子、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、大野晃治、藤原あ

下忠久、中市統三： 犬ジステンパー脳炎における脳脊髄液

ずさ、松本郁実、山根義久： 鉛中毒と肩関節脱臼が認められ

中のアルブミン値測定の有用性、第29回動物臨床医学会、

たハヤブサの1例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪

■中本裕也、小澤

市）

2008.11（大阪市）
■長谷生子、中本裕也、小澤

剛、片伯部健吾、安田信宏、森田

■野中雄一、髙島一昭、山根

剛、毛利

崇、河野優子、山根香

豊、西谷宏一、真下忠久： ＭＲＩ検査により肉芽腫性髄膜脳

菜子、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、大野晃治、藤原

脊髄炎と診断された犬種間の比較、第29回動物臨床医学会、

あずさ、松本郁実、山根義久： 市販フードを給餌された猫

2008.11（大阪市）

に認められた黄色脂肪症の1例、第29回動物臨床医学会、

■土井口

修、宇塚雄次、土井口

勝： 犬の僧帽弁閉鎖不全症

の重症度分類における僧帽弁血流と肺静脈血流の変化、−

2008.11（大阪市）
■野中雄一、髙島一昭、山根

剛、毛利

崇、河野優子、山根香

パルスドプラ法による重症度の検討−、第28回動物臨床医

菜子、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、大野晃治、藤原あ

学会、2008.11（大阪市）

ずさ、松本郁実、山根義久： 蛋白漏出性腸症の犬の2例、第29

■藤原

香、戸野倉雅美、田熊大祐、馬場

本洋太、難波

亮、井原麻里子、杉

直、笹原沙衣子、鴇田真弓、伊藤寛恵、青木し

ほ、市橋弘章、佐藤雅美、文原千尋、向井悠太、高畠正義、藤田
桂一： 蛋白喪失性腎症からの大動脈血栓栓塞症が疑われた
犬の1例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）
■藤原

香、戸野倉雅美、田熊大祐、馬場

本洋太、難波

亮、井原麻里子、杉

直、笹原沙衣子、鴇田真弓、伊藤寛恵、青木し

回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）
■矢吹

淳、小出由紀子、小出和欣： 捻転を伴った生殖器腫瘍

の犬の2例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）
■矢吹淳、小出和欣、小出由紀子、酒井秀夫： 外科治療を行っ
た腫瘤型肝細胞癌犬25 症例の臨床検査所見と治療成績、第
29回動物臨床医学会（一般口演）、2008.11（大阪市）
■鈴木周二、田中

綾、石川泰輔、曽田藍子、才田祐人、鈴木亮

ほ、市橋弘章、佐藤雅美、文原千尋、向井悠太、高畠正義、藤

平、福島隆二、小山秀一、山根義久： アイゼンメンジャー化

田桂一： 中枢性尿崩症の犬の1例、第29回動物臨床医学会、

した動脈管開存症8症例に対する治療法の検討、第29回動物

2008.11（大阪市）

臨床医学会、2008.11（大阪市）

■藤原あずさ、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、
大野晃治、松本郁実、山根

剛、毛利

崇、野中雄一、河野優

子、山根香菜子、山根義久： 消化管間質腫瘍（GIST）の犬の1
例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）
■藤原あずさ、髙島一昭、塚根悦子、小笠原淳子、水谷雄一郎、
大野晃治、松本郁実、山根

剛、毛利

崇、野中雄一、河野優

子、山根香菜子、山根義久： 破行を呈したジステンパーの犬
の1例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大阪市）
■白永伸行、本山祥子、石川浩三、小見山剛英、白永純子： 心膜
悪性中皮腫の猫の1例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大
阪市）
■飯野泰子、曽田藍子、才田祐人、福島隆治、田中綾、山根義久：

平成21年（2009）
■石川泰輔、田中
大樹、平

綾、鈴木周二、赤木浩之、飯野泰子、西村

悟志、才田祐人、曽田藍子、福島隆治、山根義久：

ACE阻害薬がMR犬の左心房圧に与える影響、第89回日本
獣医循環器学会、2009.1（大阪市）
■小出和欣、小出由紀子、矢吹

淳： 犬の胆嚢粘液腫における

外科的治療成績： 22 症例（ 2000-2007 ）、平成20年度学会年
次大会（日本小動物獣医学会）
（地区学会長賞）、2009.1（盛
岡市）
■池口聡子、高橋雅弘、古賀

悠、鍛冶信光、作佐部有人、酒井

秀夫、松本佳奈子、加藤吉男、高橋隆之、園田敬徳、藤田尚久、

プロスタサイクリン製剤の著効が認められた乳び胸を伴う

東田周三、田仲克明： 内視鏡を用いた鼻腔および鼻咽頭検

猫の肺高血圧症の1例、第29回動物臨床医学会、2008.11（大

査が有用であった29例、平成20年度学会年次大会（日本小動

阪市）
■福井健太、安川邦美、大東勇介、政次英明、森下啓太郎、中道

物獣医学会）
（年次学会賞）、2009.1（盛岡市）
■髙島一昭、曽田藍子、田中

綾、山根義久： 豚生体弁を用い
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潤、福井

健太、下田哲也： 赤血球増加症を併発した腎臓リンパ腫の

■大東勇介、安川邦美、政次英明、森下啓太郎、中道
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た犬の僧帽弁置換術の有効性、平成20年度学会年次大会（日

取市）

本小動物獣医学会）、2009.1（盛岡市）
■井上知子、齋藤雅一、安藤季久見、植田和也、須崎信茂： 犬バ
ベシア症

135例の検討、日本獣医内科学アカデミー /日本

杉本洋太、難波

直、藤原

■甲斐勝行、篠原雄大： 猫の全身性落葉状天疱瘡の1例、第84
回麻布獣医学会、2009.8（大阪市）
■小出和欣、小出由紀子、矢吹

獣医臨床病理学会、2009.2（東京都）
■佐藤雅美、戸野倉雅美、田熊大祐、馬場

しい動物モデルの作製、第43回鳥取県獣医学会、2009.7（鳥

亮、井原麻里子、

香、笹原沙衣子、鴇田真弓、伊

藤寛恵、市橋弘章、文原千尋、高畠正義、藤田桂一： Gonto

淳、浅枝英希： 肝内性と肝外

性にそれぞれ短絡血管を認めた犬の先天性門脈体循環短絡
症の外科的治験例、第45回岡山県小動物獣医学会、2009.8
（岡山市）

Protocolを参考とした重炭酸療法を行ったFanconi症候群

■小出和欣、小出由紀子： 腸間膜動脈塞栓によるイレウスを

のバセンジーの1例、日本獣医内科学アカデミー /日本獣医

伴った犬糸状虫奇異性塞栓症の犬の1例、第45回岡山県小動
物獣医学会、2009.8（岡山市）

臨床病学会、2009.2（東京都）
■森下啓太郎、安川邦美、田端克俊、中道

潤、福井健太、植野

孝志、下田哲也： 汎血球減少症が見られたFeLV、FIV陽性
猫の1例、日本獣医内科学アカデミー /日本獣医臨床病理学
潤、安川邦美、大東勇介、政次英明、森下啓太郎、福井

健太、下田哲也： 重度の非再生性貧血を呈した猫の1例、日
本獣医内科学アカデミー /日本獣医臨床病理学会、2009.2
■藤原

県小動物獣医学会、2009.8（岡山市）
淳、小出和欣、小出由紀子、浅枝英希： 肝外胆管内に

発生した腫瘍により重度の胆管拡張を伴う肝外胆管閉塞を
起こした猫の外科的治療例、第45回岡山県小動物獣医学会、
2009.8（岡山市）
■矢吹

（東京都）
香、戸野倉雅美、田熊大祐、馬場

本洋太、難波

亮、井原麻里子、杉

直、笹原沙衣子、鴇田真弓、伊藤寛恵、市橋弘

淳、小出由紀子、小出和欣： 子宮蓄膿症と

空腸破裂を伴った消化器型リンパ腫の猫の1例、第45回岡山
■矢吹

会、2009.2（東京都）
■中道

■浅枝英希、矢吹

淳、小出和欣、小出由紀子、浅枝英希： 胸腔内異物に

起因したと思われる肺扁平上皮癌の犬の1例、第45回岡山県
小動物獣医学会、2009.8（岡山市）

章、佐藤雅美、文原千尋、高畠正義、藤田桂一： トリロスタン

■佐藤朝香、安藤季久見、井上知子、植田和也、齋藤雅一、須崎

が奏功した皮膚脆弱症を伴う下垂体性副腎皮質機能亢進症

信茂： 門脈体循環短絡（PSS）における犬3症例の検討、平成

の猫の1例、日本内科学アカデミー /日本獣医臨床病学会、
■藤田桂一、戸野倉雅美、田熊大祐、馬場
本洋太、難波

直、藤原

亮、井原麻里子、杉

香、笹原沙衣子、鴇田真弓、伊藤寛

恵、市橋弘章、佐藤雅美、文原千尋、高畠正義、長田裕子、川重
結子： デンタルガムによる犬の口腔内衛生効果、第17回日

朝香、久保

剛： 心室中隔欠損症の犬に対し体外循環下で

手術を行った一例、平成21年度日本小動物獣医学会〔四国〕、
2009.9（高松市）
■尾中千春、大西克幸、樋笠正晃、宇野雄博： 肉芽腫性炎を認
めたミニチュアダックスフントの2例、平成21年度日本小動

本小動物歯科研究会、2009.2（東京都）
■加藤

21年度日本小動物獣医学会〔四国〕、2009.9（高松市）
■須崎信茂、齋藤雅一、安藤季久見、植田和也、井上知子、佐藤

2009.2（東京都）

郁： 頭部周辺に腫瘤を認めたウサギの4症例、エキゾ

■奥野啓介、髙島一昭、桑本聡史、加藤雅子、堀江

物獣医学会〔四国〕、2009.9（高松市）
■住吉

チックペット研究会症例発表会、2009.3（新宿区）
靖、林

一

彦： 経口・経鼻投与によるEBウイルス感染ウサギ動物モデ

浩、山田英一： 雄猫に対する包皮粘膜を利用した

会陰尿道造瘻術、平成21年度日本小動物獣医学会〔中部〕、
2009.9（名古屋市）
■片野修一、山田英一、住吉

ルの解析、日本病理学会、2009.4-5（京都市）

浩、山我義則、長島文幸： 同一犬

直、松木

種において腹腔内転移した精巣腫瘍に対して外科的切除を

園麻里子、鴇田真弓、伊藤寛恵、市橋弘章、佐藤雅美、高畠正

試みた2例、平成21年度日本小動物獣医学会〔中部〕、2009.9

■馬場

亮、戸野倉雅美、田熊大祐、高橋

香、難波

義、文原千尋、滝沢恵美、藤野浩子、藤田桂一： 重度ジゴキシ
ン中毒を起こした犬の一例、獣医麻酔外科学会/日本獣医循

義久： 犬の後天性弁膜性心疾患による心雑音の出現と予後

環器学会、2009.6（さいたま市）
■桑原康人、
小幡美華、
桑原典枝： ACE阻害剤に加えて抗アル
ドステロン剤を投与した慢性腎不全の猫の1例、第2回日本
獣医腎泌尿器学会、2009.7（日本獣医生命科学大学）
■竹中雅彦： ベラプロストナトリウム（BPS）による猫の慢性
腎臓病の治療、第2回日本獣医腎泌尿器学会、2009.7（日本
獣医生命科学大学）
剛、野中雄一、山根香菜子、大野晃治、藤原あ

ずさ、杉田圭輔、横山

−1次診療でみられた心雑音の後向き研究、平成21年度日本
小動物獣医学会〔北海道〕、2009.9（北海道大学）
■土井口

修、磯江源太郎、酒井秀夫、土井口

勝： 犬と猫に

おけるベラプロストナトリウムの治療効果を期待した心
疾患四様、平成21年度日本小動物獣医学会〔九州〕、2009.10
（佐賀市）

■才田祐人、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本郁実、和
田優子、山根

（名古屋市）
■松本英樹、掛端健士、花田憲正、稲船清英、星野佐登志、山根

望、山根義久： 後肢完全麻痺の寛解

が得られた動脈血栓塞栓症の猫の1例、第43回鳥取県獣医学

■奥野啓介、髙島一昭、金井亨輔、大橋

誠、長島賢典、日向亮

輔、杉原弘貢、佐野仁志、桑本聡史、加藤雅子、西連寺
林

一彦、神崎

剛、

晋： 経口/経鼻投与によるEBウイルス感

染ウサギ動物モデルの検討、第71回日本血液学会、2009.10
（京都市）

会、2009.7（鳥取市）
剛、野中雄一、山根香菜子、大

■竹中雅彦、鈴木基弘、金重辰雄、山根義久： 猫の肥大型心筋

望、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本

症に対するベラプロストナトリウム（BPS）の治療効果の検

郁実、才田祐人、和田優子、山根義久： インスリノーマの犬

討、平成21年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2009.10（松江

の1例、第43回鳥取県獣医学会、2009.7（鳥取市）

市）

■藤原あずさ、髙島一昭、山根
野晃治、杉田圭輔、横山

■髙島一昭、大橋

誠、安藤健介、長島健介、西連寺

剛、林

一彦： Epstein-Barrウイルスの初感染および持続感染の新

■才田祐人、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本郁実、和
田優子、山根

剛、野中雄一、山根香菜子、大野晃治、藤原あ

望、山根義久： 後肢完全麻痺の寛解

子、重政由里香、守先眞由美、牛尾和道：ベストフレンズ®の

が得られた動脈血栓塞栓症の猫の1例、平成21年度日本小動

商品化と使用者の声（ベストフレンズ®リンスインシャン

ずさ、杉田圭輔、横山

プー、ベストフレンズ®トリートメントミストタイプ）、第

物獣医学会〔中国〕、2009.10（松江市）
切除術を行ったフラットコーテッドレトリバーの2例、平成
21年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2009.10（松江市）
■小出和欣、小出由紀子、矢吹

淳、浅枝英希： 肝内性と肝外

性にそれぞれ短絡血管を認めた犬の先天性門脈体循環短絡
症の外科的治験例、平成21年度日本小動物獣医学会〔中国〕、

市）
■桑原康人、
小幡美華、
桑原典枝： ACE阻害剤に加えて抗アル
ドステロン剤を投与した慢性腎不全の猫の1例、第30回動物
臨床医学会、2009.11（大阪市）
■甲斐勝行、篠原雄大、川瀬康孝： 犬の高分化型リンパ腫2
症例の臨床検査所見と臨床像、第30回動物臨床医学会、

2009.10（松江市）
■浅枝英希、矢吹

30回動物臨床医学会（ポスターセッション）、2009.11（大阪

淳、小出由紀子、小出和欣： 子宮蓄膿症と

空腸破裂を伴った消化器型リンパ腫の猫の1例、平成21年度

裕、枝村一弥、浅川

日本小動物獣医学会〔中国〕、2009.10（松江市）
■藤原あずさ、髙島一昭、山根
野晃治、杉田圭輔、横山

2009.11（大阪市）
■今井彩子、山下和人、西村亮平、左近允巌、永延清和、奥村正

剛、野中雄一、山根香菜子、大

望、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本

郁実、才田祐人、和田優子、山根義久： インスリノーマの犬
の1例、平成21年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2009.10（松

変化

2004年および2008年に実施したアンケート結果の比

較、第30回動物臨床医学会（ポスターセッション）、2009.11
（大阪市）
■左近允巌、浅川

江市）

誠、髙島一昭、山根義久： 日本の小動物

臨床獣医師における動物の痛みとその治療に関する意識の

誠、今井彩子、枝村一弥、奥村正裕、永延清

■白永伸行、本山祥子、石川浩三、小見山剛英、白永純子： ジミ

和、西村亮平、山下和人、髙島一昭、山根義久： 犬の慢性骨関

ナゼン（＋クリンダマイシン）による治療を行った犬バベシ

節疾患の診断と治療 犬の慢性痛評価基準の作成、第30回動

ア症の242例の回顧的研究、平成21年度日本小動物獣医学会
■矢吹

物臨床医学会（動物のいたみ研究会）、2009.11（大阪市）
■才田祐人、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本郁実、和

〔中国〕、2009.10（松江市）
淳、小出和欣、小出由紀子、浅枝英希： 肝外胆管内に

田優子、山根

剛、野中雄一、山根香菜子、大野晃治、藤原あ

発生した腫瘍により重度の胆管拡張を伴う肝外胆管閉塞を

ずさ、杉田圭輔、横山

起こした猫の外科的治療例、平成21年度日本小動物獣医学

犬36例に対する内科的治療とその予後、第30回動物臨床医
学会、2009.11（大阪市）

会〔中国〕、2009.10（松江市）
■髙島一昭、大橋

望、山根義久： 急性膵炎と診断した

誠、安藤健介、長島健介、西連寺

剛、林

■才田祐人、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本郁実、和

一彦： Epstein-Barrウイルスの初感染および持続感染の新

田優子、山根

しい動物モデルの作製、平成21年度日本小動物獣医学会〔中

ずさ、杉田圭輔、横山

国〕、2009.10（松江市）

が得られた動脈血栓塞栓症の猫の1例、第30回動物臨床医学

■桑原康人、小幡美華、桑原典枝： 結石により尿道居作部位
で尿閉を起こした犬の1例、第18回中部小動物臨床研究会、
中、原崎裕介、真下忠久： 好酸球膀胱炎の

犬の3例、第18回中部小動物臨床研究会、2009.10（名古屋

望、山根義久： 後肢完全麻痺の寛解

会、2009.11（大阪市）
■山根

剛、髙島一昭、野中雄一、山根香菜子、大野晃治、藤

原あずさ、横山

2009.10（名古屋市）
■赤木洋祐、中西

剛、野中雄一、山根香菜子、大野晃治、藤原あ

望、杉田圭輔、小笠原淳子、水谷雄一郎、

松本郁実、才田祐人、和田優子、山根義久： 動脈管開存症を
伴った右大動脈弓遺残の犬の1例、第30回動物臨床医学会、
2009.11（大阪市）

市）
■藤田桂一、戸野倉雅美、田熊大祐、馬場

亮、高橋

香、難波

直、松木園麻里子、鴇田真弓、伊藤寛恵、市橋弘章、佐藤雅美、

■山田昭彦： 変性性脊髄症を疑ったウェルシュ ･コーギーの
2例、第30回動物臨床医学会、2009.11（大阪市）

高畠正義、文原千尋、滝沢恵美、藤野浩子、三浦紫陽子、藤田

■氏政雄揮： ネットでできることはネットにさせましょう

理恵子： 犬の重度歯周病に起因した両側下顎骨骨折症例、

（2）～変わらない流通・変わる流通～、第30回動物臨床医学

日本獣医臨床病理学会2009年シンポジウム、2009.10（大阪

会（ランチョンセミナー）、2009.11（大阪市）
■小笠原淳子、髙島一昭、水谷雄一郎、松本郁実、才田祐人、和

府）
■安川邦美、田端克俊、森下啓太郎、福井健太、中道

潤、植野

田優子、山根

剛、野中雄一、山根香菜子、大野晃治、藤原あ

孝志、下田哲也： 犬の医原性皮膚石灰沈着症の1例、第30回

ずさ、杉田圭輔、横山

動物臨床医学会、2009.11（大阪市）

症と診断した猫の1例、第30回動物臨床医学会、2009.11（大

■横山

望、髙島一昭、山根

剛、野中雄一、山根香菜子、大野

晃治、藤原あずさ、杉田圭輔、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本

望、山根義久： 不整脈源性右室心筋

阪市）
■小笠原淳子、髙島一昭、水谷雄一郎、松本郁実、才田祐人、和

郁美、才田祐人、和田優子、山根義久： プレドニゾロン投与

田優子、山根

によって長期コントロールが可能であった肉芽腫性肝炎の

ずさ、杉田圭輔、横山

犬の1例、第30回動物臨床医学会、2009.11（大阪市）

めた犬の1例、第30回動物臨床医学会、2009.11（大阪市）

■横山

望、髙島一昭、山根

剛、野中雄一、山根香菜子、大野

剛、野中雄一、山根香菜子、大野晃治、藤原あ
望、山根義久： 脾臓に脂肪肉腫を認

■小見山剛英、本山祥子、石川浩三、白永純子、白永伸行： 幽門

晃治、藤原あずさ、杉田圭輔、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本

切除術を行ったフラットコーテッドレトリバーの2例

郁美、才田祐人、和田優子、山根義久： 潜在精巣の去勢手術

30回動物臨床医学会

後に発生した縫合糸反応性肉芽腫の犬の1例、第30回動物臨
郁、谷口奈美、山根優香、山本カヲル、高良

■小出和欣、小出由紀子、矢吹

淳、浅枝英希： 肝内性と肝外

性にそれぞれ短絡血管を認めた犬の先天性門脈体循環短絡

床医学会、2009.11（大阪市）
■加藤

第

2009.11（大阪市）

望、中村

知春、伊藤美幸、木谷友美、牛尾浩子、浦上知恵、廣中りつ

症の外科的治験例、第30回動物臨床医学会、2009.11（大阪
市）
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■松本郁実、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、才田祐人、和
田優子、山根

剛、野中雄一、山根香菜子、大野晃治、藤原あ

ずさ、杉田圭輔、横山

望、山根義久： ビスフォスフォネー

トにより肛門周囲腺癌の転移による骨疼痛が緩和された犬

剛、野中雄一、山根香菜子、大野晃治、藤原あ

ずさ、杉田圭輔、横山

望、山根義久： 鳥取県中西部におけ

るタヌキの疥癬症、第30回動物臨床医学会、2009.11（大阪

淳、小出由紀子、小出和欣： 子宮蓄膿症と

空腸破裂を伴った消化器型リンパ腫の猫の1例、第30回動物
■大野晃治、髙島一昭、山根

剛、野中雄一、山根香菜子、藤原

あずさ、杉田圭輔、横山

望、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本

郁実、才田祐人、和田優子、山根義久： 瞬膜に発生したリン
パ腫の猫の1例、第30回動物臨床医学会、2009.11（大阪市）
■大野晃治、髙島一昭、山根

市）
■松本英樹、掛端健士、花田憲正、星野佐登志： アイゼンメン
ゲル化した心室中隔欠損症に対してシルデナフィルによる
治療にベラプロストを併用した犬の1例、第30回動物臨床医
■松木園麻里子、田熊大祐、戸野倉雅美、馬場
難波

亮、高橋

香、

直、鴇田真弓、伊藤寛恵、市橋弘章、佐藤雅美、高畠正

義、文原千尋、滝沢恵美、藤野浩子、原

康、藤田桂一： 骨髄

炎から胸骨切除を行った後に股関節の無菌性脂肪織炎が疑
われた犬の1例、第30回動物臨床医学会、2009.11（大阪市）
■植野孝志、安川邦美、田端克俊、森下啓太郎、中道

潤、福井

健太、下田哲也： 血球貪食症候群を伴った犬のT細胞性リ
ンパ腫の1例、第30回動物臨床医学会、2009.11（大阪市）
■森下啓太郎、安川邦美、田端克俊、中道

潤、福井健太、植

野孝志、小笠原淳子、髙島一昭、下田哲也： 心筋炎による
心嚢水貯留が疑われた犬の1例、第30回動物臨床医学会、
中、原崎裕介、藤田

研： 犬猫の

消化管腫瘍の診断におけるＭＤＣＴの役割に関する検討、
依子、松

望、梶川優子、瀧澤智美、佐藤あ也子、林みゆき、引橋江
彩、安藤さゆり、藤田理恵子、藤田桂一： 療法食

部門開設後の当院での試み、第30回動物臨床医学会（スタッ

潤、安川邦美、田端克俊、森下啓太郎、福井健太、植野

孝志、下田哲也： トリロスタンで治療を行った糖尿病を併
発した下垂体性副腎皮質機能亢進症の猫の1例、第30回動物
臨床医学会、2009.11（大阪市）
■中道

潤、安川邦美、田端克俊、森下啓太郎、福井健太、植野

孝志、下田哲也： 好酸球性腸炎が疑われた犬の1例、第30回
動物臨床医学会、2009.11（大阪市）
■田端克俊、安川邦美、森下啓太郎、福井健太、中道

潤、植野

孝志、下田哲也： 高カルシウム血症の鑑別に苦慮した犬1
例、第30回動物臨床医学会、2009.11（大阪市）
■藤原

明、藤原元子： ウサギの膿瘍の3治験例、第30回動物

臨床医学会、2009.11（大阪市）
野晃治、杉田圭輔、横山

剛、野中雄一、山根香菜子、大

望、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本

郁実、才田祐人、和田優子、山根義久： インスリノーマの犬
■藤原あずさ、髙島一昭、山根
野晃治、杉田圭輔、横山

■水谷雄一郎、髙島一昭、小笠原淳子、松本郁実、才田祐人、和
剛、野中雄一、山根香菜子、大野晃治、藤原あ
望、杉田圭輔、山根義久： 肺癌の犬の1例、第30

の犬の1例、第30回動物臨床医学会、2009.11（大阪市）
明： スローロリスの腰背部潰瘍にキチ

ンによる創傷被覆と開放性ウエットドレッシング（ラッ
ピング療法）を併用した1治験例、第30回動物臨床医学会、
2009.11（大阪市）
■難波

回動物臨床医学会、2009.11（大阪市）
■水谷雄一郎、髙島一昭、小笠原淳子、松本郁実、才田祐人、和

剛、野中雄一、山根香菜子、大

望、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本

郁実、才田祐人、和田優子、山根義久： 表在性壊死性皮膚炎
■藤原元子、藤原

フ口頭セミナー）、2009.11（大阪市）

ずさ、横山

の2例. 第30回動物臨床医学会、2009.11（大阪市）

の1例、第30回動物臨床医学会、2009.11（大阪市）

第30回動物臨床医学会、2009.11（大阪市）
■真下奈緒、藤田理恵子、大谷美紀、三浦紫陽子、関

田優子、山根

望、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本

郁実、才田祐人、和田優子、山根義久： 肺動脈弁狭窄症の犬

■藤原あずさ、髙島一昭、山根

2009.11（大阪市）
■真下忠久、赤木洋祐、中西

里香、岩藤

剛、野中雄一、山根香菜子、藤原

あずさ、杉田圭輔、横山

■中道

学会、2009.11（大阪市）

本

2009.11（大阪市）
■浅枝英希、矢吹

臨床医学会、2009.11（大阪市）

の1例、第30回動物臨床医学会、2009.11（大阪市）
■松本郁実、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、才田祐人、和
田優子、山根

義久： 犬の好酸球性膀胱炎の3例、第30回動物臨床医学会、

直、戸野倉雅美、田熊大祐、馬場

亮、高橋

香、松木

園麻里子、鴇田真弓、伊藤寛恵、市橋弘章、佐藤雅美、文原千

剛、野中雄一、山根香菜子、大野晃治、藤原あ

尋、高畠正義、滝沢恵美、藤野浩子、小暮啓介、藤田桂一、玉原

望、杉田圭輔、山根義久： 臀部に発生した浸潤

智史、大平麻呂： ポーリッシュローランドシープドッグの

性脂肪腫の摘出に対して、坐骨の部分切除を併用した犬の1

雑種犬における血友病Aの臨床経過、第30回動物臨床医学

田優子、山根
ずさ、横山

例、第30回動物臨床医学会、2009.11（大阪市）
■杉田圭輔、髙島一昭、山根
晃治、藤原あずさ、横山

会、2009.11（大阪市）

剛、野中雄一、山根香菜子、大野

■樋笠正晃、尾中千春、大西克幸、宇野雄博 ： 胆管−空腸吻合

望、小笠原淳子、水谷雄一郎、松

術を実施した猫の1例、第30回動物臨床医学会、2009.11（大

本郁実、才田祐人、和田優子、山根義久： 化学療法に良好に
反応した胸腔内腫瘍の猫の1例、第30回動物臨床医学会、

阪市）
■福井健太、安川邦美、田端克俊、森下啓太郎、中道

潤、植野

孝志、下田哲也： 血球貪食性組織球肉腫の犬の1例、第30回

2009.11（大阪市）
■杉田圭輔、髙島一昭、山根

剛、野中雄一、山根香菜子、大野

動物臨床医学会、2009.11（大阪市）

望、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本

■本山祥子、石川浩三、小見山剛英、白永純子、白永伸行： 前立

郁実、才田祐人、和田優子、山根義久： 農業用殺虫剤の誤食

腺疾患を主徴とした両側副腎腫瘍のフェレットの1例、第30

晃治、藤原あずさ、横山

による有機リン酸中毒の犬の1例、第30回動物臨床医学会、

回動物臨床医学会、2009.11（大阪市）
■野中雄一、髙島一昭、山根

2009.11（大阪市）
■石川浩三、本山祥子、小見山剛英、白永純子、白永伸行： 胆管

あずさ、杉田圭輔、横山

剛、山根香菜子、大野晃治、藤原
望、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本

ドレナージを2回実施した総胆管閉塞症の犬の1例、第30回

郁実、才田祐人、和田優子、山根義久、奈女良昭： キョウチ

動物臨床医学会、2009.11（大阪市）

クトウ（夾竹桃）中毒の犬の1例、第30回動物臨床医学会、

■赤木洋祐、真下忠久、髙島一昭、山根

剛、松本郁実、山根

2009.11（大阪市）

■野中雄一、髙島一昭、山根
あずさ、杉田圭輔、横山

剛、山根香菜子、大野晃治、藤原
望、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本

日本獣医臨床眼科研究会、2010.3（東京大学）
■林

一彦、髙島一昭、金井亨輔、加藤

郁、佐野仁志、桑本聡

史、加藤雅子、村上一郎： EBV長期感染疾患ウサギモデル

血を併発した甲状腺癌の犬の1例、第30回動物臨床医学会、

EBV静注で感染したウサギの死亡まで（4年以上）の経過観

2009.11（大阪市）

察結果、第99回日本病理学会、2010.4（東京都）

淳、小出和欣、小出由紀子、浅枝英希： 肝外胆管内

■横山知里、大西克幸、小野聡弓、多保智史、樋笠正晃、渡邊真

に発生した腫瘍により重度の胆管拡張を伴う肝外胆管閉

衣、宇野雄博： インスリノーマの犬の1例、第7回愛媛県獣医

■矢吹

塞を起こした猫の外科的治療例、第30回動物臨床医学会、
■矢吹

淳、小出和欣、小出由紀子、浅枝英希： 胸腔内異物に

起因したと思われる肺扁平上皮癌の犬の1例、第30回動物臨
■和田優子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本郁実、才
剛、野中雄一、山根香菜子、大野晃治、藤原あ

ずさ、杉田圭輔、横山

望、山根義久： 僧帽弁逆流症（MR）に

伴う急性肺水腫に対しミルリノンが奏功した犬の1例、第30
■和田優子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本郁実、才
剛、野中雄一、山根香菜子、大野晃治、藤原あ

ずさ、杉田圭輔、横山

会症例報告会、2010.7（松山市）
修、土井口

勝： 重度な逆流のある犬の僧帽弁

閉鎖不全症におけるE/AおよびE波の重症度指標（LAD/
ARD、VHS、ANP）との相関−E/Aの重症度評価になり
えるか？− 、第92回日本獣医循環器学会、2010.7（さいた
ま市）
■桑原康人、桑原典枝： 両側腎結石を腎瘻形成および結石破

回動物臨床医学会、2009.11（大阪市）
田祐人、山根

衣、宇野雄博： フィラリア症の猫の1例、第7回愛媛県獣医師
■土井口

床医学会、2009.11（大阪市）
田祐人、山根

師会症例報告会、2010.7（松山市）
■大西克幸、小野聡弓、多保智史、樋笠正晃、横山知里、渡邊真

2009.11（大阪市）

望、山根義久： 肉球にBalloon様腫瘤

砕術により摘出した犬の1例、第3回日本獣医腎泌尿器学会、
2010.7（東京都）
■土井口

修、土井口

勝： 重度な逆流のある犬の僧帽弁

が認められた猫の1例、第30回動物臨床医学会、2009.11（大

閉鎖不全症におけるE/AおよびE波の重症度指標（LAD/

阪市）

ARD、VHS、ANP）との相関−E/Aの重症度評価になりえ

■髙島一昭、曽田藍子、田中

綾、山根義久： 生体弁を用いた

犬の僧帽弁全置換術に対する検討、第30回動物臨床医学会、

2010.7（韓国ソウル大学）
■才田祐人、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本郁実、和

2009.11（大阪市）
■髙島一昭、大橋

るか？− 、3rd Small Animal Clinical Joint Symposium、

誠、安藤健介、長島健介、西連寺

剛、林

田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根

剛、野中雄一、大野晃治、

一彦： 超音波検査などを用いて発見したEpstein-Barrウイ

藤原あずさ、杉田圭輔、横山

ルスのウサギへの感染性

義久： 肝酵素値上昇を認めた症例犬に対する肝庇護療法と

新しい動物モデルの作製、第30

有効性の検討、第44回鳥取県獣医学会、2010.7（鳥取市）

回動物臨床医学会、2009.11（大阪市）

平成22年
（2010）

■伊藤寛恵、戸野倉雅美、田熊大祐、馬場

■大野晃治、山根
亮、高橋

香、難波

高畠正義、滝沢恵美、藤野浩子、藤田桂一： 子宮外妊娠を認
めたウサギの一例、日本獣医学内科学アカデミー /日本獣
■桑原康人： 尿路疾患に対する膀胱鏡の臨床応用−診断と
治療、日本獣医内科学アカデミー /日本獣医臨床病理学会、

久： 膀胱腹壁瘻造設術を実施した移行上皮癌の犬の1例、第
44回鳥取県獣医学会、2010.7（鳥取市）
■和田優子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本郁実、才
藤原あずさ、杉田圭輔、横山

剛、野中雄一、大野晃治、

望、佐川涼子、井上春奈、山根

義久： 猫の心筋症84症例、第44回鳥取県獣医学会、2010.7
（鳥取市）

2010.2（東京都）
亮、高橋

香、難波

直、松木薗麻里子、鴇田真弓、市橋弘章、伊藤寛恵、佐藤雅美、
高畠正義、滝沢恵美、藤野浩子、藤田桂一： 犬の尿道下裂の
一例、日本獣医学内科学アカデミー /日本獣医臨床病理学
■高畠正義、藤田理恵子、戸野倉雅美、田熊大祐、馬場

■髙島一昭、山形静夫、山根義久： 犬の外眼部炎症性疾患200
症例に対するジフルプレドナートの治療効果、第44回鳥取
県獣医学会、2010.7（鳥取市）
■小出和欣、小出由紀子、矢吹

淳、浅枝英希： 胆嚢粘液嚢腫

と総胆管閉塞症を合併した胆石症犬の2例、岡山県開業部会

会、2010.2（東京都）
香、難波

松本郁実、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根義

田祐人、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根

医臨床病理学会、2010.2（東京都）

橋

剛、野中雄一、藤原あずさ、杉田圭輔、横山

望、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、

直、松木薗麻里子、鴇田真弓、市橋弘章、佐藤雅美、文原千尋、

■文原千尋、戸野倉雅美、田熊大祐、馬場

望、井上春奈、佐川涼子、山根

亮、高

直、松木薗麻里子、鴇田真弓、市橋弘章、伊藤

寛恵、佐藤雅美、文原千尋、滝沢恵美、藤野浩子、植松洋介、岩
崎圭子、山口智宏、藤田桂一： 歯肉口内炎猫における猫ヘル
ペスウイルスおよび猫カリシウイルス遺伝子の検出、第18
回日本小動物歯科研究会、2010.2（東京都）
■白永伸行、本山祥子、石川浩三、小見山剛英、白永純子： ジミ
ナゼン（＋クリンダマイシン）による治療を行った犬バベシ
ア症の242例の回顧的研究、平成21年度学会年次大会（日本
小動物獣医学会）、2010.2（宮崎市）
■山形静夫： 角膜黒色壊死症へのIDUの点眼効果、第27回日
本獣医臨床眼科研究会、2010.3（東京大学）
■山形静夫： 第三眼瞼に異常が見られた若齢犬の2例、第27回

（研究発表）、2010.8（岡山市）
■浅枝英希、小出和欣、小出由紀子、矢吹

淳： 外科的治療を

行った犬の腹腔内傍神経節腫の1例、岡山県開業部会（研究
発表）、2010.8（岡山市）
■矢吹

淳、小出和欣、小出由紀子、浅枝英希： 外科切除と化

学療法により長期生存している犬の限局性肝臓原発血管肉
腫の1例、岡山県開業部会（研究発表）、2010.8（岡山市）
■矢吹

淳、小出和欣、小出由紀子、浅枝英希： 子宮断端蓄膿

症を発症した犬の卵巣遺残症候群の2例、岡山県開業部会
（研究発表）、2010.8（岡山市）
■山形静夫： 非外傷性化膿性眼内炎の1例、第30回比較眼科学
会、2010.8（大阪市）
■須崎信茂、齋藤雅一、安藤季久見、井上知子、佐藤朝香、船
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橋めぐみ： 犬の前十字靭帯断裂に対して脛骨粗面前進術
を行った一例、平成22年度日本小動物獣医学会〔四国〕、

■安川邦美、田端克俊、森下啓太郎、福井健太、植野孝志、小路
祐樹、長屋有祐、下田哲也： 減容積を目的に術前に放射線療

2010.9（徳島市）
■甲斐勝行、篠原雄大、川瀬康孝： 犬のリンパ球プラズマ細
胞性膀胱炎の5例、平成22年度日本小動物獣医学会〔中部〕、

法を実施した皮膚肥満細胞腫の犬の1例、第31回動物臨床医
学会、2010.11（大阪市）
■井上春奈、山根

2010.9（長野市）
■住吉

会、2010.10（名古屋市）

浩 、山田英一 、吉見

泰 、長濱正太郎 、西村亮平：

圭輔、横山

剛、野中雄一、大野晃治、藤原あずさ、杉田

望、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一

犬猫の臨床例における効果的な麻酔前投薬の検討、平成22

郎、松本郁実、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根

年度日本小動物獣医学会〔中部〕、2010.9（長野市）

義久： 腸リンパ管拡張を伴った蛋白漏出性腸症の犬の4例、

■松本英樹、磯村

洋： 骨膜性骨肉腫摘出後に肺転移した犬

に肺葉切除術を実施した1例、平成22年度日本小動物獣医学
■才田祐人、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本郁実、和
藤原あずさ、杉田圭輔、横山

■井上春奈、山根
圭輔、横山

会〔北海道〕、2010.9（函館市）
田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根

第31回動物臨床医学会、2010.11（大阪市）

剛、野中雄一、大野晃治、

望、井上春奈、佐川涼子、山根

義久： 肝酵素値上昇を認めた症例犬に対する肝庇護療法

剛、野中雄一、大野晃治、藤原あずさ、杉田

望、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一

郎、松本郁実、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根
義久： 内視鏡による治療を行った消化管内異物の犬の3例、
第31回動物臨床医学会、2010.11（大阪市）
■横山

望、山根

剛、野中雄一、大野晃治、藤原あずさ、杉田

と有効性の検討、平成22年度日本小動物獣医学会〔中国〕、

圭輔、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一

2010.10（岡山市）

郎、松本郁実、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根

■小見山剛英、本山祥子、石川浩三、白永純子、白永伸行： 急
性膵炎の猫の1例、平成22年度日本小動物獣医学会〔中国〕、

義久： フィプロニル投与による中毒を疑ったウサギの1例、
第31回動物臨床医学会、2010.11（大阪市）
■横山

2010.10（岡山市）

望、山根

剛、野中雄一、大野晃治、藤原あずさ、杉田

淳、浅枝英希： 胆嚢粘液嚢腫

圭輔、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一

と総胆管閉塞症を合併した胆石症犬の2例、平成22年度日本

郎、松本郁実、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根

小動物獣医学会〔中国〕、2010.10（岡山市）

義久： 腎臓型リンパ腫の猫の1例、第31回動物臨床医学会、

■小出和欣、小出由紀子、矢吹

■浅枝英希、小出和欣、小出由紀子、矢吹

淳： 外科的治療を

行った犬の腹腔内傍神経節腫の1例、平成22年度日本小動物
獣医学会〔中国〕、2010.10（岡山市）
■大野晃治、山根

剛、野中雄一、藤原あずさ、杉田圭輔、横山

望、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、

2010.11（大阪市）
■横山知里、大西克幸、小野聡弓、多保智史、樋笠正晃、渡邊真
衣、宇野雄博： インスリノーマの犬の1例、第31回動物臨床
医学会、2010.11（大阪市）
■下田哲也、安川邦美、森下啓太郎、田端克俊、福井健太、植野

松本郁実、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根義

孝志、小路祐樹、長屋有祐： 非破壊的前処置による同種骨髄

久： 膀胱腹壁瘻造設術を実施した移行上皮癌の犬の1例、平

移植（ミニ移植）を試みた猫の急性単球性白血病（M5a）の1

成22年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2010.10（岡山市）
■竹中雅彦、鈴木基弘、金重辰雄、山根善久： 猫の肥大性心筋

例、第31回動物臨床医学会、2010.11（大阪市）
■宮嵜大樹、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本郁実、和

症に対するベラプロストナトリウム（BPS）の治療効果の

田優子、才田祐人、塚田悠貴、山根

検討、平成22年度日本小動物獣医学会〔中国〕
（学会長賞）、

藤原あずさ、杉田圭輔、横山

2010.10（岡山市）

義久： 猫の胸腺型リンパ腫の21例、第31回動物臨床医学会、

■白永伸行、本山祥子、石川浩三、小見山剛英、白永純子： 当初
電解質異常が認められなかった副腎皮質機能低下症の犬の
1例、平成22年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2010.10（岡山

剛、野中雄一、大野晃治、

望、佐川涼子、井上春奈、山根

2010.11（大阪市）
■原崎裕介、赤木洋祐、中西

中、真下忠久： 当院における難

治性外耳炎症例に実施した細菌の分離・同定、および薬剤感
受性試験の成績、第31回動物臨床医学、2010.11（大阪市）

市）
■本山祥子、石川浩三、小見山剛英、白永純子、白永伸行： 左心

■佐川涼子、山根

剛、野中雄一、大野晃治、藤原あずさ、杉田

房破裂部位に血管肉腫を認めた心タンポナーデの犬の1例、

圭輔、横山

平成22年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2010.10（岡山市）

一郎、松本郁実、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、

■矢吹

淳、小出和欣、小出由紀子、浅枝英希： 外科切除と化

学療法により長期生存している犬の限局性肝臓原発血管肉
腫の1例、平成22年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2010.10

田祐人、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根
藤原あずさ、杉田圭輔、横山

山根義久： マムシ咬症の犬の2例、第31回動物臨床医学会、
2010.11（大阪市）
■佐川涼子、山根
圭輔、横山

（岡山市）
■和田優子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本郁実、才
剛、野中雄一、大野晃治、

望、佐川涼子、井上春奈、山根

義久： 猫の心筋症84症例、平成22年度日本小動物獣医学会
〔中国〕、2010.10（岡山市）
■髙島一昭、山形静夫、山根義久： 犬の外眼部炎症性疾患200

望、井上春奈、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄

剛、野中雄一、大野晃治、藤原あずさ、杉田

望、井上春奈、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一

郎、松本郁実、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根
義久： 凝集型免疫介在性溶血性貧血の犬の10例、第31回動
物臨床医学会、2010.11（大阪市）
■才田祐人、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本郁実、和
田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根
藤原あずさ、杉田圭輔、横山

剛、野中雄一、大野晃治、

望、井上春奈、佐川涼子、山根

症例に対するジフルプレドナートの治療効果、平成22年度

義久： 肝酵素値上昇を認めた症例犬に対する肝庇護療法と

日本小動物獣医学会〔中国〕、2010.10（岡山市）

有効性の検討、第31回動物臨床医学会、2010.11（大阪市）

■桑原康人、桑原典枝： 両側腎結石を腎瘻形成および結石破
砕術により摘出した犬の1例、第19回中部小動物臨床研究

■才田祐人、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本郁実、和
田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根

剛、野中雄一、大野晃治、

藤原あずさ、杉田圭輔、横山

望、井上春奈、佐川涼子、山根

義久： 鼻炎症状を呈する猫に対するインターフェロン療法
の有効性、第31回動物臨床医学会、2010.11（大阪市）

■氏政雄揮： ペット減少時代に備える、第31回動物臨床医学
会（ランチョンセミナー）、2010.11（大阪市）
■小笠原淳子、髙島一昭、水谷雄一郎、松本郁実、才田祐人、和
藤原あずさ、杉田圭輔、横山

■杉田圭輔、山根

剛、野中雄一、大野晃治、藤原あずさ、横山

望、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、
松本郁実、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根義

物臨床医学会、2010.11（大阪市）

田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根

阪市）

剛、野中雄一、大野晃治、

望、井上春奈、佐川涼子、山根

久： Mott cellの出現を伴うB細胞性消化器型リンパ腫の
ミニチュアダックスフンドの1例、第31回動物臨床医学会、
2010.11（大阪市）
■杉田圭輔、山根

剛、野中雄一、大野晃治、藤原あずさ、横山

望、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、

義久： 過去16年間における病理組織検査に関する調査、第

松本郁実、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根義

31回動物臨床医学会、2010.11（大阪市）

久： ヒドロコルチゾンを用いて治療した副腎皮質機能低下

■小見山剛英、本山祥子、石川浩三、白永純子、白永伸行： 急性
膵炎の猫の1例、第31回動物臨床医学会、2010.11（大阪市）
■小出和欣、小出由紀子、矢吹

淳、浅枝英希： 犬の後天性門

脈体循環短絡症60症例、第31回動物臨床医学会（一般口演）、

症が疑われた犬の1例、第31回動物臨床医学会、2010.11（大
阪市）
■赤木洋祐、中西

中、原崎裕介、真下忠久： 肝臓皮膚症候

群 が 疑 わ れ た 犬 の2例、 第31回 動 物 臨 床 医 学 年 次 大 会、
2010.11（大阪市）

2010.11（大阪市）
■小出和欣、小出由紀子、矢吹

淳、浅枝英希： 胆嚢粘液嚢腫

と総胆管閉塞症を合併した胆石症犬の2例、第31回動物臨床

■浅枝英希、小出和欣、小出由紀子、矢吹

淳： 外科的治療を

行った犬の腹腔内傍神経節腫の1例、第31回動物臨床医学
会、2010.11（大阪市）

医学会、2010.11（大阪市）
■小路祐樹、安川邦美、田端克俊、森下啓太郎、福井健太、植野

■浅枝英希、小出和欣、小出由紀子、矢吹

淳： 後天性門脈体

孝志、長屋有祐、下田哲也： FeLV初期感染に関連したと思

循環短絡症が認められたアメリカン・コッカー・スパニエル

われる血球減少症に免疫抑制療法を行った猫の1例、第31回

の15例、第31回動物臨床医学会（一般口演）、2010.11（大阪

動物臨床医学会、2010.11（大阪市）
■松本

望、市橋弘章、藤田理恵子、大谷美紀、三浦紫陽子、関

依子、真下奈緒、梶川優子、瀧澤智美、名本圭太、戸野倉雅美、

市）
■多保智史、横山知里、大西克幸、小野聡弓、樋笠正晃、渡邊真
衣、宇野雄博： 胆嚢・空腸吻合術を実施し、1年間経過観察

藤田桂一： 当院におけるオーラルケア教室のこころみ、第

できた犬の1例、第31回動物臨床医学会、2010.11（大阪市）

31回動物臨床医学会（スタッフ口頭発表）、2010.11（大阪

■大東勇介、下田哲也： 脾臓摘出術が有効だった免疫介在性
溶血性貧血の犬の1例、第31回動物臨床医学会、2010.11（大

市）
■松本郁実、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、才田祐人、和
田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根
藤原あずさ、杉田圭輔、横山

剛、野中雄一、大野晃治、

望、井上春奈、佐川涼子、山根

阪市）
■大野晃治、山根

剛、野中雄一、藤原あずさ、杉田圭輔、横山

望、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、

義久： 術後の結紮後発作により視力障害を呈した門脈体循

松本郁実、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根義

環シャントの犬の1例、第31回動物臨床医学会、2010.11（大

久： 下垂体性矮小症が疑われた猫の1例、第31回動物臨床医
学会、2010.11（大阪市）

阪市）
■松本郁実、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、才田祐人、和
田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根

剛、野中雄一、大野晃治、

■大野晃治、山根

剛、野中雄一、藤原あずさ、杉田圭輔、横山

望、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、

望、井上春奈、佐川涼子、山根

松本郁実、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根義

義久： 低分子ヘパリンを用いて治療した動脈血栓塞栓症の

久： 膀胱皮膚瘻造設術を実施した移行上皮癌の犬の1例、第

藤原あずさ、杉田圭輔、横山

猫の3例、第31回動物臨床医学会、2010.11（大阪市）
■植野孝志、安川邦美、田端克俊、森下啓太郎、福井健太、小路
祐樹、長屋有祐、下田哲也： 高分化型から低分化型に移行
した猫の消化器型リンパ腫の1例、第31回動物臨床医学会、

31回動物臨床医学会、2010.11（大阪市）
■中西

中、原崎裕介、赤木洋祐、真下忠久： 後肢麻痺を初期

症状とした後部後頭骨形成不全症候群に対して大後頭孔
減圧術を用いた犬の一例、第31回動物臨床医学会、2010.11
（大阪市）

2010.11（大阪市）
■森下啓太郎、安川邦美、田端克俊、福井健太、植野孝志、小

■長屋有祐、安川邦美、田端克俊、森下啓太郎、福井健太、植野

路祐樹、長屋有祐、下田哲也： 炎症性腸疾患との鑑別に苦

孝志、小路祐樹、下田哲也： 猫の膀胱移行上皮癌の1例、第31

した消化器型リンパ腫の犬の1例、第31回動物臨床医学会、
■水谷雄一郎、髙島一昭、小笠原淳子、松本郁実、才田祐人、和
田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根
藤原あずさ、横山

剛、野中雄一、大野晃治、

望、杉田圭輔、井上春奈、佐川涼子、山根

義久： タヌキからの感染が疑われた疥癬の犬の1例、第31回
動物臨床医学会、2010.11（大阪市）
■水谷雄一郎、髙島一昭、小笠原淳子、松本郁実、才田祐人、和
田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根
藤原あずさ、横山

回動物臨床医学会、2010.11（大阪市）
■塚田悠貴、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本郁実、才

2010.11（大阪市）

剛、野中雄一、大野晃治、

望、杉田圭輔、井上春奈、佐川涼子、山根

義久： バルーン拡張術を行い長期経過観察を行っている大

田祐人、和田優子、宮嵜大樹、山根
藤原あずさ、杉田圭輔、横山

剛、野中雄一、大野晃治、

望、井上春奈、佐川涼子、山根

義久： Kirklin IV型の心室中隔欠損症の犬の1例、第31回動
物臨床医学会、2010.11（大阪市）
■塚田悠貴、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本郁実、才
田祐人、和田優子、宮嵜大樹、山根
藤原あずさ、杉田圭輔、横山

剛、野中雄一、大野晃治、

望、井上春奈、佐川涼子、山根

義久： 骨盤狭窄による便秘症に対して骨盤拡張術を行った
猫の15例、第31回動物臨床医学会、2010.11（大阪市）
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■山田昭彦： 当院に来院した糖尿病の猫8例の検討、第31回動

動脈狭窄症の犬の1例、第31回動物臨床医学会、2010.11（大
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■田端克俊、安川邦美、森下啓太郎、福井健太、植野孝志、小

義久： 胃拡張・胃捻転症候群（GDV）を発症したミニチュア

路祐樹、長屋有祐、下田哲也： 鼻出血を主訴に来院した免

ダックスフンドの1例、第31回動物臨床医学会、2010.11（大

疫介在性血小板減少症の猫の1例、第31回動物臨床医学会、
■渡邊麻衣、樋笠正晃、合田直樹、小野聡弓、多保智史、横山知
里、宇野雄博 ： 水腎症の犬の1例、第31回動物臨床医学会、

田祐人、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根
藤原あずさ、杉田圭輔、横山

剛、野中雄一、大野晃治、

望、佐川涼子、井上春奈、山根

義久： 猫の心筋症84症例、第31回動物臨床医学会、2010.11

2010.11（大阪市）
■土井口

阪市）
■和田優子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本郁実、才

2010.11（大阪市）

修、土井口

勝： 重度な逆流のある犬の僧帽弁閉

鎖不全症における僧帽弁血流（E/AおよびE波）の重症度指

（大阪市）
■髙島一昭、才田祐人、山根

剛、山根義久、西川和男、西尾達

標（LAD/ARD、VHS、ANP）との相関−E/Aの重症度評

也： 動物飼育環境下におけるプラズマクラスターイオン発

価の検討− 、第31回動物臨床医学会、2010.11（大阪市）

生機による浮遊菌および臭気低減効果検証、第31回動物臨

■藤原あずさ、山根

剛、野中雄一、大野晃治、杉田圭輔、横山

望、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、
松本郁実、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根義
久： 腎細胞癌の犬の1例. 第31回動物臨床医学会、2010.11
（大阪市）

床医学会（一般口演）、2010.11（大阪市）

平成23年（2011）

■藤田桂一、戸野倉雅美、馬場

亮、田熊大祐、難波

直、高橋

香、松木薗麻里子、鴇田真弓、笹原沙衣子、伊藤寛恵、市橋弘

■藤原あずさ、山根

剛、野中雄一、大野晃治、杉田圭輔、横山

章、佐藤雅美、文原千尋、高畠正義、藤野浩子、小暮啓介、押田

望、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、

智枝、三浦紫陽子、藤田理恵子： 残根に起因した鼻腔内石灰

松本郁実、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根義

化物を認めた猫の1例、第81回獣医麻酔外科学会/第93回日

久： 当施設における過去10年間の熱中症治療件数の推移、
第31回動物臨床医学会、2010.11（大阪市）
■藤田桂一、戸野倉雅美、田熊大祐、馬場
香、難波

本獣医循環器学会2010年秋季合同学会、2011.1（福岡県）
■髙島一昭、山形静夫、山根義久： 犬の外眼部炎症性疾患200

亮、田熊大祐、高橋

直、松木薗麻里子、鴇田真弓、笹原沙衣子、市橋弘

章、伊藤寛恵、佐藤雅美、文原千尋、高畠正義、藤野浩子、小暮

症例に対するジフルプレドナートの治療効果、平成23年度
学会年次大会（日本小動物獣医学会）、2011.2（岐阜市）
■田熊大祐、戸野倉雅美、馬場

亮、松木薗麻里子、難波

直、

啓介、押田智枝、三浦紫陽子、藤田理恵子、田中信一、中川雅

高橋

基、川崎

雅美、高畠正義、文原千尋、藤野浩子、押田智枝、小暮啓介、藤

聡、水田光彦： 抜歯時における歯根膜剥離チップ

の有用性、第31回動物臨床医学会、2010.11（大阪市）
■馬場

亮、戸野倉雅美、田熊大祐、田熊大祐、高橋

香、笹原沙衣子、鴇田真弓、市橋弘章、伊藤寛恵、佐藤

田桂一： ピレスロイド中毒が疑われた猫の1例、日本獣医内

香、難波

科学アカデミー /日本獣医臨床病理学会、2011.3（横浜市）

直、松木薗麻里子、鴇田真弓、笹原沙衣子、市橋弘章、伊藤寛

■福井健太、安川邦美、田端克俊、森下啓太郎、植野孝志、小路

恵、佐藤雅美、文原千尋、高畠正義、藤野浩子、小暮啓介、押田

祐樹、長屋有祐、下田哲也： 縦隔型リンパ腫の猫の9例、日本

智枝、藤田桂一、真性赤血球増加症の猫の1例、第31回動物臨

獣医内科学アカデミー /日本獣医臨床病理学会、2011.3（横

床医学会、2010.11（大阪市）

浜市）

■福井健太、安川邦美、田端克俊、森下啓太郎、植野孝志、小路

■高橋

香、戸野倉雅美、馬場

亮、田熊大祐、難波

直、松木

祐樹、長屋有祐、下田哲也： 脾臓に発生した髄外性骨肉腫の

薗麻里子、鴇田真弓、笹原沙衣子、伊藤寛恵、市橋弘章、佐藤

犬の1例、第31回動物臨床医学会、2010.11（大阪市）

雅美、文原千尋、高畠正義、藤野浩子、小暮啓介、押田智枝、藤

■本山祥子、石川浩三、小見山剛英、白永純子、白永伸行： 左心
房破裂部位に血管肉腫を認めた心タンポナーデの犬の1例、
第31回動物臨床医学会、2010.11（大阪市）
■野中雄一、山根

剛、大野晃治、藤原あずさ、杉田圭輔、横山

田理恵子、三浦紫陽子、片桐さやか、藤田桂一： 犬の破折歯
における回顧的研究： 205症例について、第19回日本小動物
歯科研究会、2011.3（横浜市）
■須崎信茂、保田英彰、久保

剛、山崎裕之、大林浩二、麻野良

望、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、

太郎、田中浩二、齋藤雅一、安藤季久見、井上知子、佐藤朝

松本郁実、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根義

香、船橋めぐみ、久本和弘： 人工心肺下手術で凝固異常に

久、下田哲也： 非再生性免疫介在性貧血の犬の1例、第31回

よりトラブルが生じた犬の一例、第94回日本循環器学会、

動物臨床医学会、2010.11（大阪市）
■野中雄一、山根

剛、大野晃治、藤原あずさ、杉田圭輔、横山

2011.6（大宮市）
■馬場

亮、戸野倉雅美、田熊大祐、高橋

香、松木薗麻里子、

望、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、

笹原沙衣子、鴇田真弓、市橋弘章、佐藤雅美、伊藤寛恵、文原

松本郁実、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根義

千尋、藤野浩子、押田智枝、小暮啓介、山地七菜子

久： 胸水貯留を認めた骨肉腫の猫の1例第31回動物臨床医

一： 拘束型心筋症の猫の1例、第82回獣医麻酔外科学会/第

学会、2010.11（大阪市）

94回日本獣医循環器学会/第49回日本獣医画像診断学会合

■矢吹

淳、小出和欣、小出由紀子、浅枝英希： 外科切除と化

学療法により長期生存している犬の限局性肝臓原発血管肉
腫の1例、第31回動物臨床医学会、2010.11（大阪市）
■矢吹

淳、小出和欣、小出由紀子、浅枝英希： 子宮断端蓄膿

症を発症した犬の卵巣遺残症候群の2例、第31回動物臨床医
学会、2010.11（大阪市）

同学会、2011.6（大宮市）
■加藤

郁、長田佳子、佐野仁志、金井亨輔、林

一彦：

gp350/220合成ペプチドワクチン投与ではB95-8株EBVの
ウサギ感染を防止できない、第8回EBV研究会、2011.7（豊
中市）
■合田直樹、小野聡弓、多保智史、樋笠正晃、横山知里、渡邊麻

■和田優子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、松本郁実、才
田祐人、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根
藤原あずさ、杉田圭輔、横山

藤田桂

剛、野中雄一、大野晃治、

望、佐川涼子、井上春奈、山根

衣、宇野雄博： 直腸腺癌の猫の一例、第8回愛媛県獣医師会
症例報告会、2011.7（伊予市）
■多保智史、合田直樹、小野聡弓、樋笠正晃、横山知里、渡邊麻

衣、宇野雄博： 咽喉頭と外耳道に過形成性ポリープを併発

■須崎信茂、保田英彰、麻野良太郎、石田大法、上地正実、久保

した猫の1例、第8回愛媛県獣医師会症例報告会、2011.7（伊

剛、山崎裕之、大林浩二、田中浩二： 重度肺動脈狭窄症の犬

予市）

に対し、人工心肺下手術にて肺動脈弁形成術を行った一例、
平成23年度日本小動物獣医学会〔四国〕、2011.9（高知市）

衣、宇野雄博： MRI検査により責任病変を確定した椎間板

■船橋めぐみ、安藤季久見、井上知子、佐藤朝香、久本和弘、齋

ヘルニアの症例、第8回愛媛県獣医師会症例報告会、2011.7

藤雅一、須崎信茂： ミニチュアダックスフンドにおける胸
腰部椎間板ヘルニアの症例、平成23年度日本小動物獣医学

（伊予市）
■森下啓太郎、安川邦美、田端克俊、植野孝志、小路祐樹、長屋

会〔四国〕、2011.9（高知市）

有祐、下田哲也： 臨床診断と病理診断が一致しなかった高

■渡邊麻衣、合田直樹、小野聡弓、多保智史、樋笠正晃、横山知

分化型消化器型リンパ腫の犬の1例、第5回日本獣医がん学

里、宇野雄博： 尿管にステントを使用した犬の2例、平成23
年度日本小動物獣医学会〔四国〕、2011.9（高知市）

会、2011.7（東京都）
■桑原康人、田中誉朗、桑原典枝： 犬猫における尿中微量アル
ブミン検査の利用法の検討、第4回日本獣医腎泌尿器学会、

■藤田桂一： 猫の歯の吸収病巣、日本臨床獣医フォーラム、
2011.9（東京都）
■羽迫広人、本山祥子、白永純子、白永伸行： 心膜切除術を実

2011.7（日本大学）
■小笠原淳子、髙島一昭、水谷雄一郎、和田優子、才田祐人、塚
田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根

剛、野中雄一、大野晃治、

施した心血管肉腫の犬の1例、平成23年度日本小動物獣医学
会〔中国〕、2011.10（広島市）

望、井上春奈、佐川涼子、山根

■下田哲也、安川邦美、森下啓太郎、田端克俊、植野孝志、小路

義久： ヒストプラズマ症の猫の1例、第45回鳥取県獣医学

祐樹、長屋有祐、仲庭茂樹： 猫の腎性貧血の臨床病理学的検

会、2011.7（鳥取市）

討、平成23年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2011.10（広島

藤原あずさ、杉田圭輔、横山

■杉田圭輔、山根

剛、野中雄一、大野晃治、藤原あずさ、横山

望、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、

市）
■小笠原淳子、髙島一昭、水谷雄一郎、和田優子、才田祐人、塚

松本郁実、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根義

田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根

久： 骨盤腔内に発生した平滑筋腫によって排便困難を生じ

藤原あずさ、杉田圭輔、横山

た犬の1例、第45回鳥取県獣医学会、2011.7（鳥取市）

義久： ヒストプラズマ症の猫の1例、平成23年度日本小動物

■大野晃治、山根

剛、野中雄一、藤原あずさ、杉田圭輔、横山

望、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、

剛、野中雄一、大野晃治、

望、井上春奈、佐川涼子、山根

獣医学会〔中国〕、2011.10（広島市）
■小出和欣、小出由紀子、浅枝英希、矢部摩耶： 尿管結石を併

才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根義

発した犬の先天性門脈体循環シャントの3例、平成23年度日

久： 当院における過去3年間の細菌培養検査および薬剤感

本小動物獣医学会〔中国〕、2011.10（広島市）

受性検査結果、第45回鳥取県獣医学会、2011.7（鳥取市）

■杉田圭輔、山根

剛、野中雄一、大野晃治、藤原あずさ、横山

剛、上谷智英、近藤実紀、西川和

望、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一

男、清水善弘、西尾達也、山根義久： プラズマクラスターイ

郎、松本郁実、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山

オンのイヌパルボウイルスに対する抗ウイルス効果、第45

根義久： 骨盤腔内に発生した平滑筋腫によって排便困難

回鳥取県獣医学会、2011.7（鳥取市）

を生じた犬の1例、平成23年度日本小動物獣医学会〔中国〕、

■髙島一昭、才田祐人、山根

■須崎信茂、保田英彰、麻野良太郎、石田大法、上地正実： 重度
肺動脈狭窄症の犬に対し、人工心肺下手術にて肺動脈弁形
成術を行った一例、麻布獣医学会、2011.8（松山市）
■小出和欣、小出由紀子、浅枝英希、矢部摩耶： 尿管結石を併
発した犬の先天性門脈体循環シャントの3例、第46回岡山県
小動物獣医学会、2011.8（岡山市）

2011.10（広島市）
■浅枝英希、小出和欣、小出由紀子、矢部摩耶、天野達也： 慢性
胆管肝炎治療経過中に肝細胞癌を発症した犬の1例、平成23
年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2011.10（広島市）
■大野晃治、山根

剛、野中雄一、藤原あずさ、杉田圭輔、横山

望、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、

■浅枝英希、小出和欣、小出由紀子、矢部摩耶、天野達也： 慢性

才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根

胆管肝炎治療経過中に肝細胞癌を発症した犬の1例、第46回

義久： 当院における過去3年間の細菌培養検査および薬剤

岡山県小動物獣医学会、2011.8（岡山市）

感受性検査結果、平成23年度日本小動物獣医学会〔中国〕、

■矢部摩耶、小出和欣、小出由紀子、浅枝英希： 心嚢水貯留を
合併した猫の腹膜心膜横隔膜ヘルニアの1例、第46回岡山県
小動物獣医学会、2011.8（岡山市）
■住吉

浩、片野修一、山我義則、山田英一： CTおよび単純X

線所見により手術前後の経過を観察・検討した膝蓋骨内方
脱臼の小型犬1例、平成23年度日本小動物獣医学会〔中部〕、
2011.8（福井市）

2011.10（広島市）
■白永伸行、羽迫広人、本山祥子、小見山剛英、白永純子： 犬の
脾臓捻転10症例における回顧的研究、平成23年度日本小動
物獣医学会〔中国〕、2011.10（広島市）
■本山祥子、羽迫広人、小見山剛英、白永純子、白永伸行： 重症
筋無力症治療に一時的に反応した巨大食道症の犬の1例、平
成23年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2011.10（広島市）

■Hayashi K., Takashima K., Okuno K., Kanai K., Kato K.,

■矢部摩耶、小出和欣、小出由紀子、浅枝英希： 心嚢水貯留を

Sano S., Sugihara H., Kato M., Murakami I.,Nagata K.： A

合併した猫の腹膜心膜横隔膜ヘルニアの1例、平成23年度日

rabbit model for primary and lifelong persistent
Epstein-Barr virus infection, 23rd European Congress of
Pathology, 2011.8-9（Helsinki, Finland）
■横山知里、合田直樹、小野聡弓、多保智史、樋笠正晃、渡邊麻
衣、宇野雄博： 子宮断端に腫瘤が発生した犬の2例、平成23
年度日本小動物獣医学会〔四国〕、2011.9（高知市）

本小動物獣医学会〔中国〕、2011.10（広島市）
■髙島一昭、才田祐人、山根

剛、上谷智英、近藤実紀、西川和

男、清水善弘、西尾達也、山根義久： プラズマクラスターイ
オンのイヌパルボウイルスに対する抗ウイルス効果、平成
23年度日本小動物獣医学会〔中国〕、2011.10（広島市）
■桑原康人、田中誉朗、桑原典枝： 尿管閉塞が関与している
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可能性のある慢性腎不全猫に対してダルベポエチンによ

郎、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根

る貧血管理を行った1例、第20回中部小動物臨床研究会、

義久、下田哲也： 急性単球性白血病（M5a）の猫の1例、第32
回動物臨床医学会、2011.11（大阪市）

2011.10（名古屋市）
■白永伸行、羽迫広人、本山祥子、小見山剛英、白永純子： ネコ

■佐川涼子、山根

剛、野中雄一、大野晃治、藤原あずさ、杉田

インターフェロン注入療法を実施した耳血腫の犬の33例第

圭輔、横山

20回中部小動物臨床研究会、2011.10（名古屋市）

郎、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根

■松本英樹、花田憲正： 発咳を呈した異なる病態の腫瘍性疾
患の犬2例、第13回メープル小動物臨床検討会、2011.10（十

望、井上春奈、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一

義久： ジゴキシン中毒の犬の1例、第32回動物臨床医学会、
2011.11（大阪市）
■佐藤雅美、戸野倉雅美、馬場

和田市）
■松本英樹： 重度の暗赤色尿を伴い胃拡張・胃捻転症候群を

高橋

亮、田熊大祐、松木薗麻里子、

香、鴇田真弓、笹原沙衣子、市橋弘章、伊藤寛恵、文原

疑った犬に実施した胃腹壁固定術後に嘔吐に悩まされた1

千尋、藤野浩子、小暮啓介、押田智枝、山地七菜子 、難波

例、第13回メープル小動物臨床検討会、2011.10（十和田市）

直、藤田桂一： 生前に肝アミロイド―シスと診断された猫

■加藤

郁： 左側鼡径部の筋裂孔ヘルニアより膀胱脱出を認

めたウサギの1例、エキゾチックペット研究会症例発表会、

の2例、第32回動物臨床医学会、2011.11（大阪市）
■才田祐人、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、和田優子、塚
田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根

2011.11（新宿区）
■藤井裕介、太田充治、工藤壮六、久保

明、小林由佳子、齋藤

陽彦、寺門邦彦、利田尭史、村田佳輝、山形静夫、余戸拓也：
2005年から2009年に突発性後天性網膜変性症症候群と診断
されたイヌ305頭の回顧的調査、第31回比較眼科学会年次大
会、2011.11（日本獣医生命科学大学）
■安川邦美、田端克俊、森下啓太郎、植野孝志、小路祐樹、長屋
有祐、下田哲也： シクロスポリンが有効であった猫アレル
ギー性皮膚炎の2例、第32回動物臨床医学会、2011.11（大阪

藤原あずさ、杉田圭輔、横山

剛、野中雄一、大野晃治、

望、井上春奈、佐川涼子、山根

義久： 肺水腫を併発した僧帽弁閉鎖不全犬における内科治
療と予後の検討、第32回動物臨床医学会、2011.11（大阪市）
■才田祐人、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、和田優子、塚
田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根
藤原あずさ、杉田圭輔、横山

剛、野中雄一、大野晃治、

望、井上春奈、佐川涼子、山根

義久： 慢性腎不全猫における内科療法と予後の検討、第32
回動物臨床医学会、2011.11（大阪市）
■三浦紫陽子、藤田理恵子、大谷美紀、関

市）
■井上春奈、山根

剛、野中雄一、大野晃治、藤原あずさ、杉田

本

依子、真下奈緒、松

望、梶川優子、瀧澤智美、名本圭太、稲田裕香、松本聡子、

望、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一

山﨑あや夏、戸野倉雅美、藤田桂一： オーラルケアにおける

郎、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根

動物看護師の重要性、第32回動物臨床医学会（スタッフ口頭

義久： 鼻咽頭ポリープの猫の1例、第32回動物臨床医学会、

発表）、2011.11（大阪市）

圭輔、横山

■市橋弘章、戸野倉雅美、馬場

2011.11（大阪市）
■井上春奈、山根
圭輔、横山

剛、野中雄一、大野晃治、藤原あずさ、杉田

望、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一

高橋

亮、田熊大祐、松木薗麻里子、

香、鴇田真弓、笹原沙衣子、伊藤寛恵、佐藤雅美、文原

千尋、藤野浩子、小暮啓介、押田智枝、山地七菜子

藤田桂

郎、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根

一： ビスフォスフォネート製剤投与によりQOLの改善が得

義久、塚根悦子： 尿管移植を行った縫合糸反応性肉芽腫の

られた口腔内扁平上皮癌の猫の1例、第32回動物臨床医学

犬の1例、第32回動物臨床医学会、2011.11（大阪市）
■羽迫広人、本山祥子、白永純子、白永伸行： 心膜切除術を

会、2011.11（大阪市）
■小笠原淳子、髙島一昭、水谷雄一郎、才田祐人、和田優子、塚

実施した心血管肉腫の犬の1例、第32回動物臨床医学会、

田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根

2011.11（大阪市）

藤原あずさ、杉田圭輔、横山

■横山

望、山根

剛、野中雄一、大野晃治、藤原あずさ、杉田

圭輔、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一
郎、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根

義久： 犬の外耳炎に対するイヤークリーナーの有効性、第
32回動物臨床医学会、2011.11（大阪市）
■小笠原淳子、髙島一昭、水谷雄一郎、和田優子、才田祐人、塚

義久： 外用ステロイド軟膏剤が有効であった慢性創傷の猫

田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根

の1例、第32回動物臨床医学会、2011.11（大阪市）

藤原あずさ、杉田圭輔、横山

■横山

望、山根

剛、野中雄一、大野晃治、藤原あずさ、杉田

圭輔、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一
郎、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根
義久： 膀胱欠損と尿管転位を認めた子宮発生異常のウサギ
の1例、第32回動物臨床医学会、2011.11（大阪市）
■宮嵜大樹、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、和田優子、才
田祐人、塚田悠貴、丹野翔伍、山根
藤原あずさ、杉田圭輔、横山

剛、野中雄一、大野晃治、

望、佐川涼子、井上春奈、山根

義久： 上皮小体機能低下症の犬の1例、第32回動物臨床医学
中、真下忠久： 交通事故後に

血栓塞栓症を発症した猫の1例、第32回動物臨床医学会、
2011.11（大阪市）

義久、西飯直仁、野村耕二： 皮膚のそう痒が認められたヒス
トプラズマ症の猫の1例、第32回動物臨床医学会、2011.11
（大阪市）
■小出和欣、小出由紀子、浅枝英希、矢部摩耶： 尿管結石を併
発した犬の先天性門脈体循環シャントの3例、第32回動物臨
床医学会、2011.11（大阪市）
■小路祐樹、安川邦美、田端克俊、森下啓太郎、植野孝志、長屋
有祐、下田哲也： 骨髄壊死による汎血球減少症が疑われた
犬の1例. 第32回動物臨床医学会、2011.11（大阪市）
れ た 左 室 収 縮 機 能 不 全 の1例、 第32回 動 物 臨 床 医 学 会、
2011.11（大阪市）
■植野孝志、安川邦美、田端克俊、森下啓太郎、小路祐樹、長屋

剛、野中雄一、大野晃治、藤原あずさ、杉田

有祐、下田哲也： 甲状腺髄様癌を併発した原発性上皮小体

望、井上春奈、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一

機能亢進症の犬の1例、第32回動物臨床医学会、2011.11（大

■佐川涼子、山根
圭輔、横山

剛、野中雄一、大野晃治、

望、井上春奈、佐川涼子、山根

■松本英樹、掛端健士： ミニチュアダックスフントでみら

会、2011.11（大阪市）
■原崎裕介、赤木洋祐、中西

剛、野中雄一、大野晃治、

望、井上春奈、佐川涼子、山根

小板減少症が併発した犬の1例、第32回動物臨床医学会、

阪市）
■森下啓太郎、安川邦美、田端克俊、植野孝志、小路祐樹、長屋
有祐、下田哲也： リンパ節転移を起こした皮膚組織球腫の
■水谷雄一郎、髙島一昭、小笠原淳子、才田祐人、和田優子、塚
田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根

剛、野中雄一、大野晃治、

■塚田悠貴、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、才田祐人、和
田優子、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根
藤原あずさ、杉田圭輔、横山

剛、野中雄一、大野晃治、

望、井上春奈、佐川涼子、山根

義久： ネコインターフェロンの局所注入により治療した耳

望、杉田圭輔、井上春奈、佐川涼子、山根

血腫の犬の5例、第32回動物臨床医学会、2011.11（大阪市）

義久： 同居犬2頭にみられた原因不明の中毒の2例、第32回

■塚田悠貴、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、才田祐人、和

藤原あずさ、横山

動物臨床医学会、2011.11（大阪市）
■水谷雄一郎、髙島一昭、小笠原淳子、才田祐人、和田優子、塚
田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根
藤原あずさ、横山

剛、野中雄一、大野晃治、

望、杉田圭輔、井上春奈、佐川涼子、山根

義久： 副腎皮質機能亢進症を併発した胆嚢粘液嚢腫の犬の
1例、第32回動物臨床医学会、2011.11（大阪市）
■杉田圭輔、山根

剛、野中雄一、大野晃治、藤原あずさ、横山

望、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、

田優子、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根
藤原あずさ、杉田圭輔、横山

剛、野中雄一、大野晃治、

望、井上春奈、佐川涼子、山根

義久： 後肢麻痺がみられた免疫介在性血小板減少症を疑っ
た犬の1例、第32回動物臨床医学会、2011.11（大阪市）
■田端克俊、安川邦美、森下啓太郎、植野孝志、小路祐樹、長屋
有祐、下田哲也： 腹腔内出血がみられた副腎腫瘍の犬の1
例、第32回動物臨床医学会、2011.11（大阪市）
■藤原あずさ、山根

剛、野中雄一、大野晃治、杉田圭輔、横山

才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根義

望、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一

久： 骨盤腔内に発生した平滑筋腫によって排便困難を生じ

郎、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山

た犬の1例、第32回動物臨床医学会、2011.11（大阪市）

根義久： 多発性骨髄腫の犬の1例、第32回動物臨床医学会、

■杉田圭輔、山根

剛、野中雄一、大野晃治、藤原あずさ、横山

望、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、

2011.11（大阪市）
■藤原あずさ、山根

剛、野中雄一、大野晃治、杉田圭輔、横山

才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根義

望、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、

久： 卵巣腺癌が認められた腟ポリープの犬の1例、第32回動

才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根義

物臨床医学会、2011.11（大阪市）

久： 貧血の治療中に肺高血圧症を呈した猫の1例、第32回動

■赤木洋祐、中西

中、原崎裕介、真下忠久： 胸腹腔内播種が

認めれた卵巣腺癌の犬の外科的治験例、第32回動物臨床医

高橋

学会、2011.11（大阪市）
■浅枝英希、小出和欣、小出由紀子、矢部摩耶、天野達也： 慢性
胆管肝炎治療経過中に肝細胞癌を発症した犬の1例、第32回
動物臨床医学会、2011.11（大阪市）
■大東勇介： リン酸オセルタミビル治療したパルボウイルス
腸炎の犬の15例、第32回動物臨床医学会、2011.11（大阪市）
■大野晃治、山根

剛、野中雄一、藤原あずさ、杉田圭輔、横山

望、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、
才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根義
久： 口蓋キャップを適用した口蓋欠損の犬の1例、第32回動
剛、野中雄一、藤原あずさ、杉田圭輔、横山

亮、田熊大祐、松木薗麻里子、

香、鴇田真弓、笹原沙衣子、市橋弘章、伊藤寛恵、佐藤

雅美、文原千尋、押田智枝、小暮啓介、山地七菜子

藤田桂

一： ミニチュアダックスフントに発生した直腸炎症性ポ
リープの4例、第32回動物臨床医学会、2011.11（大阪市）
■福井健太、山本景史： ミトタンで維持治療中にアジソン病
となった副腎皮質機能亢進症の犬の1例、第32回動物臨床医
学会、2011.11（大阪市）
■本山祥子、羽迫広人、小見山剛英、白永純子、白永伸行： 重症
筋無力症治療に一時的に反応した巨大食道症の犬の1例、第
32回動物臨床医学会、2011.11（大阪市）
■野中雄一、山根

物臨床医学会、2011.11（大阪市）
■大野晃治、山根

物臨床医学会、2011.11（大阪市）
■藤野浩子、戸野倉雅美、馬場

山

剛、大野晃治、藤原あずさ、杉田圭輔、横

望、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷

望、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、

雄一郎、才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔

才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根義

伍、山根義久： 酢酸リュープロレリン徐放製剤（リュープリン

久： 当院における過去3年間の細菌培養検査および薬剤感

®）を用い長期間発情抑制を行っているセキセイインコの1例、

受性検査結果、第32回動物臨床医学会、2011.11（大阪市）
■丹野翔伍、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、才田祐人、和
田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根

剛、野中雄一、大野晃治、

第32回動物臨床医学会、2011.11（大阪市）
■野中雄一、山根

剛、大野晃治、藤原あずさ、杉田圭輔、横山

望、井上春奈、佐川涼子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、

望、佐川涼子、井上春奈、山根

才田祐人、和田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根義

義久： スルメ摂食後にクレアチニンの著しい上昇がみられ

久： 脱毛を呈した副腎皮質機能低下症の犬の1例、第32回動

藤原あずさ、杉田圭輔、横山

た猫の2例、第32回動物臨床医学会、2011.11（大阪市）
■丹野翔伍、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、才田祐人、和
田優子、塚田悠貴、宮嵜大樹、山根
藤原あずさ、杉田圭輔、横山

剛、野中雄一、大野晃治、

望、佐川涼子、井上春奈、山根

義久： 水腎症の犬の1例、第32回動物臨床医学会、2011.11
（大阪市）
■中西

中、原崎裕介、赤木洋祐、真下忠久： 顔面変形を呈し

た化膿性肉芽腫性鼻炎の猫の一例、第32回動物臨床医学会、
2011.11（大阪市）
■長屋有祐、安川邦美、田端克俊、森下啓太郎、植野孝志、小路
祐樹、下田哲也： 免疫介在性好中球減少症と免疫介在性血

物臨床医学会、2011.11（大阪市）
■矢部摩耶、小出和欣、小出由紀子、浅枝英希： 心嚢水貯留を
合併した猫の腹膜心膜横隔膜ヘルニアの1例、第32回動物臨
床医学会、2011.11（大阪市）
■和田優子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、才田祐人、塚
田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根
治、藤原あずさ、杉田圭輔、横山

剛、野中雄一、大野晃

望、佐川涼子、井上春奈、

山根義久： 欠損孔の自然閉鎖が認められた心室中隔欠損症
（VSD）の犬の1例、第32回動物臨床医学会、2011.11（大阪
市）
■和田優子、髙島一昭、小笠原淳子、水谷雄一郎、才田祐人、塚
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犬の1例、第32回動物臨床医学会、2011.11（大阪市）

2011.11（大阪市）
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田悠貴、宮嵜大樹、丹野翔伍、山根
藤原あずさ、杉田圭輔、横山

剛、野中雄一、大野晃治、

望、佐川涼子、井上春奈、山根

義久： 犬の死亡カルテにおける循環器疾患の回顧的調査、
第32回動物臨床医学会、2011.11（大阪市）

