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大会日程（予定） ＊変更になることがあります。

11月15日㈮

日時

15：00～19：00

11月16日㈯

19：00～20：30

9：15～10：15

10：30～11：30

第1会場

シリコン製剤による体内水素発生が及ぼす犬・猫への治療事例

特別会議場（400席）

ランチョンセミナー1-①

肝臓疾患の画像診断

1202（200席）

今年の一押しは？療法食のトレンドin令和元年

sippo写真展

（10：00～17：00）

第3会場

教育講演１

産業動物医学フォーラム

低カルシウム血症の現状を知る

1101・1102（140席）

佐藤礼一郎・鈴木一由・塚野健志

パネルディスカッション
【神経分科会】
長谷川大輔・松木直章・小路祐樹

パネルディスカッション
【画像診断分科会】

第5会場

胸部レントゲン、
エコー、CT検査の比較検討

1002（200席）

中村健介・堀 あい

アドバンスセミナー【消化器分科会】

1004（100席）

第8会場

1005（100席）

第9会場

1006（100席）

第10会場

1007（100席）

第11会場

1008（170席）

近藤 直
ランチョンセミナー1-②
［興和㈱］

伊藤典彦
ランチョンセミナー1-③［ライオン商事㈱］

臨床現場から見えてくる犬の
歯周病の特徴
藤田桂一

企業展示・ドリンクコーナー
（10：00～17：00）
ポスターセッション

第6会場

1003（390席）

第7会場

ランチョンセミナー［㈱堀場アドバンスドテクノ］

犬猫の非感染性脳炎「準備しておこう～一般開業医としての対応」 手持スリットランプ入門
～見て治す目の病気2019～

第4会場

唾液腺疾患の診断と治療

奥田綾子
日本獣医動物行動研究会（共催）
ベーシックセミナー【行動学分科会】

子猫を迎えたら。子猫を迎えた飼い主に伝える行動学

藤井仁美
ベーシックセミナー【内分泌分科会】

放っておいてませんか？
高脂血症の診断と治療の実際

五十嵐寛高
ベーシックセミナー
【皮膚分科会】

今からはじめるスキンケア
～洗浄と保湿のパラダイム～

江角真梨子
ベーシックセミナー【画像診断分科会】

胸部レントゲン撮影！
撮影技術から読影まで
新坊弦也

パネルディスカッション
【皮膚分科会】

ランチョンセミナー1-④［ゾエティス・ジャパン㈱］

犬アトピー性皮膚炎の新しい治療薬
犬の食物アレルギー性皮膚炎をアップデートしよう
！ ～犬用抗体医薬品ロキベトマブがやってくる
！～
百田 豊・村山信雄・川野浩志

江角真梨子

パネルディスカッション
【腎泌尿器分科会】

ランチョンセミナー1-⑤［日本全薬工業㈱］

ガイドラインに基づく尿路結石症の診断と治療
星 史雄・岩井聡美・桑原康人

明日からできる保湿
下浦宏美

パネルディスカッション
【感染症分科会】

ランチョンセミナー1-⑥［獣医医療開発㈱］

宮下めぐみ・栗田吾郎・村田佳輝・横山 望

金井一亨

犬猫の腸内細菌の役割を考えるII
― 感染症に打ち克つためにできること ―

犬緑内障の原因、分類・
治療とトータルケアについて

ベーシックセミナー
【循環器分科会】 ベーシックセミナー
【消化器分科会】 ランチョンセミナー1-⑦［ベトキノール・ゼノアック㈱］
UC-11®for the four-leﬀed family
心臓のエコー検査を始める方に おなかの薬・UpDate2019 member (ペットのためのUC-11®)
柴崎 哲
大野耕一
Kevin Owen
パネルディスカッション
【エキゾチックペット分科会】

ウサギの整形外科

― 如何に対処するか ―

佐々井浩志・三輪恭嗣・本阿彌宗紀

パネルディスカッション
【眼科分科会】

第12会場

眼症状を主訴に来院する緊急疾患

1009（250席）

前原誠也・小山博美・塗木貴臣

アドバンスセミナー【生殖器・繁殖分科会】 ベーシックセミナー
【歯科分科会】

第13会場

ペットの繁殖問題
日本の現状と海外との比較

1010（100席）

津曲茂久

第14会場

1歳未満からの歯科治療
網本昭輝

日本小動物内視鏡推進連絡会（共催）
特別セミナー4
［㈱AVS］

なぜ使わない？内視鏡

801・802（100席）
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小動物臨床栄養学研究会

特別セミナー2［㈱日立製作所］

第2会場

1001（200席）

10
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理事・評議員会・総会

小林 光

ホワイエ

11
F

12：15～13：15

特別セミナー1［レナトスジャパン㈱］

鳥巣 至道

第15会場

803（40席）

第16会場

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

運動器分科会
症例検討会

猫の大腿骨骨幹部骨折及びトイ犬種の橈尺骨
804（60席） 遠位端骨折に対するロッキングプレート法

第17会場

805（60席）

第18会場

806（40席）
スタッフセミナー

第19会場

5
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メインホール（1500席）

湯川尚一郎

猫は病気になってからしか来ない？ 健康な猫が来た時の準備はできている？？

小ホール（260席）

服部 幸

総合受付

イベント
ホール
獣医総合臨床認定医ポイント対象プログラム

2

スタッフ口頭発表

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

第20会場
メイン
ホワイエ
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放射線～よい写真を撮る為に

総合受付・クローク（9：00～18：00）・美術ギャラリー
企業展示・ドリンクコーナー
（10：00～17：00）

11月16日㈯
13：30～14：30

14：45～15：45

日時

16：30～17：30

17：45～18：45

市民公開
（15：15～17：30）
シンポジウム

（13：30～15：00）

世界の動物愛護の現状

第1会場

高齢化社会を迎えて、残されたペットたちへの対応

Dr.Johnson Chiang

（13：30～15：15）
シンポジウム①

栄養も考えてみよう、
こんな病気

特別会議場（400席）

細井戸大成・太田光明・髙島一昭・長田 啓
小動物臨床栄養学研究会
（15：30～17：30）
シンポジウム②

ステップアップセミナー
【消化器分科会】

腸内細菌に関わる病気・免疫
～いま、知っておくべきこと～

食べない犬と猫をどうする？
大野耕一・服部 幸・入交眞巳

五十嵐寛高

sippo写真展

分より

産業動物医学フォーラム

教育講演2

一般口演

柄 武志・檜山雅人・西川豊晃

症例検討

症例検討

アドバンスセミナー
【眼科分科会】

ベーシックセミナー
【眼科分科会】

いまさら聞けない点眼治療

それ、眼の病気？脳の病気？

滝山直昭

前原誠也

特別セミナー5［ベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパン㈱］

僧帽弁閉鎖不全症の新たな治療選択肢 ベトメディン®注射液 ～東西解説セミナ～
髙野裕史・中村健介

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

ステップアップセミナー
【腎泌尿器分科会・画像診断分科会】

病理から解明する内分泌疾患

治療に役立つ腎泌尿器の画像診断

賀川由美子

ステップアップセミナー
【呼吸器分科会】

症例検討

症例検討
症例検討

症例検討

症例検討

症例検討

症例検討

華園 究
ベーシックセミナー
【呼吸器分科会】

耳道疾患の診断・治療におけるビデオオト
スコープの活用方法（実際のテクニック）

やさしい血液ガス講座 ― 血液ガスを
どう読むか。
どのように対応するのか。
―

ベーシックセミナー
【生殖器・繁殖分科会】

アドバンスセミナー
【歯科分科会】

堀 達也

江口 徳洋

杉村 肇

症例検討

北尾貴史

猫における繁殖の基礎

顎の骨折を極める

アドバンスセミナー
【腫瘍分科会】

ステップアップセミナー
【腫瘍分科会】

腫瘍免疫と腫瘍免疫治療について

驚愕！これも腫瘍ですか！

ベーシックセミナー
【エキゾチックペット分科会】

ステップアップセミナー【エキゾチックペット分科会・感染症分科会】

加藤 郁

小嶋篤史
ベーシックセミナー
【運動器分科会】

水野 拓也

戸島 篤史

鳥類の真菌・細菌感染疾患の
臨床的診断と治療

ウサギの診療事始め

ステップアップセミナー
【皮膚分科会】

症例検討

症例検討

症例検討

第4会場

1001（200席）

第5会場

1002（200席）

第7会場

1004（100席）

第8会場

1005（100席）

第9会場

1006（100席）

第10会場

1007（100席）

第11会場

1008（170席）
1009（250席）

どの心臓バイオマーカーがどの心臓病の評価に使え
るのか使えないのか？ ― 臨床の実際での使用法 ―

1010（100席）

症例検討
症例検討

森 淳和
アドバンスセミナー
【循環器分科会】

猫の遺伝子疾患
鷹栖雅峰・大和 修

マネージメントセミナー

堀 泰智

動物病院における事務長の役割
～動物病院経営は、右腕に事務長、左腕に副院長の時代へ～
長谷宜勇

第12会場
第13会場
第14会場

801・802（100席）

第15会場

803（40席）
症例検討

症例検討

一般口演

一般口演
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第6会場

犬の膿皮症の上手な治療法 ―内用・外用療法
膝蓋骨内方脱臼
（抗菌薬、ステロイドなど）からスキンケアのコツまで― ―お皿が外れます以外の説明できてますか？―
村山信雄
動物遺伝子疾患研究会

症例検討
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1003（390席）

アドバンスセミナー
【内分泌分科会】

症例検討

第3会場

1101・1102（140席）

歓迎交流会（於：リーガロイヤルホテル）

乳熱の病態評価

症例検討

18

30 ホワイエ

（10：00～17：00）

症例検討

第2会場

1202（200席）

12
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時

田中 綾・小林義崇・長谷川大輔

会場

8
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第16会場

804（60席）

第17会場

805（60席）

第18会場

806（40席）
スタッフセミナー
（小動物臨床栄養学研究会）

スタッフセミナー

スタッフセミナー
（動物のいたみ研究会）

服部 幸

水越美奈

小林豊和

去勢・避妊手術の周術期サポート
猫のライフステージと栄養 行動学を学ぼう Part 3 ルーティンを見直すことからはじまるスキルアップ
スタッフ口頭発表

第20会場

スタッフ口頭発表

小ホール（260席）

5
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メイン
ホワイエ

総合受付・クローク（9：00～18：00）・美術ギャラリー
企業展示・ドリンクコーナー
（10：00～17：00）

第19会場

メインホール（1500席）

（16：00～16：20）

イベント
ホール

分科会Award授賞式

総合受付が変更になりました。
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〈敬称略〉

3

会場
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11月17日㈰

日時
7：45～8：45

9：00～10：00

10：15～11：15

第1会場

平川 篤・小林哲也

ステップアップセミナー
【行動学分科会】

第2会場

猫の多頭飼いに関する問題について

1202（200席）

白井春佳

北野哲也

第4会場

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

ランチョンセミナー
［㈱メディカルタスクフォース］

パネルディスカッション
【消化器分科会・腫瘍分科会】

ランチョンセミナー2-③［DSファーマアニマルヘルス㈱／ネオファーマジャパン㈱］

第5会場

犬の消化器型リンパ腫2019

測ってますか？中性脂肪
～脂質代謝異常の最新情報

第52回小動物臨床血液研究会
パネルディスカッション
【血液・免疫分科会】

ランチョンセミナー2-④［マースジャパンリミテッド］

丸山治彦・森下啓太郎・高橋 雅・呰上大吾

モーニングセミナー1［㈱サスティナコンサルティング］

令和時代の動物病院
マーケティング

浅沼拓人
モーニングセミナー2［大扇産業㈱］

第8会場 眠くてもわかるスキンケアの話、皮膚科
1005（100席） がわからない先生向けに用意しました
森 啓太

第10会場
第11会場

1008（170席）

第12会場

1009（250席）

第13会場

1010（100席）

第14会場

801・802（100席）
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パネルディスカッション
【内分泌分科会】

諦めない糖尿病治療
こんな時どうする？コントロール困難な糖尿病に対する各種戦略
松木直章・西飯直仁・竹内和義
人と動物の比較疾患研究会

ランチョンセミナー2-⑦［ファルミナペットフーズ・ジャパン㈱］

米澤 覚・上村暁子

氏政雄揮

大野耕一

気管虚脱克服への外科的アプローチ
－気管外からのアプローチと気管内ステント留置のメリットとデメリット－

小型犬における肩関節脱臼に対する治療
本阿彌宗紀・樋口雅仁・越智善行・戸次辰郎
パネルディスカッション
【歯科分科会】

動物臨床医学会
企画実行委員会

無麻酔歯石除去の弊害と正しい歯石除去
本田 洋・加藤 郁・高橋 香

特別セミナー6［DSファーマアニマルヘルス㈱］

特別セミナー8
［アイデックスラボラトリーズ］

あなたの抗菌薬の使い方、たぶん間違っています。 症例ベースで理解する 臨床検査
今日から正しい考え方を身につけましょう！
データから読み取る腎臓の異変
鳥巣至道

平田雅彦

ベーシックセミナー
【神経分科会】

ステップアップセミナー
【眼科分科会】

動画で見る神経疾患パートⅣ
～脊髄疾患～
田村慎司

角膜潰瘍への多角的アプローチ
小林義崇

日本獣医救急医療研究会
（共催）

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

神津善広
小宮山典寛

企業向けセミナー

（市民公開）NPO法人 野生動物救護獣医師協会（WRV）
（共催）

【野生鳥獣分科会】
信頼は、感謝と誠実さから生まれる 沖縄の絶滅危惧種を守る獣医学“種の保全から外来種対策まで”

山根義久

長嶺

隆

内視鏡ドライラボ
（有料開催）
［協力：㈱ＡＶＳ］

内視鏡検査の基本手技
坂井 学

第18会場
第19会場

3
F

スタッフ口頭発表

メインホール（1500席）
スタッフセミナー

接遇について

スタッフセミナー（（一社）日本動物看護職協会（共催））

愛玩動物看護師法 成立報告会
横田淳子

メイン
ホワイエ

総合受付・クローク（10：00～17：00）・美術ギャラリー

イベント
ホール

企業展示・ドリンクコーナー
（10：00～17：00）

獣医総合臨床認定医ポイント対象プログラム

4

飼い主が求めるナチュラル療法食：
その背景と未来の展望

パネルディスカッション
【運動器分科会】

806（40席）

小ホール（260席）

増田健一

パネルディスカッション
【呼吸器分科会】

第17会場

第20会場

そもそも炎症ってなに？
炎症のメカニズムから紐解くアレルギー診療

どうしたら良い？ 犬の消化器疾患と食事の選択

伊藤典彦・大倉一郎・井上啓史・大崎智弘

805（60席）

5
F

ランチョンセミナー2-⑤
［動物アレルギー検査㈱］

がんを光で、診る・治す。
人から、動物から。

第15会場

804（60席）

藤田桂一

ランチョンセミナー2-⑥［日本ヒルズ・コルゲート㈱］

803（40席）

第16会場

歯科治療後のデンタルケアが最も大切！

企業展示・ドリンクコーナー
（10：00～17：00）
ポスターセッション

第6会場

1007（100席）

荒井延明・岩谷 直

診断から治療まで 顕微鏡DE症例検討
血液病の診断・治療プロセスを学ぶ！ ～検査の読み方、顕微鏡所見から薬の使い方～

1003（390席）

第9会場

新型高性能OPUプローブの紹介

亘 敏広・浅川 翠・辻本 元

1002（200席）

1006（100席）

枝村一弥

（10：00～17：00）

第3会場

1004（100席）

高齢動物の健康寿命を延ばすためにできること
～運動機能を維持するための動物病院の取り組み～

産業動物医療フォーラム

1101・1102（140席）

第7会場

玉本隆司

動物のいたみ研究会
ランチョンセミナー2-②

特別セミナー7［サスティナコンサルティング㈱］

動物病院経営をアップデートする
― 未来志向の経営学 ―

sippo写真展

1001（200席）

10
F

犬と猫の炎症マーカー活用法
― 特徴を理解し使いこなせるようになろう ―

心臓腫瘍をどう診断しどう治療するのか

特別会議場（400席）

ホワイエ

11
F

11：45～12：45
ランチョンセミナー2-①［富士フイルムVETシステムズ㈱］

パネルディスカッション
【循環器分科会】

ランチョンセミナー2-⑧
［キヤノン医療用品㈱］

リアル症例に学ぶ救急エコーの使い方
～基本から応用までの60分～
中村篤史

11月17日㈰
13：00～14：00

14：15～15：15

市民公開
特別講演

日時

15：45～16：45

17：00～18：00

動物のいたみ研究会
シンポジウム

猫腎臓病治療薬としてのAIM 避妊・去勢手術の温故知新
宮崎 徹

第1会場

～日常化している手術を再考する～

特別会議場（400席）

小嶋佳彦・伊東輝夫・金井浩雄・入交眞巳・手島健次

クリニカルシンポジウム
〔消化器分野〕

嚥下トラブル110番 ～発生原因と診断・治療～

症例検討

中島 亘・中川泰輔・大田 寛

sippo写真展

産業動物医療フォーラム

OPUの理論と実際
大澤健司・松田啓介

HACCP講演会
赤松裕久

症例検討

第3会場

産業動物分科会・畜ガールズ共同企画

1101・1102（140席）

谷 千賀子・笹倉春美・田中 愛・杉山恵美子

特別セミナー9［千寿製薬㈱］

症例検討

第2会場

1202（200席）

ホームドクターが行うべき眼科診療 ― 獣医師、看護師の視点から ―
上岡尚民

第52回小動物臨床血液研究会
ステップアップセミナー
【血液・免疫分科会】
アドバンスセミナー
【血液・免疫分科会】

免疫抑制剤の使い方

免疫抑制療法の落とし穴

水野拓也

久末正晴

企業展示・ドリンクコーナー
（10：00～17：00）
ポスターセッション

第4会場
第5会場

1002（200席）

第6会場

ステップアップセミナー
【内分泌分科会】

ステップアップセミナー
【歯科分科会】

症例検討

ウサギの生殖器疾患を考える：ハイレベル
中田至郎

超音波を用いた穿刺の実際
細胞診、生検、穿刺のコツ

アドバンスセミナー
【神経分科会】

アドバンスセミナー
【腎泌尿器分科会】

宇根 智

矢吹 映

永田雅彦

入江充洋

椎体固定

腎生検

局所解剖とアプローチシリーズ ― 膝関節、
脛骨および足根関節の局所解剖とアプローチ―
アドバンスセミナー
【画像診断分科会】

胸部CT検査の読影の実際
藤原亜紀

救急診療における人工呼吸管理 肺水腫で
チアノーゼを呈しています。
どのように対応しますか。
塗木貴臣
日本獣医内視鏡外科研究会
（共催）

症例検討

ベーシックセミナー
【腫瘍分科会】

犬における非掻痒性脱毛症の鑑別診断

アドバンスセミナー
【呼吸器分科会】

症例検討

SFTS（重症熱性血小板症候群）疑いの犬猫が来院 第8会場
したらどうするか？ ― 体験に基づくアドバイス― 1005（100席）
藤井祐至

アドバンスセミナー
【皮膚分科会】

左近允 巌

症例検討

アドバンスセミナー
【感染症分科会】

アドバンスセミナー
【エキゾチックペット分科会】

ステップアップセミナー
【運動器分科会】

症例検討

アドバンスセミナー
【運動器分科会】

肢端部の骨折
櫻田 晃

第9会場

1006（100席）

第10会場

1007（100席）

第11会場

1008（170席）

ステップアップセミナー
【循環器分科会】

VALVEスタディが発表され僧帽弁閉鎖不全症の治療がどう 第12会場
変わったか ―ACVIM 2019コンセンサスステイトメントをふまえ― 1009（250席）
髙島一昭
アドバンスセミナー
【行動学分科会】

犬と猫の高齢性認知機能不全
小澤真希子

第13会場

1010（100席）

第14会場

病理医からみた各種消化管生検法の
メリットとデメリット

801・802（100席）

浅川 翠

第15会場

803（40席）
804（60席）

第17会場

一般口演

805（60席）

（14：15～16：15）

第18会場

獣医総合臨床医認定試験

806（40席）

スタッフ口頭発表

スタッフ口頭発表

スタッフセミナー

スタッフセミナー

堀木研子

8
F

第16会場

一般口演

感染症から動物を
守る、
自分を守る

10
F

1003（390席）

明日からもっとカルシウムを測定したくなる！ この異常な歯（破折、咬耗、齲蝕、歯の形成障害、 第7会場
カルシウム異常の意義と診断
変色歯、歯の吸収）
に対する治療の考え方
1004（100席）
西飯直仁
藤田桂一

症例検討

11
F

1001（200席）

症例検討

症例検討

12
F

ホワイエ

（10：00～17：00）
分科会セミナー

会場

第19会場

メインホール（1500席）

第20会場

動物看護師の知っておきたい腫瘍

小ホール（260席）

三宅龍二

総合受付・クローク（10：00～17：00）・美術ギャラリー

メイン
ホワイエ

企業展示・ドリンクコーナー
（10：00～17：00）

イベント
ホール

総合受付が変更になりました。

5
F

3
F

〈敬称略〉

5

開催内容（予定） ＊敬称略、内容・講師等は変更になることがあります。

特 別 講 演

17日㈰ 13：00～14：00

第1会場（12F：特別会議場）

猫腎臓病治療薬としての AIM

セミナー

特別ゲスト

宮崎

市

Dr. Johnson Chiang（世界獣医師会 (WVA) 会長）

民 公

16日㈯ 15：15～17：30 第1会場（12F：特別会議場）
（本シンポジウムは JSPS 科研費 JP19HP0020 の助成を受けたものです）

開

高齢化社会を迎えて、残されたペット達への対応
1.
2.
3.
4.

司会：林 良博（国立科学博物館）

終生飼養を厳守するための注意点は
里親になって犬や猫との飼育を始めた時の注意点
飼養困難となった飼主と動物への対応
行政からみた終生飼養下での飼育困難となった動物への対応

野生鳥獣分科会

徹（東京大学大学院医学系研究科）

16日㈯ 13：30～15：00 第1会場（12F：特別会議場）
司会：髙島 一昭（(公財) 動物臨床医学研究所）

世界の動物愛護の現状

シンポジウム

司会：山根 義久（(公財) 動物臨床医学研究所）

細井戸 大成（㈱ネオベッツ）
太田 光明（東京農業大学）
髙島 一昭（(公財) 動物臨床医学研究所）
長田 啓（環境省自然環境局）

（共催：NPO 法人野生動物救護獣医師協会 (WRV)）
17日㈰ 10：15～11：15 第16会場（8F：804）

沖縄の絶滅危惧種を守る獣医学 “種の保全から外来種対策まで”

クリニカルシンポジウム（消化器分野）

座長：箕輪 多津男（NPO法人野生動物救護獣医師協会 (WRV)）

長嶺 隆（ながみねどうぶつクリニック）

17日㈰ 15：45～18：00 第2会場（2F：1202）

嚥下トラブル 110 番 〜発生原因と診断・治療〜

座長：船津 敏弘（動物環境科学研究所）

1. 食道狭窄		
2. 食道拡張症		
3. 咽頭機能不全		

中島 亘（(公財) 日本小動物医療センター）
中川 泰輔（東京大学）
大田 寛（北海道大学）

神経分科会
17日㈰ 9：00～10：00 第13会場（10F：1010）
座長：真下 忠久（舞鶴動物医療センター）
■ ベーシックセミナー
動画で見る神経疾患パートⅣ 〜脊髄疾患〜		
田村 慎司（たむら動物病院）
17日㈰ 15：45～16：45 第10会場（10F：1007）
座長：神志那 弘明（岐阜大学）
■ アドバンスセミナー
椎体固定		
宇根 智（ネオベッツ VR センター）

■ パネルディスカッション 16日㈯ 9：15～11：30 第4会場（10F：1001）

座長：宇根 智（ネオベッツ VR センター）

犬猫の非感染性脳炎「準備しておこう〜一般開業医としての対応」
1. バックグラウンド〜診断		
2. 治療		
3. さあ脳炎と診断されて私のところに帰ってきました
症例でディスカッション		

真下 忠久（舞鶴動物医療センター）

長谷川 大輔（日本獣医生命科学大学）
松木 直章（まつき動物病院）
小路 祐樹（山陽動物医療センター）

呼吸器分科会
16日㈯ 17：45～18：45 第8会場（10F：1005）
座長：永延 清和（宮崎大学）
■ ベーシックセミナー
やさしい血液ガス講座
― 血液ガスをどう読むか。どのように対応するのか。―		
北尾 貴史（動物メディカルセンター）
座長：青木 忍（Vet's office S.AOKI）
■ ステップアップセミナー 16日㈯ 16：30～17：30 第8会場（10F：1005）
耳道疾患の診断・治療におけるビデオオトスコープの活用方法
（実際のテクニック）
		
杉村 肇（どうぶつ耳科専門クリニック 主の枝）
17日㈰ 15：45～16：45 第13会場（10F：1010）
座長：城下 幸仁（犬・猫の呼吸器科）
■ アドバンスセミナー
救急診療における人工呼吸管理
― 肺水腫でチアノーゼを呈しています。どのように対応しますか。―		
塗木 貴臣（TRVA 夜間救急動物医療センター）

6

■ パネルディスカッション 17日㈰ 9：00～11：15 第9会場（10F：1006）

座長：山谷 吉樹（日本大学）

気管虚脱克服への外科的アプローチ
― 気管外からのアプローチと気管内ステント留置のメリットとデメリット ―
1. 気管外からのアプローチ		
2. 気管内ステント留置法		

城下 幸仁（犬・猫の呼吸器科）

米澤 覚（アトム動物病院・動物呼吸器病センター）
上村 暁子（筑波大学）

循環器分科会
16日㈯ 9：15～10：15 第10会場（10F：1007）
座長：須崎 信茂（すざき動物病院）
■ ベーシックセミナー
心臓のエコー検査を始める方に		
柴崎 哲（関西動物ハートセンター）
座長：松本 英樹（まつもと動物病院）
■ ステップアップセミナー 17日㈰ 17：00～18：00 第12会場（10F：1009）
VALVE スタディが発表され僧帽弁閉鎖不全症の治療がどう変わったか
― ACVIM 2019 コンセンサスステイトメントをふまえ ―		
髙島 一昭（(公財) 動物臨床医学研究所）
16日㈯ 17：45～18：45 第13会場（10F：1010）
座長：靏野 光興（ツルノ動物病院）
■ アドバンスセミナー
どの心臓バイオマーカーがどの心臓病の評価に使えるのか使えないのか？
― 臨床の実際での使用法 ―		
堀 泰智（酪農学園大学）

■ パネルディスカッション 17日㈰ 9：00～11：15 第1会場（12F：特別会議場）

座長：田中 綾（東京農工大学）
髙島 一昭（(公財) 動物臨床医学研究所）

心臓腫瘍をどう診断しどう治療するのか
1. 診断		
2. 治療		

平川 篤（ペットクリニックハレルヤ）
小林 哲也（日本小動物がんセンター）

腎泌尿器分科会
■ ステップアップセミナー（画像診断分科会コラボレーション企画）
16日㈯ 17：45～18：45 第7会場（10F：1004）

座長：松村 均（松村動物病院）

治療に役立つ腎泌尿器の画像診断		
17日㈰ 17：00～18：00 第10会場（10F：1007）
■ アドバンスセミナー
腎生検		

■ パネルディスカッション 16日㈯ 9：15～11：30 第8会場（10F：1005）
ガイドラインに基づく尿路結石症の診断と治療

華園 究（酪農学園大学）
矢吹 映（鹿児島大学）

座長：秋吉 秀保（大阪府立大学）

1. 総論		
2. 下部尿路結石症		
3. 上部尿路結石症		

星 史雄（岡山理科大学）
岩井 聡美（北里大学）
桑原 康人（クワハラ動物病院）

生殖器・繁殖分科会
16日㈯ 16：30～17：30 第9会場（10F：1006）
座長：松川 拓哉（まつかわ動物病院）
■ ベーシックセミナー
猫における繁殖の基礎		
堀 達也（日本獣医生命科学大学）
16日㈯ 9：15～10：15 第13会場（10F：1010）
座長：糀場 仁（こうじば動物病院）
■ アドバンスセミナー
ペットの繁殖問題 日本の現状と海外との比較		
津曲 茂久（日本大学）

運動器分科会
16日㈯ 17：45～18：45 第12会場（10F：1009）
座長：望月 学（東京大学）
■ ベーシックセミナー
膝蓋骨内方脱臼 ― お皿が外れます以外の説明できてますか？ ―		
森 淳和（DVMs どうぶつ医療センター横浜）
座長：井野 寛之（にいはま動物病院）
■ ステップアップセミナー 17日㈰ 15：45～16：45 第11会場（10F：1008）
局所解剖とアプローチシリーズ
― 膝関節、脛骨および足根関節の局所解剖とアプローチ ―		
左近允 巌（北里大学）
17日㈰ 17：00～18：00 第11会場（10F：1008）
座長：東条 吉晃（東条動物病院）
■ アドバンスセミナー
肢端部の骨折		
櫻田 晃（さくらだ動物病院）

■ パネルディスカッション 17日㈰ 9：00～11：15 第10会場（10F：1007）
小型犬における肩関節脱臼に対する治療
1.
2.
3.
4.

座長：川田 睦（ネオベッツ VR センター）

小型犬肩関節脱臼に対する診断と治療：総論（非観血を含む）
		
二頭筋腱転位およびその他の古典的方法		
スーチャーアンカー法を含む人工靭帯設置術		
肩関節固定術		

■ 症例検討会

本阿彌 宗紀（東京大学）
樋口 雅仁（動物整形外科病院）
越智 善行（藤井寺動物病院）
戸次 辰郎（ネオベッツ VR センター）

16日㈯ 10：30～11：30 第16会場（8F：804）
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消化器分科会
16日㈯ 10：30～11：30 第10会場（10F：1007）
座長：小出 和欣（小出動物病院）
■ ベーシックセミナー
おなかの薬・UpDate 2019		
大野 耕一（東京大学）
座長：山田 昭彦（西京極どうぶつ病院）
■ ステップアップセミナー 16日㈯ 17：45～18：45 第2会場（12F：1202）
腸内細菌に関わる病気・免疫 ～いま知っておくべきこと～		
五十嵐 寛高（麻布大学）
15日㈮ 19：00～20：30 第7会場（10F：1004）
座長：前谷 茂樹（まえたに動物病院）
■ アドバンスセミナー
唾液腺疾患の診断と治療		
奥田 綾子（ベテック デンティストリー）

■ パネルディスカッション（腫瘍分科会コラボレーション企画）

17日㈰ 9：00～11：15 第4会場（10F：1001）

座長：小出 和欣（小出動物病院）
入江 充洋（四国動物医療センター）

犬の消化器型リンパ腫 2019
1. 診断		
2. 病理		
3. 治療		

亘 敏広（日本大学）
浅川 翠（どうぶつの総合病院）
辻本 元（東京大学）

歯科分科会
■ ベーシックセミナー（協賛：

DS ファーマアニマルヘルス）

16日㈯ 10：30～11：30 第13会場（10F：1010）

座長：本田 洋（本田動物病院）

１歳未満からの歯科治療		

網本 昭輝（アミカペットクリニック）

座長：加藤 郁（加藤どうぶつ病院）
■ ステップアップセミナー 17日㈰ 17：00～18：00 第7会場（10F：1004）
この異常な歯（破折、咬耗、齲蝕、歯の形成障害、変色歯、歯の吸収）
に対する治療の考え方		
藤田 桂一（フジタ動物病院）
16日㈯ 17：45～18：45 第9会場（10F：1006）
■ アドバンスセミナー
顎の骨折を極める		

■ パネルディスカッション（協賛：

マースジャパンリミテッド）

17日㈰ 9：00～11：15 第11会場（10F：1008）

無麻酔歯石除去の弊害と正しい歯石除去

江口 徳洋（Vets Dental & Oral Surgery Office）

座長：幅田 功（センターヴィル動物病院）

1. 無麻酔歯石除去に関する獣医師の（アンケート結果からの）見解		
2. 無麻酔歯石除去による弊害実例		
3. 正しい歯石除去		

本田 洋（本田動物病院）
加藤 郁（加藤どうぶつ病院）
高橋 香（鹿児島大学）

眼科分科会
16日㈯ 16：30～17：30 第4会場（10F：1001）
座長：上岡 尚民（うえおか動物病院）
■ ベーシックセミナー
いまさら聞けない点眼治療		
滝山 直昭（獣医眼科クリニック 名古屋）
座長：滝山 直昭（獣医眼科クリニック 名古屋）
■ ステップアップセミナー 17日㈰ 10：15～11：15 第13会場（10F：1010）
角膜潰瘍への多角的アプローチ		
小林 義崇（アニマルアイケア・東京動物眼科醫院）

■ アドバンスセミナー（共催：日本獣医臨床眼科研究会）

16日㈯ 17：45～18：45 第4会場（10F：1001）

座長：太田 充治（動物眼科センター）

それ、眼の病気？脳の病気？		
■ パネルディスカッション（協賛：

千寿製薬㈱／

16日㈯ 9：15～11：30 第12会場（10F：1009）

前原 誠也（酪農学園大学）

㈱メニワン）
座長：長谷川 貴史（大阪府立大学）

眼症状を主訴に来院する緊急疾患
1. 眼外傷 ～まずするべきことは？～		
2. 急な痛みと充血した眼の鑑別と治療		
3. 眼症状を主訴に来院した全身疾患		

滝山 昭（滝山獣医科病院）

前原 誠也（酪農学園大学）
小山 博美（ネオベッツ VR センター）
塗木 貴臣（TRVA 夜間救急動物医療センター）

皮膚分科会
15日㈮ 19：00～20：30 第10会場（10F：1007）
座長：野中 雄一（のなか動物病院）
■ ベーシックセミナー
今からはじめるスキンケア ～洗浄と保湿のパラダイム～		
江角 真梨子（Vet Derm Tokyo）
座長：綿貫 和彦（ドリトル動物病院）
■ ステップアップセミナー 16日㈯ 16：30～17：30 第12会場（10F：1009）
犬の膿皮症の上手な治療法
― 内用・外用療法（抗菌薬、ステロイドなど）からスキンケアのコツまで ―		
村山 信雄（犬と猫の皮膚科）
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17日㈰ 15：45～16：45 第9会場（10F：1006）
座長：宇野 雄博（セントラルシティ動物病院）
■ アドバンスセミナー
犬における非掻痒性脱毛症の鑑別診断		
永田 雅彦（どうぶつの総合病院）

■ パネルディスカッション 16日㈯ 9：15～11：30 第7会場（10F：1004）

座長：山田 茂夫（山田動物病院）
安川 邦美（やすかわ動物クリニック）

犬の食物アレルギー性皮膚炎をアップデートしよう！
1. 発症機序		
2. 診断と各種検査		
3. 治療の実際		

百田 豊 （日本獣医生命科学大学）
村山 信雄（犬と猫の皮膚科）
川野 浩志（Medical Biome）

内分泌分科会
■ ベーシックセミナー（協賛：

DS ファーマアニマルヘルス）

15日㈮ 19：00～20：30 第9会場（10F：1006）

座長：毛利 崇（もうり動物病院）

放っておいていませんか？ 高脂血症の診断と治療の実際		

五十嵐 寛高（麻布大学）

座長：大東 勇介（おおひがし動物病院）
■ ステップアップセミナー 17日㈰ 15：45～16：45 第7会場（10F：1004）
明日からもっとカルシウムを測定したくなる！カルシウム異常の意義と診断		 西飯 直仁（岐阜大学）
16日㈯ 16：30～17：30 第7会場（10F：1004）
座長：華園 究（酪農学園大学）
■ アドバンスセミナー
病理から解明する内分泌疾患		
賀川 由美子（病理組織検査ノースラボ）

■ パネルディスカッション 17日㈰ 9：00～11：15 第7会場（10F：1004）

座長：毛利 崇（もうり動物病院）

諦めない糖尿病治療 こんな時にどうする？コントロール困難な糖尿病に対する各種戦略
1. モニタリングの精度を高める		
2. 併発疾患のコントロール		
3. インスリン製剤の選択と食餌療法		

血液・免疫分科会

第 52 回小動物臨床血液研究会

飯田 一英（飯田犬猫病院）

松木 直章（まつき動物病院）
西飯 直仁（岐阜大学）
竹内 和義（さがみ中央動物医療センター）

（顕微鏡協力：

㈱ AVS）

座長：森下 啓太郎（北海道大学）
■ ステップアップセミナー 17日㈰ 15：45～16：45 第5会場（10F：1002）
免疫抑制剤の使い方		
水野 拓也（山口大学）
17日㈰ 17：00～18：00 第5会場（10F：1002）
座長：高橋 雅（鹿児島大学）
■ アドバンスセミナー
免疫抑制療法の落とし穴		
久末 正晴（麻布大学）

■ パネルディスカッション（顕微鏡ディスカッション）

17日㈰ 9：00～11：15 第5会場（10F：1002）

診断から治療まで 顕微鏡 DE 症例検討

座長：下田 哲也（山陽動物医療センター）

血液病の診断・治療プロセスを学ぶ！
アドバイザー：丸山 治彦（日本大学）
～検査の読み方・顕微鏡所見から薬の使い方～		
森下 啓太郎（北海道大学）
		
高橋
雅（鹿児島大学）
		
呰上 大吾（東京農工大学）

腫瘍分科会
17日㈰ 17：00～18：00 第9会場（10F：1006）
座長：三宅 龍二（岡山動物がんセンター・三宅動物病院）
■ ベーシックセミナー
超音波を用いた穿刺の実際 細胞診、生検、穿刺のコツ		
入江 充洋（四国動物医療センター）
座長：入江 充洋（四国動物医療センター）
■ ステップアップセミナー 16日㈯ 16：30～17：30 第10会場（10F：1007）
腫瘍免疫と腫瘍免疫治療について		
水野 拓也（山口大学）
16日㈯ 17：45～18：45 第10会場（10F：1007）
座長：児玉 和仁（児玉どうぶつ病院）
■ アドバンスセミナー
驚愕！ これも腫瘍ですか！		
戸島 篤史（(公財) 日本小動物医療センター）

■ パネルディスカッション（消化器分科会コラボレーション企画）

17日㈰ 9：00～11：15 第4会場（10F：1001）

座長：小出 和欣（小出動物病院）

犬の消化器型リンパ腫 2019
1. 診断		
2. 病理		
3. 治療		

入江 充洋（四国動物医療センター）

亘 敏広（日本大学）
浅川 翠（どうぶつの総合病院）
辻本 元（東京大学）
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エキゾチックペット分科会
16日㈯ 16：30～17：30 第11会場（10F：1008）
座長：白川 希（かやの森動物病院）
■ ベーシックセミナー
ウサギの診療事始め		
加藤 郁（加藤どうぶつ病院）

■ ステップアップセミナー（感染症分科会コラボレーション企画）

16日㈯ 17：45～18：45 第11会場（10F：1008）

座長：三輪 恭嗣（みわエキゾチック動物病院）

鳥類の真菌・細菌感染疾患の臨床的診断と治療		

小嶋 篤史（鳥と小動物の病院リトル・バード）

17日㈰ 15：45～16：45 第8会場（10F：1005）
座長：片岡 智徳（あゆとも動物病院）
■ アドバンスセミナー
ウサギの生殖器疾患を考える：ハイレベル		
中田 至郎（水前寺公園ペットクリニック）

■ パネルディスカッション 16日㈯ 9：15～11：30 第11会場（10F：1008）

座長：藤原 明（フジワラ動物病院）
深瀬 徹（岡山理科大学）

ウサギの整形外科 ― 如何に対処するか ―
1. 骨折の診断と分類		
2. 創外固定法について		
3. プレートとワイヤーによる固定		

佐々井 浩志（北須磨動物病院）
三輪 恭嗣（みわエキゾチック動物病院）
本阿彌 宗紀（東京大学）

行動学分科会
■ ベーシックセミナー（共催：日本獣医動物行動研究会）

15日㈮ 19：00～20：30 第8会場（10F：1005）

座長：近藤 悦子（神戸いぬ・ねこ問題行動診療）

子猫を迎えたら。子猫を迎えた飼い主に伝える行動学		

藤井 仁美（代官山動物病院・自由が丘動物医療センター）

■ ステップアップセミナー 17日㈰ 9：00～10：00 第2会場（12F：1202）
猫の多頭飼いに関する問題について		

白井 春佳（にいがたペット行動クリニック）

17日㈰ 17：00～18：00 第13会場（10F：1010）
■ アドバンスセミナー
犬と猫の高齢性認知機能不全		

小澤 真希子（関内どうぶつクリニック）

感染症分科会
■ ステップアップセミナー（エキゾチックペット分科会コラボレーション企画）
16日㈯ 17：45～18：45 第11会場（10F：1008）

座長：三輪 恭嗣（みわエキゾチック動物病院）

鳥類の真菌・細菌感染疾患の臨床的診断と治療		

小嶋 篤史（鳥と小動物の病院リトル・バード）

17日㈰ 17：00～18：00 第8会場（10F：1005）
座長：水谷 哲也（東京農工大学）
■ アドバンスセミナー
SFTS（重症熱性血小板症候群）疑いの犬猫が来院したらどうするか？
― 体験に基づくアドバイス ―		
藤井 祐至（山陽動物医療センター）

■ パネルディスカッション 16日㈯ 9：15～11：30 第9会場（10F：1006）

座長：杉山 和寿（杉山獣医科）

犬猫の腸内細菌の役割を考えるⅡ ― 感染症に打ち克つためにできること ―
1.
2.
3.
4.

犬猫の腸内細菌の大規模調査結果		
腸内細菌はどんな疾患に関係しているのか		
動物の腸内免疫の臨床への応用の先駆け		
IBD と腸内細菌		

田向 健一（田園調布動物病院）

宮下
栗田
村田
横山

めぐみ（アニコムホールディングス㈱）
吾郎（栗田動物病院）
佳輝（むらた動物病院）
望（北海道大学）

画像診断分科会
15日㈮ 19：00～20：30 第11会場（10F：1008）
座長：山田 英一（山田動物クリニック）
■ ベーシックセミナー
胸部レントゲン撮影！ 撮影技術から読影まで		
新坊 弦也（北海道大学）

■ ステップアップセミナー（腎泌尿器分科会コラボレーション企画）
16日㈯ 17：45～18：45 第7会場（10F：1004）

座長：松村 均（松村動物病院）

治療に役立つ腎泌尿器の画像診断		

華園 究（酪農学園大学）

17日㈰ 15：45～16：45 第12会場（10F：1009）
座長：坂大 智洋（新潟動物画像診断センター）
■ アドバンスセミナー
胸部 CT 検査の読影の実際		
藤原 亜紀（日本獣医生命科学大学）

■ パネルディスカッション 16日㈯ 9：15～11：30 第5会場（10F：1002）

座長：滝口 満喜（北海道大学）

胸部レントゲン、エコー、CT 検査の比較検討
1. レントゲン・エコー検査		
2. CT 検査		
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中出 哲也（酪農学園大学）

中村 健介（宮崎大学）
堀 あい（酪農学園大学）

人と動物の比較疾患研究会

17日㈰ 9：00～11：15 第8会場（10F：1005）

がんを光で、
診る・治す。
人から、
動物から。
1.
2.
3.
4.

座長：伊藤 典彦（鳥取大学）

人から、動物から、世界での取り組みアップデート		
ポルフィリン化合物を用いる、がんの診断と治療		
人から		
動物から		

伊藤
大倉
井上
大崎

典彦（鳥取大学）
一郎（東京工業大学 名誉教授）
啓史（高知大学）
智弘（鳥取大学）

動物のいたみ研究会
17日㈰ 14：15～17：00 第1会場（12F：特別会議場）
■ シンポジウム
＜生殖器・繁殖分野＞
避妊・去勢手術の温故知新 〜日常化している手術を再考する〜	

座長：枝村 一弥（日本大学）
、西村 亮平（東京大学）

1. 不妊と避妊そして去勢手術の意義と考え方		
2. エビデンスから避妊去勢の時期、方法、益と害を再考する		
3. 内視鏡外科手術は本当に低侵襲なのか		
4.「去勢と避妊」行動学の立場から		
5. 去勢および避妊手術の疼痛管理はどこまで必要か？		

小嶋
伊東
金井
入交
手島

佳彦（小島動物ウェルネスセンター）
輝夫（青葉どうぶつ病院）
浩雄（かない動物病院）
眞巳（どうぶつの総合病院）
健次（日本大学）

16日㈯ 16：30～17：30 第19会場（5F：メインホール）
■ スタッフセミナー
去勢・避妊手術の周術期サポート
ルーティンを見直すことからはじまるスキルアップ		

小林 豊和（帝京科学大学）

■ ランチョンセミナー 17日㈰ 11：45～12：45 第2会場（12F：1202）
高齢動物の健康寿命を延ばすためにできること
〜運動機能を維持するための動物病院の取り組み〜		

枝村 一弥（日本大学）

小動物臨床栄養学研究会
16日㈯ 13：30～15：15 第2会場（12F：1202）
■ シンポジウム１
栄養も考えてみよう、
こんな病気

座長：大野 耕一（東京大学）

1. 循環器疾患		
2. 眼科疾患		
3. 神経疾患		
16日㈯ 15：30～17：30 第2会場（12F：1202）
■ シンポジウム２
食べない犬と猫をどうする？

田中 綾（東京農工大学）
小林 義崇（アニマルアイケア・東京動物眼科醫院）
長谷川 大輔（日本獣医生命科学大学）

座長：大野 耕一（東京大学）

1. 食欲不振のメカニズムと食欲増進薬		
2. 食べない猫へ食べさせる工夫		
3. 心因性の食欲不振		
16日㈯ 13：30～14：30 第19会場（5F：メインホール）
■ スタッフセミナー
猫のライフステージと栄養		

大野 耕一（東京大学）
服部 幸（東京猫医療センター）
入交 眞巳（どうぶつの総合病院）
服部 幸（東京猫医療センター）

座長：大野 耕一（東京大学）
■ ランチョンセミナー 16日㈯ 12：15～13：15 第2会場（12F：1202）
今年の一押しは？療法食のトレンド in 令和元年		
ロイヤルカナン ジャポン
		
日本ヒルズ・コルゲート㈱
		
MSD アニマルヘルス㈱
		
日本農産工業㈱

動物遺伝子疾患研究会

16日㈯ 16：30～17：30 第13会場（10F：1010）

猫の遺伝子疾患
1. 今、考えるべき猫の遺伝子疾患：スコティッシュ・ホールドの骨軟骨異形成症		
2. 今、注目すべき猫の遺伝子疾患：赤血球ピルビン酸キナーゼ欠損症、など		

企業向けセミナー

鷹栖 雅峰（那須野ヶ原アニマルクニック）
大和
修（鹿児島大学）

17日㈰ 9：00～10：00 第16会場（8F：804）

信頼は、感謝と誠実さから生まれる		

マネージメントセミナー

山根 義久（(公財) 動物臨床医学研究所）

16日㈯ 16：30～18：45 第14会場（8F：801・802）

動物病院における事務長の役割
座長：内田 恵子
～動物病院経営は、右腕に事務長、左腕に副院長の時代へ～
		
長谷 宜勇（エルザ動物医療センター）
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日本獣医救急医療研究会〔共催〕

17日㈰ 9：00～11：15 第14会場（8F：801・802）

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

日本獣医内視鏡外科研究会〔共催〕

神津 善広（北摂夜間救急動物病院）
小宮山 典寛（三鷹獣医科グループ）

17日㈰ 15：45～16：45 第14会場（8F：801・802）

病理医からみた各種消化管生検法のメリットとデメリット		

浅川 翠（どうぶつの総合病院）

産業動物分科会
乳熱を科学する ― ロジックな低カルシウム血症の治療を目指す ―
分娩直後の起立不能症（乳熱）の治療はボログルコン酸カルシウム輸液剤によるカルシウム補給が一般的である。しかし、初診時にボログルコン酸
カルシウム輸液剤を静脈内投与しても十分な治療効果が得られないことも決して希ではない。これは、
乳熱の病態が単純な低カルシウム血症だけで無く、
種々の生理的反応が交絡して生じているたである。本セミナーでは低カルシウム血症の病態生理学を紐解くことで、単純なカルシウム補充療法だけで
は治癒しない病態を理解し、ロジックな低カルシウム血症の治療戦略を提案したい。そのためには、各地で行われている乳熱治療に関する後向調査に
基づいた現状把握、低カルシウム血症の病態生理学的評価、カルシウム輸液剤の特性を理解することが肝要である。乳熱症例に漫然と 500ml のボログ
ルコン酸カルシウム液だけを静脈内投与することに疑問を抱いている臨床獣医師には必見のセミナーである。論理的な乳熱治療、すなわち周産期疾病
の治療の第一歩である。

■ 第 1 日目：11月16日㈯ 第3会場（11F:1101・1102）
9：30～11：50
〈教育講演１〉
低カルシウム血症の現状を知る
(1)
(2)
(3)
(4)

座長：西川 豊晃（北海道 NOSAI ひがし）

Down Cow と Downer Cow の違い		
低カルシウム血症とはなにか		
北海道における乳熱の実態調査−道南地域の臨床記録簿から		
中四国における乳熱の実態調査−・・・県の臨床記録簿から

佐藤 礼一郎（麻布大学）
鈴木 一由（酪農学園大学）
塚野 健志（北海道 NOSAI みなみ）

〈ランチョンセミナー〉 12：00～13：15 （協賛：
㈱堀場アドバンスドテクノ）
		
近藤 直（北海道 NOSAI ひがし）
「情報提供」㈱堀場アドバンスドテクノ
〈教育講演２〉
乳熱の病態評価

13：30～15：30
座長：佐藤 礼一郎（麻布大学）

(1) 超音波診断で乳熱の病態評価ができるか		
(2) 血液生化学検査で乳熱の病態評価ができるか		
(3) なぜ甚急性乳房炎症例にカルシウム輸液剤は禁忌なのか		
〈一般口演〉

15：30～18：45

総合司会：柄 武志（鳥取大学）

■ 第 2 日目：11月17日㈰ 第3会場（11F:1101・1102）
〈共催：獣医輸液研究会〉 9：00～11：15
カルシウム輸液剤を考える
(1)
(2)
(3)
(4)

座長：塚野 健志（北海道 NOSAI みなみ）

分娩性低カルシウム血症におけるカルシウム剤投与の注意点		
病態生理学から考える低カルシウム血症の輸液戦略		
カルシウム輸液−高張食塩液の併用はありか？		
総合討論

〈ランチョンセミナー〉 11：30～12：10
新型高性能 OPU プローブの紹介
〈分科会セミナー〉
OPU の理論と実際

柄 武志（鳥取大学）
檜山 雅人（山口大学）
西川 豊晃（北海道 NOSAI ひがし）

（協賛：

佐藤 礼一郎（麻布大学）
鈴木 一由（酪農学園大学 )
大塚 優磨（北海道 NOSAI ひがし）

㈱メディカルタスクフォース）

12：30～14：00
座長：石井 一功（石井動物病院）

(1) 牛における OPU の現状と課題、将来展望について		
(2) 牧場への OPU・IVF・ET の取り組み		
(3) 総合討論

大澤 健司（宮崎大学）
松田 啓介（マツダ牛群管理サービス）

14：45～15：00
座長：犬丸 憲之（筑豊家畜診療所）
〈HACCP 講演会〉
農場 HACCP、発展の要因と今後の課題		
赤松 裕久（赤松ファームクリニック）

〈産業動物分科会・畜ガールズ共同企画〉 15：15～17：15
産業動物診療所の現場からの報告
～産休育休問題から臨床獣医師の仕事の本質を問う～		
		
		
		
〈2020 年度産業動物フォーラムの予告〉 17：15～
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谷 千賀子（畜ガールズ）
笹倉 春美（NOSAI 兵庫）
田中 愛（NOSAI 山形）
杉山 恵美子（NOSAI えひめ）

動物病院スタッフ・VN 分科会
■ セミナー 16日㈯ 9：15～10：15 第19会場（5F：メインホール）
・放射線 ～よい写真を撮る為に～		

湯川 尚一郎（倉敷芸術科学大学）

16日㈯ 14：45～15：45 第19会場（5F：メインホール）

・行動学を学ぼう ― Part 3 ―		

水越 美奈（日本獣医生命科学大学）

17日㈰ 9：00～10：00 第20会場（5F：小ホール）

・接遇について		
17日㈰ 14：15～15：15 第20会場（5F：小ホール）

・感染症から動物を守る、自分を守る		

堀木 研子（バイエル薬品㈱）

17日㈰ 15：45～16：45 第20会場（5F：小ホール）

・動物看護師の知っておきたい腫瘍		

三宅 龍二（岡山動物がんセンター・三宅動物病院）

■ 小動物臨床栄養学研究会 16日㈯ 13：30～14：30 第19会場（5F：メインホール）
猫のライフステージと栄養		

服部 幸（東京猫医療センター）

16日㈯ 16：30～17：30 第19会場（5F：メインホール）
■ 動物のいたみ研究会
去勢・避妊手術の周術期サポート
ルーティンを見直すことからはじまるスキルアップ		

小林 豊和（帝京科学大学）

■ 一般社団法人日本動物看護職協会〔共催〕 17日㈰ 10：15～11：15 第20会場（5F：小ホール）
愛玩動物看護師法 成立報告会		
横田 淳子（(一社) 日本動物看護職協会）
■ 口頭発表・ポスター発表

ドライラボ 〔有料

別途申込み必要〕

15日㈮ 15：00～19：40 第16会場（8F：804）

実習費： 50,000 円 定員 18 名
1. 猫の大腿骨骨幹部骨折及びトイ犬種の橈尺骨遠位端骨折に対するロッキングプレート法
座長：櫻田
晃（さくらだ動物病院）
（協力：
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱）
		
本阿弥 宗紀（東京大学）
		
戸次 辰郎（ネオベッツ VR センター）
17日㈰ 9：00～11：15 第17会場（8F：805）

2. 内視鏡ドライラボ（協力：
㈱ AVS）
内視鏡検査の基本手技		

実習費：8,000 円

定員 9 名

坂井 学（日本大学）

ランチョンセミナー
16 日㈯ 12:15 ～ 13:15
1.［第 2 会場（12F:1202）］
今年の一押しは？ 療法食のトレンド in 令和元年
協賛：

小動物臨床栄養学研究会

2.［第 4 会場（10F:1001）］
手持ちスリットランプ入門
協賛：

～見て治す目の病気 2019 ～

典彦（鳥取大学）
定員 100 名

藤田

ライオン商事㈱

4.［第 7 会場（10F:1004）］
犬アトピー性皮膚炎の新しい治療薬
～犬用抗体医薬品ロキベトマブがやってくる～
協賛：

伊藤

興和㈱

3.［第 5 会場（10F:1002）］
臨床現場から見えてくる犬の歯周病の特徴
協賛：

定員 100 名

ゾエティス・ジャパン㈱

桂一（フジタ動物病院）
定員 100 名

江角

真梨子（㈱ VDT（Vet Derm Tokyo））
定員 80 名
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5.［第 8 会場（10F:1005）］
明日からできる保湿
協賛：

下浦

宏美（㈱ VDT（Vet Derm Tokyo））

日本全薬工業㈱

定員 80 名

6.［第 9 会場（10F:1006）］
犬緑内障の原因、分類・治療とトータルケアについて

金井

一亨（北里大学）

協賛：獣医医療開発㈱

定員 80 名

7.［第 10 会場（10F:1007）］
UC-11®for the four-leffed family member（ペットのための UC-11®）
協賛：

Kevin Owen（ロンザ）

ベトキノール・ゼノアック㈱

定員 80 名

17 日㈰ 11:45 ～ 12:45
1.［第 1 会場（12F: 特別会議場）］
犬と猫の炎症マーカー活用法 ― 特徴を理解し使いこなせるようになろう ―
協賛：

定員 100 名

枝村

定員 100 名

～脂質代謝異常の最新情報

DS ファーマアニマルヘルス㈱／

荒井 延明（AIN’S 動物診療サポート）
岩谷 直（ネオファーマジャパン㈱）
ネオファーマジャパン㈱

4.［第 5 会場（10F:1002）］
歯科治療後のデンタルケアが最も大切！
協賛：

藤田
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健一（動物アレルギー検査㈱）

大野

耕一（東京大学）

日本ヒルズ・コルゲート㈱

定員 80 名

氏政

ファルミナペットフーズ・ジャパン㈱

8.［第 12 会場（10F:1009）］
リアル症例に学ぶ救急エコーの使い方
協賛：

増田

定員 80 名

7.［第 9 会場（10F:1006）］
飼い主が求めるナチュラル療法食：その背景と未来の展望
協賛：

定員 100 名

動物アレルギー検査㈱

6.［第 8 会場（10F:1005）］
どうしたら良い？ 犬の消化器疾患と食事の選択
協賛：

キヤノン医療用品㈱

定員 100 名

桂一（フジタ動物病院）

マースジャパンリミテッド

5.［第 7 会場（10F:1004）］
そもそも炎症ってなに？ 炎症のメカニズムから紐解くアレルギー診療
協賛：

一弥（日本大学）

動物のいたみ研究会

3.［第 4 会場（10F:1001）］
測ってますか？中性脂肪
協賛：

隆司（酪農学園大学）

富士フイルム VET システムズ㈱

2.［第 2 会場（12F:1202）］
高齢動物の健康寿命を延ばすためにできること
～運動機能を維持するための動物病院の取り組み～
協賛：

玉本

～基本から応用までの 60 分～

雄輝（㈱ブイエムスリー）
定員 80 名

中村

篤史（TRVA 夜間救急動物医療センター）
定員 100 名

特別セミナー
1.［16日㈯ 9：15～11：30 第 1 会場（12F: 特別会議場）］
シリコン製剤による体内水素発生が及ぼす犬・猫への治療事例

小林

光（大阪大学）

協賛：レナトスジャパン㈱
2.［16日㈯ 9：15～11：30 第 2 会場（12F:1202）］
肝臓疾患の画像診断
協賛：

座長：宮林

孝仁（iVEAT 福岡 Veterinary Specialty Practice (VSP)）

㈱日立製作所

3.［16日㈯ 9：30～11：30 第 20 会場（5F: 小ホール）］
ベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパン㈱ 朝日新聞 sippo 共催セミナー
猫は病気になってからしか来ない？ 健康な猫が来た時の準備はできている？？
服部
協賛：

ベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパン㈱

4.［16日㈯ 10：30～11：30 第 14 会場（8F:801・802）］
日本小動物内視鏡推進連絡会（共催）
なぜ使わない？内視鏡
協賛：

協賛：

至道（宮崎大学）

髙野 裕史（JASMINE どうぶつ循環器病センター）
中村 健介（宮崎大学）

ベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパン㈱

6.［17日㈰ 9：00～10：00 第 12 会場（10F:1009）］
あなたの抗菌薬の使い方、たぶん間違っています。
今日から正しい考え方を身につけましょう！

鳥巣 至道（宮崎大学）

DS ファーマアニマルヘルス㈱

7.［17日㈰ 10：15～11：15 第 2 会場（12F:1202）］
動物病院経営をアップデートする ― 未来志向の経営学 ―
協賛：

北野

哲也（㈱サスティナコンサルティング）

平田

雅彦（アイデックス ラボラトリーズ㈱）

上岡

尚民（うえおか動物病院）

浅沼

拓人（㈱サスティナコンサルティング）

㈱サスティナコンサルティング

8.［17日㈰ 10：15～11：15 第 12 会場（10F:1009）］
症例ベースで理解する 臨床検査データから読み取る腎臓の異変
協賛：

アイデックスラボラトリーズ㈱

9.［17日㈰ 15：45～18：00 第 4 会場（10F:1001）］
ホームドクターが行うべき眼科診療 ― 獣医師、看護師の視点から ―
協賛：

鳥巣

㈱AVS

5.［16日㈯ 16：30～18：45 第 5 会場（10F:1002）］
僧帽弁閉鎖不全症の新たな治療選択肢
ベトメディン ®注射液 ～東西解説セミナ～

協賛：

幸（東京猫医療センター）

千寿製薬㈱

モーニングセミナー
17 日㈰ 7:45 ～ 8:45
1.［第 7 会場（10F:1004）］
令和時代の動物病院マーケティング
協賛：

㈱サスティナコンサルティング

2.［第 8 会場（10F:1005）］
眠くてもわかるスキンケアの話、皮膚科がわからない先生向けに用意しました
協賛：

大扇産業㈱

定員 80 名

森

啓太（犬と猫の皮膚科）
定員 80 名
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一般口演 （順不同）＊タイトルは変更となる場合があります。ご了承下さい。
・犬における薬剤誘発性レニン - アンジオテンシン - アルドステロン系の
活性化に対するアラセプリルと併用したエプレレノンの効果の検討
・犬における薬剤誘発性レニン - アンジオテンシン - アルドステロン系の
活性化に対するアラセプリルと併用したスピロノラクトンの効果の検討
・METORI-50V®を用いた前房フレアの観察法の検討
・気管切開術 － 7 年間 100 例の経験
・健康な猫でのホルター心電図によるイバブラジンとアテノロールの効果の比較
・加齢重度歯肉炎発症犬に対する犬インターフェロンαの経口製剤の有効性
・臨床化学検査値共用に向けた外部精度管理調査による検査値の検討
・最新 Thomas Splint・REGENEBONE®の開発
・人歯科学における歯周再生療法の変遷に応じた獣医療への技術展開
・リハビリテーション & プリベンテーション
知ってもらいたい犬のフィットネスとアクアセラピー
・ネコ多発性嚢胞腎の治療薬としてのトリバプタンの臨床応用
・犬種別の平均寿命の比較

16日㈯・17日㈰

酒谷 篤（日本獣医生命科学大学）
加藤
永延
城下
川村
伊藤
早川
池水
田村

安美（日本獣医生命科学大学）
清和（宮崎大学）
幸仁（犬・猫の呼吸器臨床研究会）
彩乃（日本獣医生命科学大学）
亮（ホクサン株式会社）
典之（日本獣医生命科学大学）
智博（北条動物病院）
和也（永原動物病院）

山田 りこ（(一社) アニマルライフパートナーズ協会）
佐藤 れえ子（岩手大学）
水谷 雄一郎（(公財) 動物臨床医学研究所）

症例検討 （順不同）＊タイトルは変更となる場合があります。ご了承下さい。
神経
・病理組織検査によってグレードⅢの髄膜腫と診断された犬の 3 例

坪居 穏佳（アツキ動物医療センター）

呼吸器
・咳嗽と喀血を呈した猫の気管支疾患の 1 例
・バルーン拡張術を行った鼻咽頭狭窄症の猫 4 例
・先天性腹膜心膜横隔膜ヘルニアの猫の 1 例
・ 肋骨骨折の継時観察中に生じた肺葉ヘルニアの犬の 1 例
・気管支内に発生したポリープにより呼吸困難を生じた犬の 1 例

稲葉
伊藤
河合
西村
望月

健一（犬・猫の呼吸器科）
菜々（倉敷動物医療センター・アイビー動物クリニック）
紀人（(公財) 動物臨床医学研究所）
育宏（おざき動物病院）
俊輔（ネオベッツ VR センター）

循環器
・中齢にて発見された動脈管開存症を併発した腹膜心膜横隔膜ヘルニアの1例
・免疫介在性皮膚疾患により二次性に心筋障害を呈した犬の 1 例
・バルーン弁口拡大術を実施した犬における心エコー図検査での
肺動脈弁逆流評価法の検討
・大動脈弁下型心室中隔欠損を伴う両大血管右室 起始症の犬の 1 例

新実 誠矢（麻布大学）
松本 英樹（まつもと動物病院）

腎泌尿器
・先天性を疑う両側性水腎症の猫の 1 例
・腎不全猫と健常猫での酸化ストレス度と抗酸化力の比較
・腎臓周囲嚢胞と診断し腎臓摘出術を実施した犬の 1 例
・繰り返す膀胱炎に対し、腹腔鏡補助下による膀胱結石摘出術が有用であった1例
・犬におけるパルスドプラ法を用いた腎血流評価
・後腹膜仮性嚢胞を伴った胸部腎の猫の 1 例

須藤
遠藤
最首
齊藤
伊東
河合

生殖器・繁殖
・Vanishing testis と診断した犬の 1 例

加山 英（山田動物病院）

運動器
・前腕部近位粉砕骨折を呈した犬の 1 例
・猫の特発性関節炎の 1 例
・特発性筋原性ミオパチーを疑った犬の 1 例
・前肢断脚後、早期理学療法を行い義足歩行獲得した犬の 1 症例
・岸上式プラスチックスプリント（KPS）を用いた猫の中足骨骨折の治療
・Grade Ⅳの膝蓋骨内方脱臼に前十字靭帯断裂を起こした犬の 2 例
・TPLO 術後に胃穿孔を発症した犬の 1 例
・骨端軟骨異形成症による大腿骨頭骨端板骨折が疑われた猫の 1 例
・プードル・イタリアングレーハウンドの橈骨尺骨骨折において
中長期観察が可能であった 10 治験例
・下顎骨骨折に対し ALPS を使用し良好な結果を得られた犬の 3 例
消化器
・犬の膵臓捻転を認めた 1 例
・局所止血剤の使用後に肝膿瘍を発症した犬の 1 例
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星 克一郎（見附動物病院）
樋口 裕梨（大正動物医療センター）

寿延（南が丘動物病院）
薫（遠藤犬猫病院）
桃子（苅谷動物病院グループ 足立総合病院）
大輝（まさき動物病院）
理実（酪農学園大学）
紀人（(公財) 動物臨床医学研究所）

有馬 克治（相模原どうぶつ医療センター）
原田 高志（ハート動物クリニック）
高野 重徳（Pet Clinic アニホス）
浅野 勇太（アニマルクリニックこばやし）
宮本 昌広（岸上獣医科病院）
谷 友一郎（ゆう動物病院）
河野 太一（リバティ神戸動物病院）
小坂 周平（まつかわ動物病院）
樋口 雅仁（動物整形外科病院）
松村 和紀（すざき動物病院）
関口 晃弘（エルザ動物医療センター）
田中 隆志（髙島平手塚動物病院）

・好酸球性腸炎と診断されステロイド単剤療法で良好な経過をたどっている猫の1例
・バルーン拡張術を実施した十二指腸狭窄の猫の 1 例
・肝外胆管閉塞に対しプレドニゾロンとトレピブトンを用いた犬の 2 例
・銅関連性肝障害を伴ったドーベルマンの 2 例
・特発性口蓋血管損傷により重度貧血を呈した猫の 1 例
・猫の腸管閉塞における炎症マーカー（SAA) の有用性について
・高ガンマグロブリン血症を伴った消化管好酸球性硬化性線維増殖症の猫の1例
・銅蓄積性肝障害の猫の 1 例
・総胆管屈曲により胆道閉塞の見られた腹膜心膜横隔膜ヘルニアの犬の1例
・著明な平滑筋変性を伴ったT 細胞性（貫壁性）消化管リンパ腫の犬の1例
・外科手術後に重篤な合併症を認めた肝細胞癌の犬の 1 例
・他院での 3 回の手術失敗から 8 カ月後に手術を行った
肝内性門脈体循環シャントの犬の 1 例
・外傷性口腔鼻腔瘻が認められた猫の 1 例
・犬の胆嚢線種の 2 例
・犬猫の十二指腸重複症の 2 例
・先天性大静脈孔ヘルニアの犬の 1 例
・外科的切除により良化した脂肪肉芽腫性リンパ管炎を伴う
リンパ管拡張症の犬の 1 例
・背部に発生した外傷性腹壁ヘルニアの犬の 1 例

中西
西森
阪本
鈴木
吉田
岩田
桃木
陶山
田中
佐藤
小出

隼一（松山ほうじょう動物クリニック）
大洋（木村どうぶつ病院）
裕美（日本大学）
要（日本大学）
佳倫（日本獣医生命科学大学）
潤（乙訓どうぶつ病院）
啓輔（大阪府立大学）
雄一郎（小滝橋動物病院目白通り高度医療センター）
翔（日本動物高度医療センター）
勇希（日本動物高度医療センター）
和欣（小出動物病院）

二村
森谷
篠部
二瓶
岩田

侑希（小出動物病院）
玲子（(公財) 動物臨床医学研究所）
義信（しのべ動物病院）
和美（富士フィルム VET システムズ）
徳余（舞鶴動物医療センター）

小西 翔（(公財) 動物臨床医学研究所）
小西 翔（(公財) 動物臨床医学研究所）

歯科
・光誘導蛍光定量法を応用した歯垢・歯石検査用ライトの開発
・鼻腔内に含歯性嚢胞を認めたパグの 1 例
・両側性歯周病性下顎骨骨折を認めた短頭種犬の 1 例
・ダックスフントの上顎犬歯部歯周病の特徴的な進行パターン
・呼吸困難を示した歯原性嚢胞の犬の 1 症例
・犬の下顎骨骨折の回顧的調査から得られた臨床的特徴
・下顎に発生した悪性末梢神経鞘腫の犬の 1 例
・側方性歯周嚢胞と診断した犬の 1 例
・犬の抜歯時の残根除去に用いる器具についての検討
・口蓋粘膜フラップを用いて口腔鼻腔瘻を修復した猫の 1 例

網本
島袋
在塚
小川
田端
小暮
田村
田中
樋口
寺井

眼科
・ポリビニルアルコール添加ヒアルロン酸 /dodecahydrosqualene
混合人工涙液乳剤のイヌ角膜潰瘍治療効果
・眼窩に結節を形成した結節性肉芽腫性上強膜炎の犬の 1 例
・犬水晶体嚢内摘出術 14 眼における術前後での眼圧推移

田中 拓也（大阪府立大学）
上枡 雄一（ネクスト動物医療センター）
東 和生（鳥取大学）

皮膚
・メトトレキサートで長期管理をしている非上皮向性T細胞リンパ腫の1例
・犬に認められたイソオキサゾリン系薬物に低感受性を示すネコノミの寄生2例
・犬におけるフィプロニルの滴下投与剤とイミダクロプリド＋モキシデクチン
の滴下投与剤の併用による外部寄生虫の駆除
・臨床徴候から食物過敏症による皮膚症状を疑い特異的IgE検査とリンパ球
反応検査の結果から除去食試験を実施した犬の 25 症例の回顧的調査
・薬剤の変更により良好な反応を認めた好酸球性プラークの猫の 1 例
内分泌
・誤食によりビタミン D 中毒および高カルシウム血症を呈した犬の 2 症例
・抗利尿ホルモン不適合分泌症候群が疑われた犬の 1 例
・PTH が低値であった原発性上皮小体機能亢進症の犬の 1 例
・胆嚢粘液嚢腫と副腎皮質機能亢進症およびインスリノーマを認めた犬の1例
・クッシング症候群治療中にトリロスタンを 3 回投与し、アジソン病を
発症した犬の 1 例
・先天性甲状腺機能低下症の猫の 1 例
血液・免疫
・治療抵抗性の多発性骨髄腫の犬の 1 例
・猫の骨髄腫関連疾患の 1 例
・好塩基球増加を伴う急性単球性白血病（AMOL FAB-M5a with basophilia）
の猫の 1 例
・出血傾向を伴った第Ⅻ因子活性低下の猫の 1 例
・免疫抑制療法とサイトカイン療法により完解に導入した再生不良性貧血の犬の1例
・猫のリンパ腫症例における血清アミロイド A の挙動に関する検討
・難治性肝疾患に対して、脂肪由来幹細胞を投与した 2 例

昭輝（小動物歯科研究会）
友理（奈良動物医療センター）
直哉（フジタ動物病院）
祐生（アミカペットクリニック）
克俊（やまびこ動物病院）
啓介（フジタ動物病院）
和也（永原動物病院）
聖晃（舞鶴動物医療センター）
翔太（おぎの歯科医院）
寛郎（てらい動物病院）

森本 真一郎（ゆう動物病院）
中村 有加里（葛城生命科学研究所）
中村 有加里（葛城生命科学研究所）
井上 慎也（GREENDOG 東京ミッドタウンクリニック）
野中 雄一（のなか動物病院）
寒河江 亮太（岸上獣医科病院）
森下 豪（もんど動物病院）
則竹 容子（千村どうぶつ病院）
二村 美沙紀（小出動物病院）
神先 芽衣（舞鶴動物医療センター）
合田 直樹（セントラルシティ動物病院）
酒井 秀夫（諫早ペットクリニック）
酒井 秀夫（諫早ペットクリニック）
小路
大塚
高橋
松山
吉井

祐樹（山陽動物医療センター）
真子（山陽動物医療センター）
義明（ペットクリニック ハレルヤ ）
美冬（東京大学）
香織（東京動物医療センター）
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・犬の骨髄異形成症候群の1症例におけるDNAメチル化阻害薬（アザチジン）
による試験的治療
・T 領域リンパ腫の治療中に免疫介在性血小板減少症を発症した犬の 1 例
腫瘍
・乳腺癌ステージⅢの猫に対し術後メトロノミック療法を実施した 3 例
・猫の舌に発生した肥満細胞腫の 1 例
・術後化学療法により長期生存が得られた血管肉腫の犬の 2 例
・T-Zone リンパ腫の犬 10 頭の臨床的特徴
・マントル細胞リンパ腫の犬の 1 例
・骨髄種関連疾患の猫 2 症例
・腸管の血管肉腫を疑った猫の 1 例
・ヘリコバクター除菌療法後に寛解に至った猫の胃B細胞型リンパ腫の3例
・COP 化学療法が奏功した独立円形細胞腫瘍の犬の 1 例
・虹彩への浸潤を認めた大顆粒性リンパ球性リンパ腫の猫の 1 例
・顕著な好酸球増多症候群を伴った、腸間膜リンパ節原発大顆粒性
リンパ腫の猫の 1 例
・恥骨切開せずに腹部正中切開と会陰部切開の組み合わせで
尿道・膣一括切除を行った尿道移行上皮癌の犬の 1 例
・甲状腺髄様癌の犬の 2 例
・皮膚髄外形質細胞腫と診断されたコッカースパニエルの 1 症例
・犬におけるドキソルビシン投与後の有害事象の検討
・動注化学療法と分子標的薬を併用し治療した肛門嚢腺癌の犬の 1 例
・腹腔内出血を伴った肝腫瘤に対し TAE（経カテーテル動脈塞栓術）を
実施し救命し得た猫の 1 例
・大腿部に血管肉腫を認めた犬の 2 例
・末梢神経に生じた犬のリンパ種の 1 例
・心嚢液の病理検査により確定診断が可能であった中皮腫の犬の 1 例
・ACTH 刺激試験が有用であった原発性アルドステロン症の犬の 1 例
・再発性の悪性末梢神経鞘腫に対しオルソボルテージによる放射線照射を
実施した犬の 1 例
・犬の鼻腔内腺癌に対する放射線治療において再照射計画策定に苦慮した1例
・脾臓にみられた由来不明の神経内分泌腫瘍
・外科療法にて良好な QOL が得られた鼻腔内腫瘍の 2 例
・胸腺腫の犬の 1 例
・腹腔内に播種性転移した犬の卵巣癌を外科手術とリン酸トセラニブで治療した1例
・呼吸困難を呈したリンパ腫疑いの猫の 1 例
エキゾチックペット
・陰嚢周囲トラブルを呈したウサギの 4 症例
・死後解剖によりリンパ腫と診断したウサギの 1 例
・ 大動脈起始部の化学受容器腫瘍による心機能低下が疑われた
ヨツユビハリネズミの 1 例
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武者 栞（東京大学）
中村 勇太（アニマルクリニックこばやし）
澤 康二郎（澤動物病院 神奈川動物医療センター）
谷 修一（もみの木動物病院）
橋本 淳史（山陽動物医療センター）
神田 拓野（山陽動物医療センター）
浅野 舞（山陽動物医療センター）
岸田 康平（山陽動物医療センター）
宮本 明奈（山陽動物医療センター）
辻 誠（いしづか動物病院）
寺尾 将司（兵庫ペット医療センター尼崎）
八巻 佳佑（刈谷動物病院 足立総合病院）
岩尾 ひかる（苅谷動物病院グループ 葛西橋通り病院）
豊原
森崎
柴田
伊藤
三澤

理仁（埼玉動物医療センター）
将輝（ハート動物クリニック）
恵美子（中郷どうぶつ病院）
敏生（泉南動物病院）
果林（Pet Clinic アニホス）

川村
深井
片山
才田
中道

悠太（川村動物病院）
和紘（アニマルクリニックこばやし）
遼平（奈良動物医療センター）
祐人（矢田獣医科病院）
潤（日本動物高度医療センター）

秋山 今日子（舞鶴動物医療センター）
岩永 優人（舞鶴動物医療センター）
徳永 葵（光が丘動物病院）
小笠原 淳子（(公財) 動物臨床医学研究所）
小笠原 淳子（(公財) 動物臨床医学研究所）
山田 昭彦（西京極どうぶつ病院）
小原 有加里（西京極どうぶつ病院）
中西 比呂子（ゆず動物病院）
成毛 淳人（シンシア動物病院）
伊村 啓（ポックル動物病院）

行動学
・同居猫同士の攻撃行動症例からの一考察
・胆振東部地震後に地震恐怖症を疑った犬の 1 例
・地震が遠因となった攻撃行動の猫の 1 症例

小田 健郎（札幌動物行動クリニック）
室井 尚子（Jiu 動物行動クリニック）
長谷 生子（はせ犬と猫の病院）

感染症
・西日本で初めて Anaplasma phagocytophilum 感染症と診断した犬の 1 例
・アトバコンによる犬バベシア症への治療戦略
・非滲出型猫伝染性腹膜炎と診断した猫 1 例
・頸部に腫瘤を生じたクリプトコッカス症の猫の 1 例
・犬における真菌性鼻炎の 2 例
・当院におけるアンチバイオグラムの作成と活用
・犬種別のワクチンアレルギー発生率の比較

藤井
山崎
髙橋
三木
樋笠
相見
水谷

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

小川名 巧（あいち犬猫医療センター）
田中 利幸（大阪府立大学）

野生鳥獣
・鳥取県中西部における傷病野生鳥獣救護状況

森谷 玲子（(公財) 動物臨床医学研究所）

祐至（山陽動物医療センター）
裕之（やまさきペットクリニック）
利尚（日本大学）
伸悟（舞鶴動物医療センター）
正晃（セントラルシティ動物病院）
千恵子（(公財) 動物臨床医学研究所）
雄一郎（(公財) 動物臨床医学研究所）

ポスターセッション （順不同）＊タイトルは変更となる場合があります。ご了承下さい。
・尿サンプル由来三次元オルガノイド培養法を用いた抗がん剤感受性検査
・イヌにおける十全大補湯による抗がん剤の副作用軽減作用の検討
・グルコサミン・プロテオグリカン含有健康補助食品による主に痛みに
対する効果の検証
・腎機能低下犬におけるブルーベリー茎エキス含有サプリメントの効果
・幼齢犬におけるレプトスピラワクチンの有効性について
・Uterine leiomyosarcoma in a cat
・Cranial mediastinal mast cell tumor in a dog
・西日本豪雨における当院の被災動物の看護記録と改善点の検討
・グルーミングにおける飼い主の意識調査 ― アンケート結果を基に ―
・犬の加齢に伴う体温変化の有無、犬種別ワクチンアレルギー発生状況の調査
・予防についての飼い主の意識調査
・動物用食器のぬめりに対する効果的な洗浄方法
・フードの適切な保存方法
・安全面を考慮したペットの適切な移動方法
・スケーリング以外の効果的な口腔内ケア方法
・夏場の犬の散歩における体温変化に関する分析
・ウサギが食べられる植物について
・爬虫類の防災
・鳥の防災
・ペットの防災
・犬の散歩の必要性
・犬の飼育における給餌方法と食欲の関係
・犬・猫の保護と譲渡と殺処分に対する意識調査
― 現状を知り、今後について考える ―
・シニア犬の歩行ケアについて
・簡単！家庭でできる口腔ケア
・犬のおもちゃの菌調査
・犬の食欲不振への対処法
・ペット保険の現状と課題

臼井 達哉（東京農工大学）
篠原 祐太（イスクラ産業株式会社）
加藤 明久（D&C 獣医科クリニック）
小沼 守（千葉科学大学）
神谷 国宏（ダイゴペットクリニック）
Hyemin NA（Kyungpook National University）
Yeseung LEE（Kyungpook National University）
岡野 麻里子（倉敷動物医療センター・アイビー動物クリニック）
阪本 菜摘（倉吉動物医療センター・山根動物病院）
小椋 美佳（倉吉動物医療センター・山根動物病院）
谷川 静流（米子動物医療センター）
石井 海央（穴吹動物専門学校）
片角 真菜（穴吹動物専門学校）
柏原 未来（穴吹動物専門学校）
枝廣 桃果（穴吹動物専門学校）
池田 陽菜（大阪 ECO 動物海洋専門学校）
木原 千春（広島アニマルケア専門学校）
藤田 襟蘭（専門学校穴吹動物看護カレッジ）
光宗 さらら（専門学校穴吹動物看護カレッジ）
白玖 なつみ（専門学校穴吹動物看護カレッジ）
宇田 妃夏乃（専門学校穴吹動物看護カレッジ）
木村 絵里香（専門学校穴吹動物看護カレッジ）
笠原
宇山
瀬川
前田
藪本
平井

スタッフ口頭発表 （順不同）＊タイトルは変更となる場合があります。ご了承下さい。
・消化管手術における術後の栄養管理
・胸腰部椎間板ヘルニア術後リハビリテーション
・犬における簡易的な褥瘡リスクアセスメントスケールの有効性の検討
・しっかり看て測って評価しよう！術前に高血圧を認めた犬に対する血圧モニター
・犬の加齢に伴う体温変化の有無、犬種別ワクチンアレルギー発生状況の調査
・予防についての飼い主の意識調査
・アニマルセラピーにおける現状
・外部寄生虫と感染症に関する調査研究
・夏場の犬の散歩における体温変化に関する分析
・ウサギが食べられる植物について
・犬・猫の保護と譲渡と殺処分に対する意識調査
― 現状を知り、今後について考える ―
・犬のおもちゃの菌調査
・ペット保険の現状と課題

16日㈯・17日㈰

利奈（岡山理科大学専門学校）
諒（岡山理科大学専門学校）
美奈（岡山理科大学専門学校）
佳乃（岡山理科大学専門学校）
結香（岡山理科大学専門学校）
夕海（岡山理科大学専門学校）

16日㈯・17日㈰

佐倉井 美紅（アリス動物病院）
西村 春香（松山ほうじょう動物クリニック）
小野沢 栄里（日本獣医生命科学大学）
福嶌 歩（ネオベッツ VR センター）
小椋 美佳（倉吉動物医療センター・山根動物病院）
谷川 静流（米子動物医療センター）
神谷 美紗妃（学校法人野上学園 神戸ブレーメン動物専門学校）
石井 千裕（学校法人野上学園 神戸ブレーメン動物専門学校）
池田 陽菜（大阪 ECO 動物海洋専門学校）
木原 千春（広島アニマルケア専門学校）
笠原 利奈（岡山理科大学専門学校）
前田 佳乃（岡山理科大学専門学校）
平井 夕海（岡山理科大学専門学校）
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■ 第 1 回「獣医総合臨床認定医試験」開催のご案内
11 月 17 日㈰ 14：15 ～ 16：15

第 18 会場（8F：806）

■「獣医総合臨床認定医」のご案内
目

獣医小動物臨床において一定水準以上の総合的診療能力を備えた獣医師を認定することにより、幅広い分野の臨床獣医を育成し、
日本の臨床獣医学の発展・向上を図るとともに、人々がより高い水準の獣医療の恩恵を受けられる社会の実現を図ることにより、
社会の福祉の向上に寄与する。

的

ポイント取得ガイド
ステップⅠ

ポイント手帳購入
（2,000 円）

＊ご希望の方は下記事務
局までご連絡下さい。

ステップⅡ

ポイント取得

細則：認定医試験受験
資格のポイント数の基準
および、受講すべき各分
野をご確認下さい。

ステップ Ⅲ

受験資格審査

基本資格を有し、過去7年
以内に取得したポイントが
50ポ イント 以 上 に なっ た
ら、受験資格申請書を提出。
（当財団HPよりダウンロード）

ステップ Ⅳ

ステップ Ⅴ

認定医試験

認定医登録

1 年に 1 回行われる認定
医試験を受験。

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

〔動物臨床医学会年次大会
期間中に実施予定〕

基本資格とは ①小動物臨床経験を 5 年以上有する者

②申請時より過去 5 年間以上連続して本学会の会員であり、会費を完納している者
③申請時より過去 5 年以内に 3 回以上本学会へ出席している者
＊上記ご不明な場合は、事務局までお問合せ下さい。

■ 交通のご案内
◇関西国際空港から

・JR「大阪駅」まで約 55 分
・南海電鉄「なんば駅」まで約 30 分
・空港リムジンバスで「大阪駅」まで約 60 分

◆会場へのアクセス

＜電車＞
・京阪電車中之島線「中之島（大阪国際会議場）
駅」
（2 番出口）すぐ
・JR 大阪環状線「福島駅」から徒歩約 15 分
・JR 東西線「新福島駅」
（3 番出口）から徒歩約
10 分
・阪神本線「福島駅」
（3 番出口）から徒歩約10 分
・大阪市営地下鉄「阿波座駅」
（中央線 1号出口・
千日前線 9 号出口）から徒歩約 15 分

◇大阪国際空港（伊丹）から

至 東京
To Tokyo

・空港リムジンバスで「大阪駅」まで約 30 分

◇新幹線（新大阪駅）から

・JR 在来線で「大阪駅」まで約 5 分

大阪国際空港（伊丹）

京都

Osaka International Airport

至 広島

To Hiroshima

JR Kyoto

JR山陽新幹線

JR東海道新幹線

JR Sanyo Shinkansen

新神戸

JR Shin-Kobe

JR Tokaido Shinkansen

新大阪

JR Shin-Osaka
JR Osaka

大阪

＜バス＞
・JR「大阪駅」駅前バスターミナルから、大阪市営
バス（53 系統 船津橋行）または（55 系統 鶴町四
丁目行）で約15 分「堂島大橋」バス停下車すぐ
・無 料シャトルバスが、「リーガロイヤルホテ
ル」
（学会会場隣）と JR「大阪駅」
（桜橋口）の
間で運行されており、ご利用頂けます
・中 之島ループバス「ふらら」で地下鉄・京阪
「淀屋橋駅」
（4番出口・住友ビル前）から約15分

■ 参加登録料
個人（A・B・C）会員、団体会員、特別会員（プロシーディングのデジタル版（Acti Book）付）
個人 A 会員の家族及びそこに勤務する獣医師
非会員（プロシーディングのデジタル版（Acti Book）付、事前登録のみ）
非会員（16 日㈯のみ）
非会員（17 日㈰のみ）
学生（社会人大学院生及び社会人研究生は含みません）
産業動物獣医師
スタッフ（VN）（16 日㈯, 17 日㈰）
スタッフ（VN）（16 日㈯のみ）
スタッフ（VN）（17 日㈰のみ）
セミナー（15 日㈮ 19:00 〜 20:30）
歓迎交流会（16日㈯ 18:30 〜 21:00）
（40 回を記念して参加費無料です）

関西国際空港

Kansai International Airport

事前登録
当日登録
10,000 円
15,000 円
12,000 円
17,000 円
25,000 円
30,000 円
18,000 円
20,000 円
18,000 円
20,000 円
3,000 円
5,000 円
10,000 円
15,000 円
12,000 円
13,000 円
7,000 円
8,000 円
7,000 円
8,000 円
事前登録及び当日登録されていれば入場可能です。
15日㈮のセミナーのみ聴講希望の場合は、参加費2,000円で当日受け付けます。
リーガロイヤルホテルにて

＊プロシーディング1セット（No.1 ～ 3） 22,000円
●同封の振替用紙（青色用紙）で必要事項を記入の上お振込み下さい。
●ウェブサイトでも事前登録を受け付けております（但し、クレジットカード決済のみ）
。
詳しくは https://va.apollon.nta.co.jp/dorinken19/ 又は http://www.dourinken.com/ をご覧下さい。

●事前参加登録締切日は 11 月 1 日㈮

必着厳守でお願いします。

●ランチョンセミナー参加ご希望の場合は、事前登録の際に併せてお申込み下さい。
先着順にて受付けます（ウェブサイト、郵便振込のいずれの方法でもお申込み可能です）
。
●発表者・展示会場のみの入場の方も登録をお願い致します。依頼講師の方は参加登録料は免除。
●事前参加登録をされた場合、登録料金の返金は致しかねます。
●会員入会希望の方は同封の振替用紙（赤色用紙）で年次大会までに（11 月 1 日㈮ 必着）お振込み下さい。
● 16 日㈯の終了後、歓迎交流会を開催（会場：リーガロイヤルホテル）
。40 回を記念して無料です。
● 16日㈯、17日㈰、展示会場（3F・10F）にて薬品、医療器具、ペット関係、書籍等の展示があります。
●美術ギャラリー（5F）にて、会員の先生方の趣味の作品を展示します。
● sippo 写真展（12F）にて開催。

●お問い合わせ先

動物臨床医学会年次大会事務局
〒682-0025 鳥取県倉吉市八屋 214-10
（公財）
動物臨床医学研究所内
TEL: 0858-26-0851 FAX: 0858-26-2158
E-mail: dorinken@apionet.or.jp
URL: https://www.dourinken.com/

