症例発表プログラム
順番

時間

第Ⅰ会場

第Ⅱ会場

犬の膀胱上皮癌に対して一次診療施設でできる治療

9:30 ～ 9:42

1 ---トセラニブとNSAIDsの併用効果---

9:42 ～ 9:54

2

9:54 ～ 10:06

3 単独使用した犬の1例

10:06 ～ 10:18 4

柴田 恵美子

肩関節脱臼を生じた犬の5例

第Ⅲ会場
佐々木 雅一

片側椎弓切除の術後
急死した犬の1例

第Ⅳ会場

回復期において

吉嵜 響子

第Ⅴ会場

第Ⅵ会場

犬の僧帽弁形成術，検討4（術後1年間における イレウスの原因追及のためにCT検査を
血糖コントロールに苦慮した糖尿病の
僧帽弁の機能形態的安定性）
三原 吉平 実施した猫の1例
宮窪 真由香 猫の1例
小出 祐揮

猫の扁平上皮癌にトセラニブを使用した1例 重度に変位した犬の腰仙椎接合部における PGF2α製剤の投与により危機的な状況を脱した 犬の僧帽弁閉鎖不全症におけるアルファキサロン 膵外分泌不全による慢性下痢を認めた
インスリン耐性糖尿病の原因が
太田 茉耶 外傷性椎体脱臼の整復法の検討
古橋 秀成 子宮蓄膿症の犬の1例
清水 万夢 麻酔導入についての検討
新実 誠矢 猫の1例
石川 雄大 先端肥大症であった猫の1例

佐々木 広大

c-Kit陽性の内蔵型肥満細胞腫にトセラニブを 環椎陥没骨折により神経症状を呈した猫に対し 犬の入院時における血清コルチゾール濃度の 開心術における末梢動脈での
三浦 春水 手術を実施した1例
宮下 泰典 予後予測マーカーとしての有用性
青山 令奈 周術期管理に関する検討

丸井 彩矢香

若齢犬に発症した皮膚肥満細胞腫2例

水野 累

佐藤 恵一

血管輪異常により重度の
食道拡張がみられた犬の1例

松野 祐貴

当院受診時に副子固定法をされていた
犬の胸水および腹水におけるLDHアイソザイム 犬の僧帽弁形成術における術後予防抗菌剤の リンパ管拡張を伴う脂肪肉芽腫性リンパ管炎に対し 犬と猫の糖尿病発症時における基礎疾患と
小型犬の橈尺骨骨折症例
森本 修 測定の診断的有用性
内藤 瑛治 必要性についての検討
渡辺 樹 外科切除を行った犬の1例
原田 高志 その影響
松波 登記臣

長期間の完全寛解を得た犬の皮膚上皮向性 仮骨形成・リモデリング能力を考慮した
一次臨床施設における術野の消毒効果と 2時間を超える大動脈遮断の僧帽弁形成術の 貝類誤飲症例における新たな試み
10:18 ～ 10:30 5
T細胞性リンパ腫の1例
甲斐 勝行 若齢犬の橈尺骨骨折治療
古上 裕嗣 時間の推移
木下 恵美子 犬の2例
金本 勇
導入時に脳ヘルニアを起こした中枢神経系 17頭の小型犬の橈尺骨骨折整復におけるダイナミックコン 呼吸停止を引き起こした胸郭入口部気管虚脱に対して バルーン弁口拡大術中に心停止した
肝内門脈体循環シャントの20例
10:30 ～ 10:42 6
リンパ腫（T細胞性）の犬の1例
橋本 直幸 プレッションプレート使用後の骨吸収の調査 水野 景介 外科的処置によって救命できた犬の1例
平尾 大樹 重度肺動脈狭窄の犬の1例
千村 収一

休

10:42 ～ 11:00
犬の脾臓結節・腫瘤60症例に関する
KPSを用いた犬の中手骨骨折の治療
超小型犬でみられた喉頭麻痺に対して
11:00 ～ 11:12 7
回顧的調査
櫻井 洋介
宮本 昌広 左側披裂軟骨側方化術を実施した治療成績
GIANT HYPERTROPHIC GASTRITIS（MENETRIER'S- 膝蓋骨脱臼と膝窩筋
11:12 ～ 11:24 8
LIKE DISEASE）の犬の1例
古川 敬之

楢木 佑将

末松 正弘

11:48 ～ 12:00 11

GISTと診断された犬4症例

前田 悠貴

大腿骨頭切除術失宜により医原性膝蓋骨内方脱臼 パピークラスにおける
Grade4を呈した犬の1例
伏見 寿彦 不適切な排尿についての調査

進藤 允

井立 由起子

13:20 15:00
～

昼
腫瘍と間違えやすい非腫瘍性疾患、
非腫瘍性疾患と間違えやすい腫瘍

休
犬の直腸腫瘤22例の治療成績

伊東 輝夫

平川 篤

寒河江 亮太

白内障として紹介来院した犬の眼にみられた
合併症および併発症について
岡本 有一

回復に苦労した胆嚢破裂の犬の1例

久野 芳樹

血小板活性化ビーズを用いて作製した
血清点眼の検討
安藤 達彦

猫における犬糸状虫症予防の重要性

胃に発生したB細胞性悪性リンパ腫により 角膜内皮変性に続発したと思われる重度の角膜浮腫に対して
後腹膜腔気腫を呈した猫の1例
篠崎 達也 角膜表層切除後結膜被覆術を行った犬の1例
中村 誠

犬の中枢型肺塞栓症の13例

藤岡 崇伯

胃の腺腫様ポリープが十二指腸内に流れ込み幽門通過障害を
犬の所謂ドライアイおよび角膜疾患における
引き起こしたためポリペクトミーを実施した猫2例 高橋 雅弘 他家多血小板血漿の点眼による治療の試み

荒蒔 義隆

フェノバルビタール反応性唾液腺症の
ウサギの子宮疾患と避妊手術の普及
犬の2例
水田 賢司
中張 藍子

中村 有加里

藤野 和彦

食
難解なカルシウム代謝異常

生川 幹洋 先生（三重動物医療センター）

15:00 ～ 15:15
15:15 ～ 15:27 12

犬の大動脈血栓塞栓症の4例

一次病院で遭遇しやすい腫瘍の手術のコツと
テクニック～乳腺腫瘍、脂肪腫、その他～

小林 哲也 先生（日本小動物がんセンター）

成田 正斗

猫の原発性アルドステロン症を疑う1例

憩

結腸腺癌を認めたフレンチブルドッグの1例 小型犬を対象とした自転車漕ぎ運動動作の 動物医療コンサルテーションの事例解析:名古屋
初発心房細動に対する
加藤 泰一郎 モデル化
真鍋 勝 ベテリナリーコンサルテーションからの報告 湯木 正史 ジルチアゼム持続点滴の効果

12:00 ～ 13:20

教育講演

近藤 仁

特発性乳び胸に対して自己血パッチ療法を試みた 開腹手術後に右房内もやもやエコーを認めた 胃内異物による胃及び腹壁穿孔に起因した
FHV-1感染を疑う若齢猫に対してFamciclovirを
猫1例と犬2例
鍛冶 伸光 心房中隔欠損症の犬の1例
古池 敏英 広範囲の皮膚壊死を認めた犬の1例
宮下 竜一 投与した4例 投与量についての考察
藤本 泰史

犬の消化管型リンパ腫のレスキュー治療に 超音波検査による犬の膝蓋骨内方脱臼における
鼻咽頭ポリープの猫2例
11:24 ～ 11:36 9
ACNUを使用した1例
杉方 秀輔 大腿骨滑車角度の測定とグレード別の比較 森島 常統

11:36 ～ 11:48 10

持続的な高Ca血症を発症した猫の1例

松木 直章 先生（まつき動物病院）

憩

脛骨高平部水平化骨切り術を行った
高齢飼い主とのペット終生飼育契約の1例から考察する、
ピモベンダンにより左室拡張能が改善した 口唇裂に一次口蓋裂を併発した犬の3症例 毛球症を併発した拡張型心筋症の
グレートピレニーズの1例
南 香里 超高齢化社会におけるペットの終生飼育の在り方 奥田 順之 CVHDの犬の1例
駒井 仁史
江口 徳洋 ウサギの1例
大橋 銀河

大腿部に発生した巨大腫瘍に対して骨盤半切除術および 犬の前十字靭帯断裂における
15:27 ～ 15:39 13
腫瘍摘出術を行った犬の3例
小林 鮎実 膝関節装具の適用

尾崎 佐記

蛋白漏出性腸症の治療中に低カルシウム
肺高血圧症とうっ血性左心不全を併発した動脈管
左右上顎犬歯周囲口蓋側に歯周炎による激しい
心原性肺水腫を内科的に長期コントロールした
血症を呈した犬の1例
井本 博貴 開存症の犬にピモベンダンを投与した1例
則竹 容子 骨欠損を伴う口腔鼻腔瘻を認めた犬の1例 小儀 直子 ゴールデンハムスターの1例
岡地 幸子

両側副腎腫瘍に罹患し、右側副腎摘出により
陳旧性横隔膜ヘルニアの1例
15:39 ～ 15:51 14
副腎皮質腺癌と診断された犬の症例 黒木 曹平

八島 裕樹

アトピー性皮膚炎に対してMMD療法を行った8症例 慢性心臓弁膜症の犬における血漿心房性ナトリウム 口腔内清浄化が功を奏した重篤な歯周炎および 脾臓に血管肉腫を認めたハリネズミの1例
武本 奈津枝 利尿ペプチド測定の有用性
大石 隆光 口内炎の犬の2治療例
中川 恭子
森崎 将輝

15:51 ～ 16:03 15

心室中隔に発生した血管肉腫の犬の1症例

岩田 晋典

猫の甲状腺機能亢進症における上皮小体の 増殖性壊死性外耳炎を認めた雑種猫の1例 イヌの重度僧帽弁閉鎖不全症例における
位置と手術法
吉田 圭佑
洞田 知嗣 血中心筋トロポニンI濃度に関する検討

安平 佑正

シーズーの上顎後臼歯部に発生したアミロイド産生性 腎性血尿を呈したトイ・プードルの1例
歯原生腫瘍（APOT）の1例
福永 恵
島袋 友理

犬の頚部脊髄腫瘍に対し摘出手術を行い 軟口蓋に形成された唾液腺嚢胞の猫の1例 犬の膿皮症から分離されたブドウ球菌の
僧帽弁閉鎖不全症の犬における開心術前後での 身体検査時に発見された犬の口腔内扁平上皮癌の 後天性ファンコーニ症候群を疑った犬の1例
16:03 ～ 16:15 16
良好な経過を呈した1症例
日暮 優也
田口 正行 薬剤耐性率
藤永 洋平 ANP・心エコー図検査項目の変動
名倉 隼平 外科的治療の1例
杉井 めぐみ
舟山 卓

休

16:15 ～ 16:30
咀嚼筋を首座とした特発性多発性筋炎の 胸腔内アプローチを実施した
16:30 ～ 16:42 17
犬の1例
穴澤 哲也 猫の漏斗胸の1例

平林 弘行

脂漏性皮膚炎と診断した若齢犬の1例

中野 航

憩
特発性乳び胸に対し膝窩リンパ節を用いた
下顎の汚れを主訴に来院した15歳猫の下顎吻側に 犬の全434頭におけるシスタチンCの
リンパ管造影CT検査を行った犬の2例 坂本 学 発生した扁平上皮癌
金山 智子 疫学調査
小梢 優

一次診療施設における犬の乳腺腫瘍の
治療に苦慮した犬の会陰ヘルニアの1例
腹部に異所寄生していた肺吸虫症の犬の1例 ステップ減圧法を用いた犬猫用血圧計の覚醒下に 犬の舌小帯吻側基部に発生した扁平上皮癌の 大口径腹壁膀胱瘻設置術を行った
16:42 ～ 16:54 18
回顧的調査
貝沼 大樹
石田 正弘
今西 貴久 おける非観血的血圧測定法の評価
和田 智樹 外科切除後の食事管理について
岸川 由佳 猫2例と犬1例
桑原 康人
鼻腔内腫瘍における超音波乳化吸引装置による 卵巣遺残に対し腹腔鏡視下手術が
避妊手術後に広範囲な皮膚壊死を起こした 不整脈源性右室心筋症を疑ったネコの1例 犬の頬粘膜に発生した悪性黒色腫を外科および 猫の慢性腎不全に対する継続した
16:54 ～ 17:06 19
治療の適応基準の検討
青木 杏津沙 有用であった犬の1例
山本 剛大 犬の1例
阪野 成美
鈴木 裕弥 免疫療法で治療している1症例
近藤 知子 皮下点滴治療の検討
河合 美帆
インスリノーマ切除御に
17:06 ～ 17:18 20
糖尿病が認められた1例

綿貫 亨

飼主の腹腔鏡手術に対する意識調査

近藤 元紀

犬に寄生するノミとマダニに対する
フルララネル製剤の駆除効果

深瀬 徹

部分肺静脈還流異常を疑った犬の1例

小林 慶哉

犬の口腔内悪性黒色腫6例における予後因子
膀胱の移行上皮癌に対し、尿管ステント留置および
（臨床ステージ、MI、Ki-67）の検討
鈴村 直弘 膀胱ろう形成術を行った犬の1例
湯浅 朋子

