日本獣医内科学アカデミー（JCVIM） 症例検討・研究発表一覧
会場名

11 : 15 - 11 : 26
血液
4-01

4

5F：511＋ 512
（収容数 124 名）

座長：大参亜紀［東大］

5

血液
4-02

座長：大参亜紀［東大］

犬の DIC の簡易的診断法の提案

藤井祐至［山陽動物医療センター］

林宝謙治［埼玉動物医療センター］

座長：米澤智洋［東大］

代謝・内分泌
5-02

大谷

豪［北海道大学動物医療センター］

腎泌尿器
6-01

6

（収容数 125 名）

座長：竹村直行［日獣大］

アシドーシスの管理にヒドロクロロチアジドを用いた
ファンコーニ症候群の犬 2 例

水島
腫瘍
7-01

7

4F：414 ＋ 415
（収容数 150 名）

8

（収容数 152 名）

（収容数 133 名）

座長：米澤智洋［東大］

経頭蓋超音波ドプラ法による脳血流評価を行った
脳梗塞の犬の 1 例：脳動脈のダイナミックな血流変化の検出

戸村慎太郎［ピジョン動物愛護病院］

笹岡一慶［北大］

腎泌尿器
6-03

座長：竹村直行［日獣大］

岩崎真優子［小滝橋動物病院］

小島一輝［北大］

座長：谷川慶一［酪農大］

座長：米澤智洋［東大］

シトシンアラビノシドによる持続的な好中球減少症が疑われた
原因不明の髄膜脳脊髄炎（MUO）の犬の 1 例

犬における外科手術翌日の急性腎傷害に関する
107 例の回顧的研究

腫瘍
7-02

神経
5-04

腫瘍
7-03

座長：谷川慶一［酪農大］

腫瘍
7-04

座長：谷川慶一［酪農大］

谷口哲也［日獣大］

酒井秀夫［諫早ペットクリニック］

接待創太［DVMs どうぶつ医療センター横浜］

菅原芽伊［東京大学動物医療センター］

座長：馬場健司［山口大］

手作りごはんをはじめとした犬の栄養指導における
血中微量ミネラル測定を含めた血液検査の有用性についての検討

栄養
8-02

座長：馬場健司［山口大］

手作り超低脂肪食に起因した低 Ca 血症に対して
活性型ビタミン D3 製剤の経口投与が奏功した
蛋白喪失性腸症の犬の 1 例

座長：関口麻衣子［アイデックス ラボラトリーズ］

田村
免疫
9-02

膵・肝臓
8-03

ヘパテクトⓇ プレミアム給与によるイヌ肝パネルの変化

梁

悠［麻布大学附属動物病院］
座長：横山

望［東大］

座長：馬場健司［山口大］

免疫
9-03

座長：横山

野間厚志［日獣大］

有野友梨［酪農大］

木下晃輔［鹿児島大］
内科全般
10-03

座長：長谷川篤彦［東大］

簡便な去勢手術の変法

バーニーズマウンテンドッグの疾患と
性別、死因、寿命との関係

飼い主による「看取り」と獣医師の注意義務
−大阪地判平成 28 年 5 月 27 日判決を手掛かりに−

小山真穂［みなとよこはま動物病院］

丸尾幸嗣［ヤマザキ動物看護大］

牧野ゆき［日獣大］

（収容数 132 名）

看護
15-01

座長：富張瑞樹［帯広畜産大］

座長：呰上大吾［日獣大］・小沼 守［千葉科学大］

看護
15-02

座長：呰上大吾［日獣大］・小沼 守［千葉科学大］

看護
15-03

犬の遺伝性膵炎関連遺伝子の検索：
トイプードルにおける SPINK1 アレル頻度

悠［鹿児島大］

望［東大］

ネコの炎症マーカーα1 酸性糖蛋白の院内測定とその有用性

内科全般
10-02

座長：馬場健司［山口大］

古澤

ヒト幹細胞上清液が犬の免疫動態に及ぼす影響

座長：富張瑞樹［帯広畜産大］

膵・肝臓
8-04

紘瑋［日獣大］

繰り返し・オープン試験をもちいた
シャンプーの保湿剤効果の評価法の確立

10

（収容数 168 名）

神経
5-03

玲［安田動物病院］

T-cell-rich large B-cell lymphoma の猫の 2 例

4F：419

15

福岡

形質細胞への分化を示した鼻咽頭部リンパ腫の猫の 1 例

内科全般
10-01

3F：315

スコアリング方式を用いた犬の
ベッドサイド DIC 診断基準の臨床的有用性の検討

治療抵抗性の多発性骨髄腫の犬の 1 例

皮膚
9-01

9

座長：大参亜紀［東大］

猫の尿管結石に対し尿管 - 膀胱転植術を行なった 9 例に認められた
retrocaval ureter（後大静脈後尿管）6 例の比較検討

辻本綾子［アフロ動物病院］

4F：418

座長：竹村直行［日獣大］

11 : 48 - 11: 59

若齢猫の鼻腔内に発生した髄外性形質細胞腫（EMP）の
挙動と治療について

栄養
8-01

4F：416 ＋ 417

血液
4-03

徳山智信［埼玉動物医療センター］
腎泌尿器
6-02

淳［アテナ動物病院］
座長：谷川慶一［酪農大］

座長：米澤智洋［東大］

重度の低カリウム血症が認められた
副腎皮質腺癌の犬の 1 例

棘下筋壊死を伴った原発性アルドステロン症の猫の 1 例

（収容数 148 名）

4F：413

11 : 37 -11 : 48

犬の免疫介在性血小板減少症（IMTP）の
治療成績に関する回顧的研究

代謝・内分泌
5-01

4F：411＋ 412

11 : 26 - 11 : 37

座長：呰上大吾［日獣大］
・小沼

内科全般
10-04

家庭環境にて問題行動治療を行った保護犬の譲渡に関する課題

フリッツ吉川
守［千葉科学大］

座長：長谷川篤彦［東大］

看護
15-04

綾［動物行動コンサルティングはっぴぃているず］
座長：呰上大吾［日獣大］
・小沼

守［千葉科学大］

猫の特発性膀胱炎の治療としての
多面的環境改善に関する調査研究

猫の投薬における投薬器使用の推進

心拍変動解析からみた簡易防音室使用による犬のストレス負荷

発酵玄米サプリメント給与が競走馬におよぼす影響についての
基礎的検討

原田実咲希［鹿児島大］

酒匂夏美［鹿児島大学共同獣医学部附属動物病院］

上村暁子［帝京科学大］

伊澤杏美［酪農大］

日本獣医内科学アカデミー（JCVIM） 症例検討・研究発表一覧
会場名

13 :15 - 13: 26
症例アワード審査
4-05

4

5F：511＋ 512

13 : 26 - 13 : 37

座長：足立真実［酪農大］

（収容数 148 名）

（収容数 125 名）

7

横井史花［東京大学附属動物医療センター］

康井翔平［北海道大学動物医療センター］

榮山侑希［日大］

座長：鈴木亮平［日獣大］

脊椎左房サイズ（VLAS）は EPIC リモデリングを来した
僧帽弁閉鎖不全症のイヌを検出する優れたマーカーである

臨床研究アワード審査
5-06

座長：水野拓也［山口大］

犬の DIC の予後因子に関する回顧的研究

臨床研究アワード審査
5-07

研究アワード審査
6-06

座長：水野拓也［山口大］

座長：山﨑真大［岩手大］

犬の免疫介在性血小板減少症における好発品種および
その臨床的特徴

座長：大森啓太郎［農工大］

犬移行上皮癌における腫瘍免疫微小環境の解析と
関連因子の探索

イヌの悪性黒色腫における DNA メチル化の網羅的解析

梶健二朗［東大］

衛藤翔太郎［東大］

石﨑禎太［北大］

座長：田川道人［帯広畜産大］

腫瘍
7-06

座長：田川道人［帯広畜産大］

腫瘍
7-07

座長：田川道人［帯広畜産大］

胃原発の濾胞型リンパ腫を発症した猫の 1 例

B 細胞性中枢神経原発リンパ腫に対して
シタラビンが奏功した犬の一例

肝臓及び肺への浸潤が認められた
犬の皮膚上皮向性 T 細胞リンパ腫の 1 例

秋吉亮人［AKIYOSHI ANIMAL CLINIC］

安部貴之［保田動物病院］

藤川真美子［イオン動物病院］

座長：高橋

香［鹿児島大］

消化器
8-06

座長：高橋

香［鹿児島大］

歯周ポケット表面積推算法の確立と臨床的意義

歯周病と悪液質の関連性に関する回顧的研究

田村和也［岡山大］

田村和也［岡山大］

臨床研究アワード審査
5-08

座長：山﨑真大［岩手大］

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）を発症した
猫 17 症例の臨床的特徴に関する検討

菅原芽伊［東京大学附属動物医療センター］
研究アワード審査
6-07

犬乳腺癌における Protease-Activated Receptor-2 の
発現解析および病態進行に与える影響の検討

消化器
8-05

8

座長：鈴木亮平［日獣大］

林宝謙治［埼玉動物医療センター］

（収容数 150 名）

4F：416 ＋ 417

座長：日笠喜朗［鳥取大］

石川恭平［東京大学附属動物医療センター］

腫瘍
7-05

4F：414 ＋ 415

症例アワード審査
4-08

肝硬変と糖尿病を併発した犬の 4 例

三河翔馬［日獣大］

6

座長：足立真実［酪農大］

異なる治療アプローチを選択した
脂肪肉芽腫性リンパ管炎のイヌの 2 例

研究アワード審査
6-05

4F：413

症例アワード審査
4-07

犬のランゲルハンス細胞組織球症 3 症例における
臨床的・病理学的特徴の検討

臨床研究アワード審査
5-05

5

座長：足立真実［酪農大］

13 : 48 - 13 : 59

トセラニブにより縮小を認めた直腸腺癌の犬の 2 例

（収容数 124 名）

4F：411＋ 412

症例アワード審査
4-06

13 : 37 - 13 : 48

消化器
8-07

座長：丹羽昭博［酪農大］

濵久保咲夢［鹿児島大］
研究アワード審査
6-08

座長：大森啓太郎［農工大］

犬メラノーマ細胞株におけるジゴキシンの抗腫瘍効果

伊藤
腫瘍
7-08

智［麻布大］
座長：内田直宏［岩手大］

犬の大細胞性消化器型リンパ腫に関連した
消化管穿孔に関する回顧的研究

杉浦

叶［東京大学附属動物医療センター］

消化器
8-08

大十二指腸乳頭狭窄により閉塞性黄疸となった犬の 1 例

座長：丹羽昭博［酪農大］

短結腸症と診断した猫の 4 例

（収容数 152 名）

感染症
9-05

9

4F：418
（収容数 133 名）

座長：富田彬正［酪農大］

10

（収容数 132 名）

15

感染症
9-07

座長：富田彬正［酪農大］

大門祐太［DVMs どうぶつ医療センター横浜］
感染症
9-08

座長：松本高太郎［帯広畜産大］

猫伝染性腹膜炎を疑い治療した 27 症例の予後の検討

院内検査キットを用いたワクチン接種後の
犬アデノウイルス・犬パルボウイルス及び
ジステンパーウイルスに対する 6 年間の抗体の推移

アフォキソラネル製剤とフルララネル製剤の投与を受けた犬を
吸血した蚊は死滅する

佐々木雄祐［さくらペットクリニック］

田中梨絵［小滝橋動物病院］

安田英巳［安田獣医科医院］

中村有加里［葛城生命科学研究所］

座長：大菅辰幸［北大］

循環器
10-06

座長：大菅辰幸［北大］

循環器
10-07

座長：水野壮司［東大］

イヌ骨格筋ホスホフルクトキナーゼ 1 の
アデニンヌクレオチドによる活性調節

僧帽弁逆流症に罹患した犬の左室拡大有無における
僧帽弁装置の変化

SIRS により引き起こされた心筋障害の死亡リスク評価：
心筋トロポニンの有用性

金井修一郎［むつあい動物病院］

井坂光宏［酪農大］

西尾里志［動物救急センター練馬］

看護
15-05

3F：315

座長：富田彬正［酪農大］

徹［宮崎大学農学部付属動物病院］

FIP ドライタイプに対するシクロスポリン療法に関する
予後因子の検討

内科全般
10-05

4F：419

感染症
9-06

向山

座長：山下眞理子［シモゾノ学園大宮国際動物専門学校］
・
小田民美［日獣大］

繁殖犬に生じるストレス評価

看護
15-06

座長：山下眞理子［シモゾノ学園大宮国際動物専門学校］
・
小田民美［日獣大］

久瑠実［酪農大］

座長：山下眞理子［シモゾノ学園大宮国際動物専門学校］
・
小田民美［日獣大］

座長：水野壮司［東大］

回復に長期間を要した一過性心筋肥厚のネコの 2 例

徳力
看護
15-08

剛［日獣大］

座長：山下眞理子［シモゾノ学園大宮国際動物専門学校］
・
湯川尚一郎［倉敷芸術科学大］

犬における術後疼痛およびストレスと食欲の関係の検討

犬の慢性腸疾患に対して超低脂肪食を給与した後に低脂肪療法食を
少量ずつ加えた際の反応性に関する回顧的研究

輸液管理中のトラブルに関する研究

内山心夢［酪農大］

池田亜由美［日本小動物医療センター］

髙栁美怜［日本小動物医療センター］

（収容数 168 名）

椿

看護
15-07

循環器
10-08

日本獣医内科学アカデミー（JCVIM） 症例検討・研究発表一覧
会場名

13 : 59 - 14 : 10
症例アワード審査
4-09

4

5F：511＋ 512
（収容数 124 名）

14 : 10 - 14 : 21

座長：日笠喜朗［鳥取大］

Shear Wave Elastography（SWE）により
重度肝線維化を予測出来た若齢犬の 1 例

症例アワード審査
4-10

5

4F：411＋ 412
（収容数 148 名）

野村

座長：遠藤泰之［鹿児島大］

ニムスチンを初期抗がん剤として治療した
小腸大細胞性リンパ腫の犬 31 例の回顧的研究

臨床研究アワード審査
5-10

6

4F：413

座長：大田

寛［北大］

臨床研究アワード審査
5-11

座長：大田

寛［北大］

座長：内田直宏［岩手大］

妹尾泰輔［ピジョン動物愛護病院］
研究アワード審査
6-11

座長：桃井康行［鹿児島大］

酒居幸生［東大］
研究アワード審査
6-12

座長：桃井康行［鹿児島大］

腫瘍
7-10

座長：内田直宏［岩手大］

腫瘍
7-11

座長：高橋

雅［鹿児島大］

腫瘍
7-12

座長：高橋

雅［鹿児島大］

座長：高橋

雅［鹿児島大］

頭蓋骨の融解を伴う副鼻腔腫瘍において酵素標的・
増感放射線療法（KORTUC Ⅱ）を実施した犬の 1 例

鼻腔内扁平上皮癌に対する加速分割照射により
骨再生を認めた犬の 1 例

リポソーム化ドキソルビシン
（ドキシル®）が
奏効した犬の血管肉腫の 1 例

口咽頭内の腺扁平上皮癌と診断された
キャバリア・キング・チャールズ・スパニエルの1症例

長峯栄路［サンリツセルコバ検査センター］

吉川竜太郎［岐阜大］

山田晃史［岐阜大学附属動物病院］

豊原理仁［埼玉動物医療センター］

明石依里子［代官山動物病院］

座長：丹羽昭博［酪農大］

消化器
8-10

座長：丹羽昭博［酪農大］

消化器
8-11

座長：田村

悠［麻布大］

消化器
8-12

座長：田村

悠［麻布大］

犬の慢性消化器疾患における Real PCRTM 下痢パネルの陽性率

Clostridium. difficile が検出された慢性大腸性下痢に対し
経口糞便移植療法を行った犬の 1 例

ストレス反応による消化器疾患を疑った
犬の症例報告

犬の蛋白喪失性腸症に対する
初期治療戦略としての超低脂肪食の有効性

鍋嶋健太郎［東京大学附属動物医療センター］

杉田浩児［農工大］

白井春佳［にいがたペット行動クリニック］

永田矩之［北大］

座長：松本高太郎［帯広畜産大］

感染症
9-10

座長：松本高太郎［帯広畜産大］

感染症
9-11

座長：松本高太郎［帯広畜産大］

バベシア症寛解後に Mycoplasma haemocanis 症を
発症した犬の 1 例

ライム病の治療中にダニ媒介性脳炎ウイルスの感染歴が
疑われた犬の 1 例

東京で遭遇した肺吸虫症に罹患した
若齢猫の 1 例

村上祥子［北海道大学附属動物病院］

宮坂将之［札幌西岡動物医療センター］

髙橋賢一郎［西馬込動物病院］

座長：三浦直樹［鹿児島大］

鼻咽頭狭窄に続発した胃食道逆流および
食道炎を認めた猫の 1 例

看護
15-09

腫瘍
7-13

犬の陰嚢における肥満細胞腫の
病理組織学的グレード分類と予後

岸

15

犬の移行上皮癌に対する
ラパチニブの臨床試験

長尾乙磨［東大］

呼吸器
10-09

3F：315

ミニチュアダックスフンドの炎症性結直腸
ポリープに対するシクロスポリンおよび
レフルノミドによる治療効果の比較

座長：井手香織［農工大］

藤岡崇伯［ASAP 動物病院］

感染症
9-09

（収容数 132 名）

臨床研究アワード審査
5-12

小川竣太郎［鹿児島大］

（収容数 152 名）

10

大［宮崎大学農学部附属動物病院］

井口青空［日大］

消化器
8-09

4F：419

赤松

犬における CT を用いた
内臓脂肪評価方法の検討

（収容数 150 名）

（収容数 133 名）

内視鏡検査中に肺血栓塞栓症を急性発症し、
救命し得た蛋白漏出性腸症の犬の 1 例

超音波検査法を用いた後大静脈指標の
臨床的有用性の検討

7

9

座長：鳩谷晋吾［大阪府立大］

真菌症 6 例における遺伝子解析による診断と同定

4F：414 ＋ 415

4F：418

座長：井手香織［農工大］

症例アワード審査
4-12

14 : 43 - 14 : 54

ウイルスを使用しない臨床グレードのイヌ iPS 細胞の創生

腫瘍
7-09

8

鼻腔にプロトテカ感染を認めた猫

座長：遠藤泰之［鹿児島大］

（収容数 125 名）

4F：416 ＋ 417

座長：鳩谷晋吾［大阪府立大］

鈴木紗弥佳［日本獣医生命科学大学付属動物医療センター］

小島麻里［東京大学附属動物医療センター］
研究アワード審査
6-10

症例アワード審査
4-11

14 : 32 - 14 : 43

咲［岐阜大］

犬の大細胞性胃腸管型リンパ腫に対する
L- アスパラギナーゼ連続投与の有効性

原田弘美［日本小動物医療センター］
研究アワード審査
6-09

座長：鳩谷晋吾［大阪府立大］

オクラシチニブによる
運動誘発性横紋筋融解症が疑われた犬の一例

田村昌大［北大］
臨床研究アワード審査
5-09

14 : 21 - 14 : 32

文也［北海道大学附属動物病院］
座長：山下眞理子［シモゾノ学園大宮国際動物専門学校］
・
湯川尚一郎［倉敷芸術科学大］

呼吸器
10-10

座長：三浦直樹［鹿児島大］

呼吸器
10-11

座長：三浦直樹［鹿児島大］

呼吸器
10-12

座長：三浦直樹［鹿児島大］

呼吸器徴候を主訴に来院した猫 379 頭の
回顧的研究（2000 年～ 2017 年）

呼吸器徴候を主訴に来院した犬 671 頭の
回顧的研究（2000 年～ 2017 年）

虚脱部位と呼吸相に基づく
犬の気管虚脱の分類の試み

小島龍成［日本獣医生命科学大学付属動物医療センター］

中澤優太［日獣大］

稲葉健一［犬・猫の呼吸器科］

看護
15-10

座長：山下眞理子［シモゾノ学園大宮国際動物専門学校］
・
湯川尚一郎［倉敷芸術科学大］

看護
15-11

座長：山下眞理子［シモゾノ学園大宮国際動物専門学校］
・
湯川尚一郎［倉敷芸術科学大］

ネコの飲水による水分摂取に関する疫学的調査

腎瘻カテーテルを設置した猫の周術期管理の検討

小動物臨床における DNAR の在り方について
434 症例を用いた回顧的考察

荒川真希［ヤマザキ動物看護大］

三村志保［DVMs どうぶつ医療センター横浜］

雫石幸矢子［DVMs どうぶつ医療センター横浜］

（収容数 168 名）

消化器
8-13

座長：田村

悠［麻布大］

健診から診断と治療に至った
犬の蛋白喪失性腸症の 3 症例

宍戸

智［緑が丘動物病院］

