順番

時間

第Ⅰ会場

第Ⅱ会場

粘膜内のみで増殖を示した胃腺癌の

9:30 ～ 9:42

1 犬の1例

9:42 ～ 9:54

2 有効であった鼻咽頭道リンパ腫の猫の1例

9:54 ～ 10:06

3 多中心型リンパ腫の犬の1例

佐々木 雅一

第Ⅲ会場

第Ⅳ会場

マジックスーチャーは僧帽弁流入血流に
トイ犬種の膝蓋骨内方脱臼グレード2に対する 猫の慢性腎臓病の早期診断における
悪影響を及ぼすか
三原 吉平 脛骨内旋制動術の検討
古橋 秀成 対称性ジメチルアルギニン測定の有用性

第Ⅴ会場
小出 祐揮

食道切開を用いた鼻咽頭道内視鏡検査が診断に

犬の僧帽弁形成術後における右室流出路血流速度面積の
膝蓋骨外方脱臼グレード4の小型犬に
犬における血清シスタチンC濃度の
推移と大動脈遮断方法の影響についての検討 鈴木 裕弥 脛骨回旋制動術を適用した1例 加藤 泰一郎 継時的な測定方法の検討

確定診断前にステロイド剤を投与した

僧帽弁形成術における肺動脈圧への
膝蓋骨内方脱臼（GradeⅢ）に大腿骨内側顆の
尿管ステント挿入術7年後に
影響についての検討
名倉 隼平 離断性骨軟骨炎を併発したトイ犬種の2例
伏見 寿彦 SUB-system設置術を行った猫の1例

杉山 淳

藤本 純平

平 寛人

桑原 康人

第Ⅵ会場

犬に寄生するマダニの体表へのフィプロニルの 子宮蓄膿症を罹患した小型犬における超音波
滴下投与用液剤の直接投与
深瀬 徹 画像検査の診断的有用性について
内藤 瑛治
蛋白漏出性腸症から血栓塞栓症を
メデトミジンを用いた猫の催吐処置の検討
併発したと思われる犬の1例
松野 祐貴
相馬 浩晶
犬の胆嚢摘出術における適切な剥離層の RECOVERガイドライン導入による
病理学的検討
近藤 元紀 自己心拍再開率の改善

三叉神経腫瘍が疑われる病変に対して
僧帽弁形成術が高窒素血症を認めた犬の Grade4の膝蓋骨内方脱臼に前十字靭帯断裂を 先天性を疑う両側性水腎症の猫の1例
完全腹腔鏡下予防的胃腹壁固定術を行った 蜂の刺傷により肝不全及び
10:06 ～ 10:18 4
化学療法を使用した犬の1例
盛下 基夢 予後に与える影響について
渡辺 樹 起こした小型犬の1例
谷 友一郎
黒田 彩月 犬の1例
近藤 元紀 溶血が見られた犬の1例
脾摘を行った非再生性免疫介在性貧血の 僧帽弁形成術中に偶発的に遭遇した
10:18 ～ 10:30 5
犬の15例
酒井 秀夫 大動脈小体腫瘍を切除した犬の1例

佐藤 恵一

小型犬の膝蓋骨脱臼115例、
手術成功に必要な手技の検討

水谷 到

休

10:30 ～ 10:40

教育講演
10:40 ～ 12:20

猫の乳腺癌を極める～先生、まだ猫の乳腺癌を
部分摘出しているのですか？～

休

日常の動作がすでにリハビリ！！～動物リハビリ
ランチョンセミナー の取り入れ方～
12:30 ～ 14:00
長坂 佳世 先生（DC Physical Therapy）

肺水種－ベトメディン注射で勝率アップ
千村 収一 先生（千村どうぶつ病院）

安平 佑正

16:22 ～ 16:34 11

犬の髄外性形質細胞腫19例の
16:34 ～ 16:46 12
臨床的特徴と治療成績

綿貫 亨

柑本 敦子

憩
寝かせるだけじゃ、ダメなんです。－どうする？
何する？認知症－

犬の皮膚炎～“この子”に必要な治療が分かる
ロジカルな考え方～
協賛：DSファーマアニマルヘルス株式会社

憩

両側の肩甲上腕関節脱臼に罹患した
失禁を呈した猫の異所性尿管において
脳幹部腫瘤により慢性嘔吐を呈した
リンパ球サブセット検査において
犬の1例
森島 常統 尿管膀胱瘻形成術を実施した1例
平林 弘行 犬の1例
宮崎 陸 B細胞の減少を認めた犬の2例

心房細動の猫の1例

閑 弘之

南 香里

猫の大動脈弁性狭窄の2例

平川 篤

視神経膠腫の犬の1例

井戸 美紗子

北陸で初導入したMRIの撮像状況と
誤食によりビタミンD中毒および高カルシウム
診断の解析
和田 章秀 血症を呈した犬の2症例
寒河江 亮太

岸上式プラスチックスプリント（KPS）を
イヌの部分網膜剥離に対する網膜光凝固術の 胸腰部椎間板ヘルニアが疑われる歩行不能な後躯麻痺の
ワクチン接種後アレルギーとアレルゲン特異的IgE定量検査値の
用いた猫の中足骨骨折の治療
宮本 昌広 手術成績に関する検討
岡本 有一 犬に対する保存的治療の予後についての検討
高尾 幸司 関連性についての臨床現場における一考察
為近 俊幸

憩

尺骨遠位成長板早期閉鎖による橈骨外反変形に対し 舌で眼球角膜を傷害する徴候を解消する目的で、 犬の胸腰部椎間板ヘルニアGrade5における 診断・治療に苦慮した門脈血栓症の
矯正骨切りを行った犬の1例
近藤 雅之 舌の短縮術を行ったチワワの2症例
近藤 知子 リハビリの有用性
前田 悠貴 犬の1例
長谷川 純也

小型犬における正常喉頭超音波所見と
犬の関節リウマチにおける
喉頭麻痺症例の比較検討
末松 正弘 装具を使用した1症例

尾崎 佐記

軟口蓋を切開して摘出した
猫の鼻咽頭ポリープの1例

急性呼吸促迫症候群（ARDS）が疑われた プロポフォール全静脈麻酔により麻酔管理した 犬の上顎第四前臼歯に発生した
犬の1例
迎 義博 徐脈性不整脈の犬の1例
伊藤 嘉朗 クラックに対する考察

腫瘍径を外科マージンとして切除した皮膚肥満細胞腫の 鼻咽頭狭窄により食道裂孔ヘルニアの症状が 転落による肝臓破裂において
16:46 ～ 16:58 13
犬23頭、33腫瘍の手術成績
伊東 輝夫 悪化したとみられる猫の1例
山崎 堅一 自己血輸血を実施した猫の1例

河合 美帆

鈴木 敏之

脊髄くも膜嚢胞に対し硬膜形成と
医療用グルコースモニタリングシステムを応用した
脊椎固定を実施した犬の1例
西村 隆慈 小動物の血糖コントロール
小川 雄基

樋口 翔太

椎体骨折により神経症状を呈した猫に手術 そ嚢内に尿酸結石を認めた
を行い良好な経過を呈した1症例 長屋 有祐 セキセイインコの1例

上皮小体腫瘍摘出手術を行なった
動脈管開存症の外科的結紮後に認められた遺残短絡が 去勢手術後に呼吸困難を呈して
17:10 ～ 17:22 15
犬の5症例
柴田 幸助 経過観察中に完全消失した犬の1例
伊原木 利季 対応に苦慮した猫の症例について
柳本 勲

武田 聡

森崎 将輝

口腔内に発生したメラノサイト腫瘍を疑う 環椎骨折を伴う環軸不安定症の犬の1例
先天性門脈体循環シャントの進行により
犬の3症例
中田 朋孝
穴澤 哲也 腹水の発生を認めた犬の1例
宇野 晶洋

皮膚髄外性形質細胞腫と診断された
犬の肺動脈弁狭窄症に心室中隔欠損や動脈管開存が 鎖肛に肛門形成術を行った猫の1例
左頬部軟性腫大を主訴に来院し超音波検査で 脱力発作を示した猫の1例
16:58 ～ 17:10 14
コッカースパニエル の1症例
柴田 恵美子 合併しやすい機序に関する考察
田口 大介
安藤 達彦 液体貯留を認めた犬の1例
伊藤 雄基

致死的な汎血球減少症を呈した
17:22 ～ 17:34 16
精巣間質細胞腫の犬の1例

横田 峻也

周術期に肺出血の合併症を起こした
骨盤腔狭窄による便秘の治療として
特発性慢性表層性角膜上皮欠損の
GM1-ガングリオシドーシスの柴犬2例の
子宮蓄膿症の猫におけるアグレプリストンの
僧帽弁形成術後の犬の1例
井口 和人 片側骨盤切除術を行った猫の1例
水野 景介 治療の1考察
中原 和人 頭部MRI所見および臨床経過
太田 茉耶 治療効果の検討
山﨑 裕之

休

膝関節に滑膜肉腫を認めた犬の1例

江口 徳洋 先生（Vets Dental & Oral Surgery Office）

柴田 久美子 先生（DVMsどうぶつ医療センター横浜）

15:28 ～ 16:10
水野 累

歯科処置＝スケーリング＋抜歯と思っていませ
んか？本当の歯周炎治療

協賛：株式会社ワールドエクイップス

手術にて良好なQOLの維持が可能であった うっ血性左心不全を呈した犬の利尿剤使用時に 踵骨粉砕骨折の犬の1例
15:04 ～ 15:16 8
鼻腔内腫瘍の犬の2例
小笠原 淳子 おける高窒素血症の評価
大石 隆光

肺の腺扁平上皮癌摘出から7ヵ月後、切開部位に
16:10 ～ 16:22 10
腺扁平上皮癌が発生し、医原性播種を疑った犬の1例

憩

入交 眞巳 先生（どうぶつの総合病院）

休

腹腔内出血は脾臓摘出術の転帰に影響を及ぼすか？－プライマリ・ 肺高血圧が僧帽弁形成術後の
14:40 ～ 14:52 6
ケア施設における脾臓腫瘤を有する犬134例
小島 健太郎 予後に及ぼす影響

救命できなかった糖尿病性ケトアシドーシスの
犬の1例
木下 惠美子

ジャパン株式会社

14:00 ～ 14:40

鍛冶 伸光

篠部 義信

平林 弘行

協賛：ベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルス

協賛：株式会社 V & P

健康診断にて発見された
15:16 ～ 15:28 9
胆嚢カルチノイドの犬の1例

犬の胆嚢腺腫の2例

平川 篤 先生（ペットクリニックハレルヤ）

12:20 ～ 12:30

横川 友軌

杉山 幸輝

猫の心筋症のアップデート

小林 哲也 先生（日本小動物がんセンター）

頭蓋内組織球肉腫の不完全切除後に
14:52 ～ 15:04 7
ニムスチンを追加療法として行った犬の1例

隔壁構造が尿汚染を阻止した
医原性尿道裂開の犬の1例

手塚 光

猫の歯肉口内炎に対し
抜歯処置を行った33例

犬の肺動脈弁狭窄症におけるバルーン弁口拡大術後5年間の 先天性肝内門脈体循環シャントと肝外門脈体循環シャント併発 1歳のパグの上下顎に
長期経過および再狭窄に関する検討
新実 誠矢 症例において外科的結紮術を実施した犬の1例
高橋 雅弘 3本の埋伏歯を認めた1例

高橋 邦昭

脾臓摘出により多発性関節炎の
寛解を認めた犬の1例

石川 恭平

倉田 大樹

イヌの多血小板血漿（PRP）の調製法の
診断に苦慮した
違いによる性状比較
柴田 博人 多発性骨増生を伴った1症例

村上 宏子

局所タクロリムスにより寛解維持している
上皮小体摘出術の2年後に低カルシウム血症を認めた
上唇溝の増殖性動脈炎の犬の1例 松立 大史 原発性上皮小体機能亢進症の犬1例
小島 健太郎

原田 敢

健診時に重度の皮下浮腫を認めた
頻回の失神を呈するファロー四徴症の犬に
先天性門脈体循環シャントの手術を行った 歯科・口腔外科外来を受診した症例に関する 創面環境調整を考えるきっかけとなった
予後予測マーカーとしての血清コルチゾール
17:34 ～ 17:46 17
若齢犬の1例
下岡 由佳 バルーン弁口拡大術を実施した1例
池田 正悟 300症例の回顧
成田 正斗 回顧的調査および検討
鈴木 理沙 猫の1例
八島 裕樹 濃度の臨床応用：犬の3例報告
貝沼 大樹

