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企業展示（10：15～17：15） 企業展示（10：15～17：15）

総合受付

ランチョンセミナー［日本全薬工業㈱］
海外での高張食塩液の適応法

パネルディスカッション【血液・免疫分科会】
血液ライブディスカッション　～顕微鏡所見から治療まで語りつくす～

呰上大吾・高橋　雅・丸山治彦

教育講演1
高張食塩液の温故知新

味戸忠春・西川晃豊・鈴木一由

教育講演2
症例から学ぶ高張食塩液

中川巳津英・髭白侑香・近藤　直・杉山美恵子
一般口演
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獣医総合臨床認定医ポイント対象プログラム 〈敬称略〉　

産業動物医学フォーラム

動物のいたみ研究会

日本獣医動物行動研究会（共催）

第50回小動物臨床血液研究会

産業動物医学フォーラム

動物のいたみ研究会

Sippo写真展／美術ギャラリー／クローク（9：00～18：00）

企業展示／ドリンクコーナー（10：15～17：15）
ポスターセッション（10Fホワイエ）

Sippo写真展／美術ギャラリー／クローク（9：00～18：00）

企業展示／ドリンクコーナー（10：15～17：15）
ポスターセッション（10Fホワイエ）

ベーシックセミナー【神経分科会】
動画で見る神経症状

パートⅢ-前庭・小脳症状
田村慎司

ベーシックセミナー【消化器分科会】
診断に苦慮した消化器症状
を呈する症例集　　　　　　　　　　

中川泰輔

ベーシックセミナー【眼科分科会】
見慣れていない眼底を
見慣れたものにしよう！　

若生晋輔

ベーシックセミナー【生殖器・繁殖分科会】
最新の犬の繁殖知識と技術

津曲茂久
ベーシックセミナー【画像診断分科会】
腹部診断時のレントゲン撮影！

撮影技術からの読影  
戸島篤史

ベーシックセミナー【行動学分科会】
犬の攻撃行動を考える ― 診断・治療について ―

近藤悦子

ステップアップセミナー【運動器分科会】
整形外科手術に必要な局所解剖学とアプローチ

― Ⅲ.骨盤および股関節から大腿骨 ―
左近允　巌

クリニカルシンポジウム〔外科〕
ここまで来た内視鏡手術

浅野和之・江原郁也

クリニカルシンポジウム〔内科〕
簡単そうで簡単にいかない腹水症の鑑別と治療法

髙島一昭・坂井　学

パネルディスカッション【循環器分科会】
循環器疾患を有する動物に麻酔をかけるには

山下和人・浅川　誠

パネルディスカッション【歯科分科会】
どうやって治療する？歯の修復法を学ぼう

網本昭輝・藤田桂一・大場茂夫

パネルディスカッション【エキゾチックペット分科会】
ウサギの腫瘍を如何に攻略するか　― 当院での治療法 ―

三輪恭嗣・松原且季・佐々井浩志

パネルディスカッション【画像診断分科会】
腹部超音波検査とCT検査の比較検討

中村健介・華園　究

パネルディスカッション【皮膚分科会】
犬の自己免疫性皮膚疾患をアップデート　― 天疱瘡を中心に ―

百田　豊・伊從慶太・村山信雄

パネルディスカッション【感染症分科会】
犬猫の腸内細菌の役目を考える　― 腸内環境を整えて、感染症に勝つ ―

村田佳輝・栗田吾郎・宮下めぐみ・横山　望

パネルディスカッション【経営分科会】
獣医学生の皆さん、大志を抱け！獣医師はこんな分野でも活躍できる

tokco・難波裕之・小川篤志

講義【運動器分科会】
跛行診断パラダイムシフト！運動器エコーで何が変わったか？

本阿彌宗紀

アドバンスセミナー【内分泌分科会】（中国語通訳付）
内分泌疾患の招くエマージェンシー2　― 救命救急の立場から ―

中村篤史

パネルディスカッション【呼吸器分科会】
臨床各分野での動脈血ガス分析の適用や現状

永延清和・塗木貴臣・城下幸仁

特別セミナー1［アイデックスラボラトリーズ㈱］
院内血液検査キットでできる猫の心臓病スクリーニング
～NT-proBNPの基礎から症例まで～

堀　泰智

スタッフ口頭発表 スタッフ口頭発表 スタッフ口頭発表 スタッフ口頭発表

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

ランチョンセミナー1-③［ライオン商事㈱］
口臭を示す口腔疾患の診断と治療法

藤田桂一

ランチョンセミナー1-⑦［㈱サスティナコンサルティング］
10年後を見据えた動物病院経営学
～獣医師1名から始める経営手法～

北野哲也

ランチョンセミナー1-⑨［ゾエティス・ジャパン㈱］
循環器領域からの効果的な
猫フィラリア症診断テクニック

平川　篤

ランチョンセミナー1-⑧［大扇産業㈱／日本全薬工業㈱］
スキンケアの新たなコンセプト
～予防皮膚科学的な側面から

西藤公司

ランチョンセミナー1-⑥［東栄新薬㈱］
露地栽培キングアガリクス（KA21株）の免疫
増強効果ー抗腫瘍効果と真菌感染症の予防効果

元井章智

ランチョンセミナー1-⑤［㈱インターベット］
あたらしい猫用ノミ・マダニ駆除薬「ブラベクト®スポット
猫用」とあたらしくなった食事療法食「猫用スペシフィック」

　

ランチョンセミナー1-④［動物アレルギー検査㈱］
リンパ球の動態と治療戦略：
食物アレルギーから肥満まで

増田健一

ランチョンセミナー1-①
動物のいたみサインを見逃すな!!

手島健次　

ランチョンセミナー1-②［興和㈱］
手持ちスリットランプ入門

～見て治す眼の病気2018～
伊藤典彦

ステップアップセミナー【腫瘍分科会】
腫瘍の画像診断

― えっ？これ腫瘍ですか？―
戸島篤史

アドバンスセミナー【腎泌尿器分科会・腫瘍分科会】
泌尿器腫瘍の診断と治療

細谷謙次

ステップアップセミナー
【神経分科会・画像診断分科会】

脊髄の画像診断
伊藤大介

ステップアップセミナー【循環器分科会】
猫におけるピモベンダンの使用法

福島隆治

アドバンスセミナー【画像診断分科会】
腹部CT検査の読影の基礎

田中利幸

ステップアップセミナー【内分泌分科会】
どう攻める？内分泌疾患患者の麻酔

浅川　誠
アドバンスセミナー【エキゾチックペット分科会】
ウサギのエンセファリトゾーン症
の昨今　～疫学から臨床まで～

福井大祐

ベーシックセミナー【歯科分科会】
臨床医としての抜歯の
適応基準を知ろう！　　　　　　

網本昭輝

ステップアップセミナー【皮膚分科会】
診断・治療に役立つ表皮と毛包の知識
― 皮膚疾患の病態を理解するために ―

永田雅彦

ステップアップセミナー【腎泌尿器分科会】
ものいわぬ動物たちのために、　　　　　
分析装置が教えてくれる腎臓の病気

伊藤典彦

ステップアップセミナー【エキゾチックペット分科会】
鳥のウイルス性疾患の
臨床的診断と治療　　　　

小嶋篤史
ステップアップセミナー【行動学分科会】

高齢動物の問題行動を相談されたとき
水越美奈

アドバンスセミナー【眼科分科会】
緑内障を徹底攻略してみよう！

山下　真

アドバンスセミナー【感染症分科会】
人獣共通感染症の最新情報　猫の重症熱性
血小板減少症候群（SFTS）　― 診断と対応 ―

松鵜　彩

スタッフセミナー（小動物臨床栄養学研究会）
下痢・嘔吐の療法食の選び方

坂根　弘

スタッフセミナー
覚えておきたい心電図

藤原尚輝

スタッフセミナー
動物看護師の知っておきたい臨床検査技術の
高度医療への対応、細胞診、CT，MRI診断技術等

三宅龍二

スタッフセミナー
動物看護研究の進め方

小田民美

スタッフセミナー
栄養学、オーガニックフードとは

特別セミナー2［日清ペットフード㈱］
嘔吐・下痢のときの食事のコンセプト

大野耕一

特別セミナー3［バイエル薬品㈱］
慢性腎臓病の治療の基本と将来の展望

宮川優一

犬猫の遺伝性眼疾患
印牧信行・大和　修

特別セミナー4［グローバルペットニュートリション㈱］
知っておくべき栄養学

― 治療としての食事脂肪酸を考える ―
Anton C. Baynen

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 症例検討
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症例検討
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症例検討 症例検討

一般口演 一般口演
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ステップアップセミナー【血液・免疫分科会】
出血が止まらない（凝固障害）

丸山治彦

アドバンスセミナー【血液・免疫分科会】
血液が固まり過ぎる（血栓症）

高橋　雅

第50回小動物臨床血液研究会

日本獣医臨床眼科研究会（共催）

ステップアップセミナー【呼吸器分科会】
鼻咽頭の画像診断

藤原亜紀

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

亘　敏広

運動器ドライラボ（有料開催）［協力：㈱日立製作所］
明日からできる！膝関節の運動器エコー　ハンズオンセミナー

本阿彌宗紀

動物遺伝子疾患研究会
内視鏡外科の基礎　～内視鏡外科を　　　　
はじめるために必要な基礎知識を学ぶ～

吉田宗則

日本獣医内視鏡外科研究会（共催）

シンポジウム
腫瘍治療の最前線

小林哲也・水野拓也・秋吉秀保・西村亮平

ベーシックセミナー
急性痛のスコアーのレビュー

佐野忠士

第 39 回動物臨床医学会年次大会　大会日程（予定）　
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企業展示／ドリンクコーナー（10：15～17：15）
ポスターセッション（10Fホワイエ）

Sippo写真展／美術ギャラリー／クローク（9：00～18：00）

企業展示／ドリンクコーナー（10：15～17：15）
ポスターセッション（10Fホワイエ）

ベーシックセミナー【神経分科会】
動画で見る神経症状

パートⅢ-前庭・小脳症状
田村慎司

ベーシックセミナー【消化器分科会】
診断に苦慮した消化器症状
を呈する症例集　　　　　　　　　　

中川泰輔

ベーシックセミナー【眼科分科会】
見慣れていない眼底を
見慣れたものにしよう！　

若生晋輔

ベーシックセミナー【生殖器・繁殖分科会】
最新の犬の繁殖知識と技術

津曲茂久
ベーシックセミナー【画像診断分科会】
腹部診断時のレントゲン撮影！

撮影技術からの読影  
戸島篤史

ベーシックセミナー【行動学分科会】
犬の攻撃行動を考える ― 診断・治療について ―

近藤悦子

ステップアップセミナー【運動器分科会】
整形外科手術に必要な局所解剖学とアプローチ

― Ⅲ.骨盤および股関節から大腿骨 ―
左近允　巌

クリニカルシンポジウム〔外科〕
ここまで来た内視鏡手術

浅野和之・江原郁也

クリニカルシンポジウム〔内科〕
簡単そうで簡単にいかない腹水症の鑑別と治療法

髙島一昭・坂井　学

パネルディスカッション【循環器分科会】
循環器疾患を有する動物に麻酔をかけるには

山下和人・浅川　誠

パネルディスカッション【歯科分科会】
どうやって治療する？歯の修復法を学ぼう

網本昭輝・藤田桂一・大場茂夫

パネルディスカッション【エキゾチックペット分科会】
ウサギの腫瘍を如何に攻略するか　― 当院での治療法 ―

三輪恭嗣・松原且季・佐々井浩志

パネルディスカッション【画像診断分科会】
腹部超音波検査とCT検査の比較検討

中村健介・華園　究

パネルディスカッション【皮膚分科会】
犬の自己免疫性皮膚疾患をアップデート　― 天疱瘡を中心に ―

百田　豊・伊從慶太・村山信雄

パネルディスカッション【感染症分科会】
犬猫の腸内細菌の役目を考える　― 腸内環境を整えて、感染症に勝つ ―

村田佳輝・栗田吾郎・宮下めぐみ・横山　望

パネルディスカッション【経営分科会】
獣医学生の皆さん、大志を抱け！獣医師はこんな分野でも活躍できる

tokco・難波裕之・小川篤志

講義【運動器分科会】
跛行診断パラダイムシフト！運動器エコーで何が変わったか？

本阿彌宗紀

アドバンスセミナー【内分泌分科会】（中国語通訳付）
内分泌疾患の招くエマージェンシー2　― 救命救急の立場から ―

中村篤史

パネルディスカッション【呼吸器分科会】
臨床各分野での動脈血ガス分析の適用や現状

永延清和・塗木貴臣・城下幸仁

特別セミナー1［アイデックスラボラトリーズ㈱］
院内血液検査キットでできる猫の心臓病スクリーニング
～NT-proBNPの基礎から症例まで～

堀　泰智

スタッフ口頭発表 スタッフ口頭発表 スタッフ口頭発表 スタッフ口頭発表

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

ランチョンセミナー1-③［ライオン商事㈱］
口臭を示す口腔疾患の診断と治療法

藤田桂一

ランチョンセミナー1-⑦［㈱サスティナコンサルティング］
10年後を見据えた動物病院経営学
～獣医師1名から始める経営手法～

北野哲也

ランチョンセミナー1-⑨［ゾエティス・ジャパン㈱］
循環器領域からの効果的な
猫フィラリア症診断テクニック

平川　篤

ランチョンセミナー1-⑧［大扇産業㈱／日本全薬工業㈱］
スキンケアの新たなコンセプト
～予防皮膚科学的な側面から

西藤公司

ランチョンセミナー1-⑥［東栄新薬㈱］
露地栽培キングアガリクス（KA21株）の免疫
増強効果ー抗腫瘍効果と真菌感染症の予防効果

元井章智

ランチョンセミナー1-⑤［㈱インターベット］
あたらしい猫用ノミ・マダニ駆除薬「ブラベクト®スポット
猫用」とあたらしくなった食事療法食「猫用スペシフィック」

　

ランチョンセミナー1-④［動物アレルギー検査㈱］
リンパ球の動態と治療戦略：
食物アレルギーから肥満まで

増田健一

ランチョンセミナー1-①
動物のいたみサインを見逃すな!!

手島健次　

ランチョンセミナー1-②［興和㈱］
手持ちスリットランプ入門

～見て治す眼の病気2018～
伊藤典彦

ステップアップセミナー【腫瘍分科会】
腫瘍の画像診断

― えっ？これ腫瘍ですか？―
戸島篤史

アドバンスセミナー【腎泌尿器分科会・腫瘍分科会】
泌尿器腫瘍の診断と治療

細谷謙次

ステップアップセミナー
【神経分科会・画像診断分科会】

脊髄の画像診断
伊藤大介

ステップアップセミナー【循環器分科会】
猫におけるピモベンダンの使用法

福島隆治

アドバンスセミナー【画像診断分科会】
腹部CT検査の読影の基礎

田中利幸

ステップアップセミナー【内分泌分科会】
どう攻める？内分泌疾患患者の麻酔

浅川　誠
アドバンスセミナー【エキゾチックペット分科会】
ウサギのエンセファリトゾーン症
の昨今　～疫学から臨床まで～

福井大祐

ベーシックセミナー【歯科分科会】
臨床医としての抜歯の
適応基準を知ろう！　　　　　　

網本昭輝

ステップアップセミナー【皮膚分科会】
診断・治療に役立つ表皮と毛包の知識
― 皮膚疾患の病態を理解するために ―

永田雅彦

ステップアップセミナー【腎泌尿器分科会】
ものいわぬ動物たちのために、　　　　　
分析装置が教えてくれる腎臓の病気

伊藤典彦

ステップアップセミナー【エキゾチックペット分科会】
鳥のウイルス性疾患の
臨床的診断と治療　　　　

小嶋篤史
ステップアップセミナー【行動学分科会】

高齢動物の問題行動を相談されたとき
水越美奈

アドバンスセミナー【眼科分科会】
緑内障を徹底攻略してみよう！

山下　真

アドバンスセミナー【感染症分科会】
人獣共通感染症の最新情報　猫の重症熱性
血小板減少症候群（SFTS）　― 診断と対応 ―

松鵜　彩

スタッフセミナー（小動物臨床栄養学研究会）
下痢・嘔吐の療法食の選び方

坂根　弘

スタッフセミナー
覚えておきたい心電図

藤原尚輝

スタッフセミナー
動物看護師の知っておきたい臨床検査技術の
高度医療への対応、細胞診、CT，MRI診断技術等

三宅龍二

スタッフセミナー
動物看護研究の進め方

小田民美

スタッフセミナー
栄養学、オーガニックフードとは

特別セミナー2［日清ペットフード㈱］
嘔吐・下痢のときの食事のコンセプト

大野耕一

特別セミナー3［バイエル薬品㈱］
慢性腎臓病の治療の基本と将来の展望

宮川優一

犬猫の遺伝性眼疾患
印牧信行・大和　修

特別セミナー4［グローバルペットニュートリション㈱］
知っておくべき栄養学

― 治療としての食事脂肪酸を考える ―
Anton C. Baynen

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 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

一般口演 一般口演
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ステップアップセミナー【血液・免疫分科会】
出血が止まらない（凝固障害）

丸山治彦

アドバンスセミナー【血液・免疫分科会】
血液が固まり過ぎる（血栓症）

高橋　雅

第50回小動物臨床血液研究会

日本獣医臨床眼科研究会（共催）

ステップアップセミナー【呼吸器分科会】
鼻咽頭の画像診断

藤原亜紀

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

亘　敏広

運動器ドライラボ（有料開催）［協力：㈱日立製作所］
明日からできる！膝関節の運動器エコー　ハンズオンセミナー

本阿彌宗紀

動物遺伝子疾患研究会
内視鏡外科の基礎　～内視鏡外科を　　　　
はじめるために必要な基礎知識を学ぶ～

吉田宗則

日本獣医内視鏡外科研究会（共催）

シンポジウム
腫瘍治療の最前線

小林哲也・水野拓也・秋吉秀保・西村亮平

ベーシックセミナー
急性痛のスコアーのレビュー

佐野忠士
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特別セミナー8［千寿製薬㈱］
緑内障；診断から初期治療の落とし穴

瀧本善之

セミナー
中国におけるペット診療事情と中国伝統獣医療法の応用に関して

陳　武

9：00～10：00 10：15～11：15 13：30～14：30 14：45～15：45 16：30～17：3012：00～13：00
11月18日㈰ 11月18日㈰
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獣医総合臨床認定医ポイント対象プログラム 〈敬称略〉　

産業動物医療フォーラム 産業動物医療フォーラム

小動物臨床栄養学研究会

Sippo写真展／美術ギャラリー／クローク（9：00～18：00）

企業展示／ドリンクコーナー（10：00～16：30）
ポスターセッション（10Fホワイエ）

Sippo写真展／美術ギャラリー／クローク（9：00～18：00）

企業展示／ドリンクコーナー（10：00～16：30）
ポスターセッション（10Fホワイエ）

ランチョンセミナー［日本全薬工業㈱］　
　

市民公開シンポジウム（13：00～15：00）
あなたとペット動物の災害対策　― 特にペットとの同行避難の為に ―

冨永佳与子・河又　淳・船津敏弘・長田　啓

アドバンスセミナー【皮膚分科会】（中国語通訳付）
猫のアレルギー性皮膚疾患をアップデート

増田健一

アドバンスセミナー【神経分科会】
てんかん重積状態・その判断と治療のコツ

齋藤弥代子

アドバンスセミナー【循環器分科会】
心エコーにて右心系の評価をどう行うか ！

中村健介

アドバンスセミナー【行動学分科会】
柴犬に多くみられる問題行動

荒田明香

アドバンスセミナー【呼吸器分科会】
外耳・中耳からみた短頭種気道症候群

青木　忍

ステップアップセミナー【感染症分科会】
狂犬病について

杉浦勝明

ステップアップセミナー【消化器分科会】
胆嚢切除術の適応と手技

～知って得する各種ノウハウ教えます！～
小出和欣

ベーシックセミナー【エキゾチックペット分科会／感染症分科会】
飼鳥の感染症　― ウイルス編 ―

眞田靖幸

ステップアップセミナー【生殖器・繁殖分科会】
犬・猫の臨床繁殖学

― 交配から分娩までのメカニズム ―
堀　達也

ベーシックセミナー【運動器分科会】
後肢の異常を見極める：跛行診断のキーポイント

森　淳和

アドバンスセミナー【理学療法分科会】
最新トピックス紹介：World Veterinary Rehabilitation
Summit 2018　Knoxville, Tennessee　　　　　　　　　　　  

山田りこ

特別セミナー5［セルトラスト・アニマル・セラピューティクス㈱］
それってIBDですか？イヌの慢性腸症の新たな血液マーカーと治療法

内田和幸・中島　亘・松本　功・岩本義英

特別セミナー6［㈱グラッド・ユー］
救命率を上げる！画像診断・循環器・感染症・麻酔専門医はこう戦う！　　～僧帽弁閉鎖不全症×肺水腫×
子宮蓄膿症×敗血症の犬～　～肥大型心筋症×甲状腺機能亢進症×慢性腎疾患×尿閉疑いの凶暴猫～

佐野洋樹・木崎皓太・茂木朋貴・栗原　学

特別セミナー7［㈱ＡＶＳ］
治療のための消化管内視鏡

大野耕一

パネルディスカッション【腫瘍分科会】
皮膚に発生する腫瘍（肥満細胞腫を除く）
一番目立つ腫瘍！この診断治療を攻略する

賀川由美子・廉澤　剛・関口麻衣子

スタッフセミナー（動物のいたみ研究会）
本当は多い!! 高齢動物で増加する運動器疾患

枝村一弥

ステップアップセミナー【経営分科会】
院長先生！スタッフはこんなところで悩んで
います。事例で学ぶマネジメント      　　　　

宮下ひろ子

アドバンスセミナー【経営分科会】
獣医法医学　～これからの専門分野～

動物に罪はないけれど、人間の罪は獣医師があばく時代です！
西山ゆうこ

企業向けセミナー
これからの獣医療の対応と具体的事項

山根義久

専門学校職員に対する教育講座（第4回）
山根義久

パネルディスカッション【内分泌分科会】
手術で完治する内分泌疾患　副腎腫瘍・インスリノーマ編

松木直章・浅野和之・高木　哲

パネルディスカッション【運動器分科会】
TPLOの合併症とピットホールの対策

川田　睦・板本和仁・櫻田　晃・戸次辰郎

パネルディスカッション【神経分科会】
犬猫の脳腫瘍「準備しておこう～一般開業医としての対応」

中本裕也・小路祐樹・金園晨一

パネルディスカッション【眼科分科会】
増えてきていませんか猫の眼科疾患？主な疾患の診断・治療に精通しよう ！

村田佳輝・滝山直昭・前原誠也

パネルディスカッション【消化器分科会】
やっぱり難しい膵炎診断　～症状、膵リパーゼ、画像をどう評価するか？～

滝口満喜・大野耕一・坂井　学

パネルディスカッション【理学療法分科会】
リハビリテーションにおける装具療法の適応と現状

児玉綾香・島田旭緒

【野生鳥獣分科会】
アマミノクロウサギたちに迫る危機　～外来種としてのネコ問題～

伊藤圭子

パネルディスカッション【腎泌尿器分科会】
血尿の診断と治療

星　史雄・内田直宏・大石明広

人と動物の比較疾患研究会
前年度のリベンジなるか　徹底討論　医師vs獣医師「腎臓病を治す、人から、動物から・その2」

谷津圭介・竹中雅彦・岩井聡美

NPO法人　野生動物救護獣医師協会（WRV）（共催）

関西VNネットワーク　～動物看護師の輝く未来
～男性VN編～

杉井耕太・津田幸宏・佐藤淳平

（一社）日本動物看護職協会（共催）

日本獣医救急医療研究会（共催）
・腎不全 輸液したけど良くならない。さあどうしよう ！  神津善広
・緊急時における心臓病、肺性疾患の鑑別法   小宮山典寛　

ランチョンセミナー2-①［富士フイルム㈱／富士フイルムメディカル㈱／富士フイルムモノリス㈱］
検査データが並べて比較できないと困りませんか？

― 臨床での事例紹介と検査値共用化の取り組み ―
松木直章・唐澤良仁・石岡克己

動物臨床医学会  企画実行委員会

ランチョンセミナー2-③［マースジャパンリミテッド］
こんなにあった！予防できる口腔歯科疾患

藤田桂一

ランチョンセミナー2-④［㈱シード］
角膜の病気を治そう　入門編

― 頼もしい味方コンタクトレンズ ―
伊藤典彦・川﨑美苗

ランチョンセミナー2-⑤［OAR.LCC］
アニマルデバイスが治療を変える

1.気管虚脱への新しい低侵襲アプローチ　～やっぱりステント！～
上村暁子

2.Clinical experience with Tracheal Stent in Korea
In Seong Jeong

ランチョンセミナー2-⑥［獣医医療開発㈱］
消化器疾患に対する治療最前線：

ディアバスター錠とビオイムバスター錠の効果的な使い方
大森啓太郎

ランチョンセミナー2-⑧［カネカユアヘルスケア㈱］
知らなきゃ損！見える結果が得られる「還元型コエンザイムQ10」の使用経験
― 驚きの発毛効果、元気・食欲アップ、口臭低下、目から心臓の今後の展望まで ―

田口大介
ランチョンセミナー2-⑨［キヤノン医療用品㈱］

肺エコーを60分でものにする ！
中村篤史

ランチョンセミナー2-⑦［ベーリンガーインゲルハイムアニマルヘルスジャパン㈱］
〔動物看護師向〕

効果的な院内掲示の作り方
鐵倉れい子

ランチョンセミナー2-②
国内のペットフードのトレンドを考える

徳本一義

小動物臨床栄養学研究会

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 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

一般口演 一般口演

一般口演

スタッフ口頭発表 スタッフ口頭発表

一般口演

スタッフセミナー
行動学を学ぼう　Part2

「子猫の飼い主に伝えるべきアドバイス」
水越美奈

総合受付総合受付

企業展示（10：00～16：30） 企業展示（10：00～16：30）

アドバンスセミナー【歯科分科会】
口腔・歯科疾患の麻酔・疼痛管理

山下和人

日本小動物歯科研究会（共催）日本小動物内視鏡推進連絡会（共催）

獣医輸液研究会
往診での輸液療法の考え方
山田　裕・鈴木一由・塚野健志

シンポジウム1（13：30～15：30）
肥満Up date 2018

大辻一也・日笠喜朗・横井慎一

シンポジウム2（16：00～17：30）
絶食の概念はどう変わったのか？

大野耕一・佐野忠士

分科会セミナー
画像診断のABC  子牛の腹底部を見よう  臍疾患へアプローチする画像診断

水谷　尚・笹倉春美

分科会定例セッション
WBC開催報告・畜ガールズ講演・ HACCP 講演

磯　日出夫　　　　　　　　　　　　小島智子

スタッフセミナー
看護師が知っておくべき知識

― 働くための基礎的知識から応用まで ―
湯川尚一郎
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神経分科会
■ベーシックセミナー　　　16日㈮ 19：00～20：30　第4会場 （10F：1001） 座長：真下　忠久（舞鶴動物医療センター）

動画で見る神経症状パートⅢ -前庭・小脳症状  田村　慎司（たむら動物病院）

■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）
　　　　　　　　　　　　　17日㈯ 18：00～19：00　第8会場 （10F：1005） 座長：坂大　智洋（新潟動物画像診断センター）

脊髄の画像診断  伊藤　大介（日本大学）

■アドバンスセミナー　　　18日㈰ 16：30～17：30　第1会場 （12F：特別会議場） 座長：徳力　幹彦（山口大学名誉教授）
てんかん重積状態・その判断と治療のコツ  齋藤　弥代子（麻布大学）

■パネルディスカッション　18日㈰ 9：00～11：15　第8会場 （10F：1005） 座長：真下　忠久（舞鶴動物医療センター）
 　　　宇根　智（ネオベッツVRセンター）

犬猫の脳腫瘍「準備しておこう～一般開業医としての対応」
 1.脳腫瘍を疑う症例のバックグラウンドから診断まで  中本　裕也（KyotoAR獣医神経病センター）
 2.MRI検査に送るまで and/or MRI撮像に至らないケースの
    一次診療施設での治療  小路　祐樹（山陽動物医療センター）
 3.治療  金園　晨一（どうぶつの総合病院）

呼吸器分科会
■ステップアップセミナー　16日㈮ 19：00～20：30　第12会場 （10F：1009）

鼻咽頭の画像診断  藤原　亜紀（日本獣医生命科学大学）

■アドバンスセミナー　　　18日㈰ 16：30～17：30　第12会場 （10F：1009） 座長：城下　幸仁（犬・猫の呼吸器科）
外耳・中耳からみた短頭種気道症候群  青木　忍（Vet’s Office S.AOKI）

■パネルディスカッション　17日㈯ 9：15～11：30　第2会場 （12F：1202） 座長：永延　清和（宮崎大学）、北尾　貴史（動物メディカルセンター）
臨床各分野での動脈血ガス分析の適用や現状
 1.麻酔管理  永延　清和（宮崎大学）
 2.救急診療  塗木　貴臣（TRVA夜間救急動物医療センター）
 3.二次診療  城下　幸仁（犬・猫の呼吸器科）

循環器分科会
■ステップアップセミナー　17日㈯ 18：00～19：00　第7会場 （10F：1004） 座長：平川　篤（ペットクリニックハレルヤ）

猫におけるピモベンダンの使用法  福島　隆治（東京農工大学）

■アドバンスセミナー　　　18日㈰ 16：30～17：30　第5会場 （10F：1002） 座長：栗田　徹（天童動物病院）
心エコーにて右心系の評価をどう行うか！  中村　健介（宮崎大学）

■パネルディスカッション　〈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㈱〉
　　　　　　　　　　　　　17日㈯ 9：15～11：30　第5会場 （12F：1002） 座長：田中　綾（東京農工大学）、松本　英樹（まつもと動物病院）

循環器疾患を有する動物に麻酔をかけるには
 1.麻酔薬の選択と術中モニターの注意点  山下　和人（酪農学園大学）
 2.術中不整脈などの対処法  浅川　誠（どうぶつの総合病院）

あなたとペット動物の災害対策　― 特にペットとの同行避難の為に ― 司会：林　良博（国立科学博物館）

1.阪神・淡路大震災（平成7年（1995年）1月17日）時における動物達への対応
   ― 具体例と問題点 ― 冨永　佳与子（公益社団法人Knots）

2.東日本大震災とそれに伴う津波（平成23年（2011年）3月11日）等に
   おける動物達への対応　― 従来よりの改善点と新たな問題点 ― 河又　淳（千葉小動物クリニック）

3.熊本地震（平成27年（2016年）4月14日）時における動物達への対応　
   ― 過去の大地震で参考になった点と新たな問題点 ― 船津　敏弘（動物環境科学研究所）

4.新しい「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」と将来への対応 長田　啓（環境省自然環境局）

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。

市民公開シンポジウム 18日㈰ 13：00～15：00　第19会場 （5F：メインホール）
（本シンポジウムは JSPS科研費 JP18HP0026の助成を受けたものです）
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腎泌尿器分科会
■ステップアップセミナー　17日㈯ 16：45～17：45　第5会場 （10F：1002） 座長：久野　由博（くのペットクリニック）

ものいわぬ動物たちのために、分析装置が教えてくれる腎臓の病気  伊藤　典彦（鳥取大学）

■アドバンスセミナー（腫瘍分科会コラボレーション企画）
　　　　　　　　　　　　　17日㈯ 18：00～19：00　第5会場 （10F：1002） 座長：秋吉　秀保（大阪府立大学）

泌尿器腫瘍の診断と治療  細谷　謙次（北海道大学）

■パネルディスカッション　18日㈰ 9：00～11：15　第11会場 （10F：1008） 座長：桑原　康人（クワハラ動物病院）
血尿の診断と治療
 1.血尿の診断と治療  星　史雄（岡山理科大学）
 2.上部尿路疾患  内田　直宏（岩手大学）　
 3.下部尿路疾患  大石　明広（帯広畜産大学）

生殖器・繁殖分科会
■ベーシックセミナー　　　16日㈮ 19：00～20：30　第10会場 （10F：1007） 座長：糀場　仁（こうじば動物病院）

最新の犬の繁殖知識と技術  津曲　茂久（日本大学）

■ステップアップセミナー　18日㈰ 16：30～17：30　第8会場 （10F：1005） 座長：松川　拓哉（まつかわ動物病院）
犬・猫の臨床繁殖学　― 交配から分娩までのメカニズム ―  堀　達也　（日本獣医生命科学大学）

運動器分科会
■ベーシックセミナー　　　18日㈰ 16：30～17：30　第7会場 （10F：1004） 座長：山根　剛（(公財)動物臨床医学研究所）

後肢の異常を見極める：跛行診断のキーポイント  森　淳和（DVMsどうぶつ医療センター横浜）

■ステップアップセミナー　17日㈯ 9：15～10：15　第13会場 （10F：1010） 座長：井野　寛之（にいはま動物病院）
整形外科手術に必要な局所解剖学とアプローチ
― Ⅲ.骨盤および股関節から大腿骨 ―  左近允　巌（北里大学）

■講義とドライラボ 　講義：17日㈯ 9：15～11：30　第10会場 （10F：1007）／ドライラボ：17日㈯ 13：45～16：00　第17会場 （8F：805）
 座長：川田　睦（ネオベッツVRセンター）

跛行診断パラダイムシフト！運動器エコーで何が変わったか？  本阿彌　宗紀（東京大学）

■パネルディスカッション　18日㈰ 9：00～11：15　第7会場 （10F：1004） 座長：望月　学（東京大学）、原　康（日本獣医生命科学大学）
TPLOの合併症とピットホールの対策　　　　　　　　　　       モデレーター：川田　睦（ネオベッツVRセンター）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　    症例提供：板本　和仁（山口大学）
  櫻田　晃（さくらだ動物病院）
  戸次　辰郎（ネオベッツVRセンター）

消化器分科会
■ベーシックセミナー　　　16日㈮ 19：00～20：30　第5会場 （10F：1002） 座長：宍戸　智（緑が丘動物病院）

診断に苦慮した消化器症状を呈する症例集  中川　泰輔（東京大学）

■ステップアップセミナー　18日㈰ 16：30～17：30　第11会場 （10F：1008） 座長：山田　昭彦（西京極どうぶつ病院）
胆嚢切除術の適応と手技～知って得する各種ノウハウ教えます！～  小出　和欣（小出動物病院）

■パネルディスカッション　〈協賛： 日本全薬工業㈱〉
　　　　　　　　　　　　　18日㈰ 9：00～11：15　第12会場 （10F：1009） 座長：亘　敏広（日本大学）
 　　　小出　和欣（小出動物病院）

やっぱり難しい膵炎診断　～症状、膵リパーゼ、画像をどう評価するか？～
 1.膵炎の画像診断を中心に  滝口　満喜（北海道大学）
 2.犬の膵炎  大野　耕一（東京大学）
 3.猫の膵炎を中心に  坂井　学（日本大学）

歯科分科会
■ベーシックセミナー　　　17日㈯ 18：00～19：00　第9会場 （10F：1006） 座長：藤田　桂一（フジタ動物病院）

臨床医としての抜歯の適応基準を知ろう！  網本　昭輝（アミカペットクリニック）

■アドバンスセミナー（共催：日本小動物歯科研究会）
　　　　　　　　　　　　　18日㈰ 16：30～17：30　第4会場 （10F：1001） 座長：本田　洋（本田動物病院）

口腔・歯科疾患の麻酔・疼痛管理  山下　和人（酪農学園大学）
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■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㈯ 9：15～11：30　第7会場 （10F：1004） 座長：幅田　功（センターヴィル動物病院）
 　　　加藤　郁（加藤どうぶつ病院）

どうやって治療する？歯の修復法を学ぼう
 1.歯髄を保護した治療法ー保存修復・覆置・断髄（生活歯髄切断術）  網本　昭輝（アミカペットクリニック）
 2.歯髄を除去した治療法（抜髄根管充填法）  藤田　桂一（フジタ動物病院）
 3.クラウンを用いた治療法（ジルコニアセラミッククラウン法）  大場　茂夫（前日本大学）

眼科分科会
■ベーシックセミナー　　　16日㈮ 19：00～20：30　第7会場 （10F：1004） 座長：上岡　尚民（うえおか動物病院）

見慣れていない眼底を見慣れたものにしよう！  若生　晋輔（トライアングル動物眼科診療室） 

■アドバンスセミナー（共催：日本獣医臨床眼科研究会）
　　　　　　　　　　　　　17日㈯ 16：45～17：45　第7会場 （10F：1004） 座長：西　賢（おんが動物病院）

緑内障を徹底攻略してみよう！  山下　真（ファーブル動物病院眼科）

■パネルディスカッション　〈協賛： 千寿製薬㈱／ ㈱メニワン〉
　　　　　　　　　　　　　18日㈰ 9：00～11：15　第10会場 （10F：1007） 座長：長谷川　貴史（大阪府立大学）、上岡　尚民（うえおか動物病院）

 増えてきていませんか猫の眼科疾患？主な疾患の診断・治療に精通しよう！
 1.眼瞼と結膜の疾患  村田　佳輝（むらた動物病院）
 2.角膜の疾患  滝山　直昭（獣医眼科クリニック名古屋）
 3.ぶどう膜と眼底の疾患  前原　誠也（酪農学園大学）

皮膚分科会
■ステップアップセミナー　17日㈯ 18：00～19：00　第11会場 （10F：1008） 座長：山田　茂夫（山田動物病院）

診断・治療に役立つ表皮と毛包の知識
― 皮膚疾患の病態を理解するために ―  永田　雅彦（どうぶつの総合病院）

■アドバンスセミナー（中国語通訳付）
　　　　　　　　　　　　　18日㈰ 9：00～11：15　第1会場 （12F：特別会議場） 座長：野中　雄一（のなか動物病院）

猫のアレルギー性皮膚疾患をアップデート  増田　健一（動物アレルギー検査㈱）

■パネルディスカッション　17日㈯ 9：15～11：30　第12会場 （10F：1009） 座長：綿貫　和彦（ドリトル動物病院）
 　　　安川　邦美（やすかわ動物クリニック）

犬の自己免疫性皮膚疾患をアップデート　― 天疱瘡を中心に ―
 1.覚えておきたい自己免疫性皮膚疾患の種類と病態について  百田　豊（日本獣医生命科学大学）
 2.自己免疫性皮膚疾患における皮疹の診方、細胞診、生検法について  伊從　慶太（Vet Derm Tokyo）
 3.自己免疫性皮膚疾患の治療における治療開始から長期管理まで  村山　信雄（犬と猫の皮膚科）

内分泌分科会
■ステップアップセミナー　17日㈯ 18：00～19：00　第12会場 （10F：1009） 座長：飯田　一英（飯田犬猫病院）

どう攻める？内分泌疾患患者の麻酔  浅川　誠（どうぶつの総合病院）

■アドバンスセミナー（中国語通訳付）
　　　　　　　　　　　　　17日㈯ 9：15～11：30　第11会場 （10F：1008） 座長：毛利　崇（もうり動物病院）

内分泌疾患が招くエマージェンシー 2　― 救命救急の立場から ―  中村　篤史（TRVA 夜間救急動物医療センター）

■パネルディスカッション　18日㈰ 9：00～11：15　第5会場 （10F：1002） 座長：西飯　直仁（岐阜大学）、華園　究（酪農学園大学）
手術で完治する内分泌疾患　副腎腫瘍・インスリノーマ編
 1.診断  松木　直章（まつき動物病院）
 2.副腎腫瘍  浅野　和之（日本大学）
 3.インスリノーマ  高木　哲（麻布大学）

血液・免疫分科会　第50回小動物臨床血液研究会

■ステップアップセミナー　17日㈯ 16：45～17：45　第4会場 （10F：1001） 座長：高橋　義明（ペットクリニックハレルヤ　平和本部）
出血が止まらない（凝固障害）  丸山　治彦（日本大学）

■アドバンスセミナー　　　17日㈯ 18：00～19：00　第4会場 （10F：1001） 座長：酒井　秀夫（諫早ペットクリニック）
血液が固まり過ぎる（血栓症）  高橋　雅（鹿児島大学）
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■パネルディスカッション　〈協賛： シスメックス㈱〉〈顕微鏡協力： ㈱AVS〉
　　　　　　　　　　　　　17日㈯ 9：15～11：30　第4会場 （10F：1001） 座長：下田　哲也（山陽動物医療センター）

血液ライブディスカッション　～顕微鏡所見から治療まで語りつくす～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　アドバイザー：呰上　大吾（日本獣医生命科学大学）
　　　　　　　　　  高橋　雅（鹿児島大学）
　　　　　　　　　  丸山　治彦（日本大学）

腫瘍分科会
■ステップアップセミナー　17日㈯ 16：45～17：45　第1会場 （12F：特別会議場） 座長：児玉　和仁（児玉どうぶつ病院）

腫瘍の画像診断　― えっ？これ腫瘍ですか？―  戸島　篤史（(公財)日本小動物医療センター）

■アドバンスセミナー（腎泌尿器分科会コラボレーション企画）
　　　　　　　　　　　　　17日㈯ 18：00～19：00　第5会場 （10F：1002） 座長：秋吉　秀保（大阪府立大学）

泌尿器腫瘍の診断と治療  細谷　謙次（北海道大学）

■パネルディスカッション　18日㈰ 9：00～11：15　第4会場 （10F：1001） 座長：三宅　龍二（福山動物医療センター）
 　　　入江　充洋（四国動物医療センター）

皮膚に発生する腫瘍（肥満細胞腫を除く）
一番目立つ腫瘍！この診断治療を攻略する
 1.皮膚に発生する腫瘍と病理学  賀川　由美子（ノースラボ）
 2.皮膚腫瘍の治療  廉澤　剛（酪農学園大学）
 3.皮膚科医の立場から  関口　麻衣子（アイデックスラボラトリーズ㈱）

エキゾチックペット分科会
■ベーシックセミナー（感染症分科会コラボレーション企画）
　　　　　　　　　　　　　18日㈰ 16：30～17：30　第10会場 （10F：1007） 座長：三輪　恭嗣（みわエキゾチック動物病院）

飼鳥の感染症　― ウイルス編 ―  眞田　靖幸（小鳥の病院 BIRD HOUSE / Companion Bird Laboratories (CBL)）

■ステップアップセミナー　17日㈯ 16：45～17：45　第9会場 （10F：1006） 座長：片岡　智徳（あゆとも動物病院）
鳥のウイルス性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）

■アドバンスセミナー　　　17日㈯ 18：00～19：00　第13会場 （10F：1010） 座長：藤原　明（フジワラ動物病院）
ウサギのエンセファリトゾーン症の昨今　～疫学から臨床まで～  福井　大祐（岩手大学）

■パネルディスカッション　17日㈯ 9：15～11：30　第8会場 （10F：1005） 座長：藤原　明（フジワラ動物病院）、深瀬　徹（葛城生命科学研究所）
ウサギの腫瘍を如何に攻略するか　― 当院での治療法 ―
 1.その他の腫瘍  三輪　恭嗣（みわエキゾチック動物病院）
 2.体表腫瘍  松原　且季（ヴァンケット動物病院）
 3.当院での治療法  佐々井　浩志（北須磨動物病院）

理学療法分科会
■アドバンスセミナー　　　18日㈰ 16：30～17：30　第3会場 （11F：1101・1102） 座長：小林　孝之（アニマルクリニック　こばやし）

最新トピックス紹介：
World Veterinary Rehabilitation Summit 2018　Knoxville, Tennessee  山田　りこ（(一社)アニマルライフパートナーズ協会）

■パネルディスカッション　18日㈰ 9：00～11：15　第13会場 （10F：1010） 座長：佐野　忠士（酪農学園大学）
 　　　柄本　浩一（えのもと動物病院）

リハビリテーションにおける装具療法の適応と現状
 1.装具の適応と現状  児玉　綾香（藤井寺動物病院・動物人工関節センター）
 2.装具療法の基本  島田　旭緒（東洋装具医療器具製作所）

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）
　　　　　　　　　　　　　16日㈮ 19：00～20：30　第13会場 （10F：1010） 座長：内田　恵子

犬の攻撃行動を考える　― 診断・治療について ―  近藤　悦子（神戸いぬ・ねこ問題行動診療）

■ステップアップセミナー　17日㈯ 16：45～17：45　第10会場 （10F：1007） 座長：内田　恵子
高齢動物の問題行動を相談されたとき  水越　美奈（日本獣医生命科学大学）

■アドバンスセミナー　　　18日㈰ 16：30～17：30　第9会場 （11F：1006） 座長：内田　恵子
柴犬に多くみられる問題行動  荒田　明香（麻布大学）
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感染症分科会
■ベーシックセミナー（エキゾチックペット分科会コラボレーション企画）
　　　　　　　　　　　　　18日㈰ 16：30～17：30　第10会場 （10F：1007） 座長：三輪　恭嗣（みわエキゾチック動物病院）

飼鳥の感染症　―ウイルス編―  眞田　靖幸（小鳥の病院 BIRD HOUSE / Companion Bird Laboratories (CBL)）

■ステップアップセミナー　18日㈰ 16：30～17：30　第13会場 （10F：1010） 座長：水谷　哲也（東京農工大学）
狂犬病について  杉浦　勝明（東京大学）

■アドバンスセミナー　　　17日㈯ 16：45～17：45　第11会場 （10F：1008） 座長：兼島　孝（みずほ台動物病院）
人獣共通感染症の最新情報
猫の重症熱性血小板減少症候群（SFTS）　― 診断と対応 ―  松鵜　彩（鹿児島大学）

■パネルディスカッション　〈協賛： DSファーマアニマルヘルス㈱〉
　　　　　　　　　　　　　17日㈯ 9：15～11：30　第16会場 （8F：804） 座長：村田　佳輝（むらた動物病院）、田向　健一（田園調布動物病院）

犬猫の腸内細菌の役目を考える　― 腸内環境を整えて、感染症に勝つ ―
 1.犬の腸内細菌解析  村田　佳輝（むらた動物病院）
 2.腸内細菌、プレバイオティクス総論  栗田　吾郎（栗田動物病院）
 3.ハリネズミに多い疾患と腸内細菌の関係　～犬猫の腸内細菌との比較～  宮下　めぐみ（アニコムホールディングス㈱）
 4. IBD治療とプレバイオティクス  横山　望（東京大学）

画像診断分科会
■ベーシックセミナー　　　16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）

腹部診断時のレントゲン撮影！撮影技術からの読影  戸島　篤史（(公財)日本小動物医療センター）

■ステップアップセミナー（神経分科会コラボレーション企画）
　　　　　　　　　　　　　17日㈯ 18：00～19：00　第8会場 （10F：1005） 座長：坂大　智洋（新潟動物画像診断センター）

脊髄の画像診断  伊藤　大介（日本大学）

■アドバンスセミナー　　　17日㈯ 16：45～17：45　第8会場 （10F：1005） 座長：坂大　智洋（新潟動物画像診断センター）
腹部CT検査の読影の基礎  田中　利幸（近畿動物医療研修センター）

■パネルディスカッション　17日㈯ 9：15～11：30　第9会場 （10F：1006） 座長：滝口　満喜（北海道大学）、藤田　道郎（日本獣医生命科学大学）
腹部超音波検査とCT検査の比較検討
 1.腹部超音波検査  中村　健介（宮崎大学）
 2.CT検査  華園　究（酪農学園大学）

野生鳥獣分科会（共催：NPO法人　野生動物救護獣医師協会（WRV））　18日㈰ 10：15～11：15　第17会場 （8F：805）

 座長：矢田　新平（矢田獣医科病院）
アマミノクロウサギたちに迫る危機　～外来種としてのネコ問題～  伊藤　圭子（ゆいの島どうぶつ病院）

経営分科会
■ステップアップセミナー　18日㈰ 10：15～11：15　第16会場 （8F：804） 座長：氏政　雄揮（㈱ブイエムスリー）

院長先生！スタッフはこんなところで悩んでいます。事例で学ぶマネジメント  宮下　ひろ子（アシスト・ヒューマンリレーションズ）

■アドバンスセミナー　　　18日㈰ 9：00～10：00　第16会場 （8F：804） 座長：氏政　雄揮（㈱ブイエムスリー）
獣医法医学　～これからの専門分野～
動物に罪はないけれど、人間の罪は獣医師があばく時代です！  西山　ゆうこ（米国獣医師）

■パネルディスカッション　17日㈯ 9：15～11：30　第14会場 （8F：801・802） 座長：氏政　雄揮（㈱ブイエムスリー）
獣医学生の皆さん、大志を抱け！獣医師はこんな分野でも活躍できる
 1.獣医学×イラストレーター  tokco（㈱レーマン）
 2.獣医学×病理検査ラボ経営  難波　裕之（難波動物病理検査ラボ）
 3.獣医学×ベンチャーキャピタリスト  小川　篤志（アニコム キャピタル㈱）

産業動物分科会
総合テーマ「20年目の高張食塩液」

　1998年に我が国で高張食塩液が販売されてから20年になる。高張食塩液はそれまでの牛輸液療法の常識を覆すものであった。高張食塩液は子牛下痢症、
甚急性乳房炎、第四胃変位など幅広い適応症と緊急蘇生という力強い薬理作用から、現代生産動物医療においてなくてはならない製剤のひとつであろう。ま
た、販売後20年を迎える今日でも高張食塩液の薬効薬理、特に抗炎症作用など新知見は途切れることが無い。本セミナーは、国内販売20周年を迎える高張
食塩液の温故知新をテーマとして、臨床現場での適応例から最新研究まで幅広く取り上げたい。今では、ごく当たり前に利用されている高張食塩液について
再認識する機会として、臨床獣医師は必見のセミナーである。
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■第1日目：平成30年11月17日㈯
〔教育講演1〕　　　　　  　9：15～11：30　第3会場 （11F：1101・1102）

高張食塩液の温故知新 座長：鈴木　一由　（酪農学園大学）
(1) 高張食塩液の誕生秘話から学ぶ適応症  味戸　忠春（日本全薬工業㈱）
(2) 高張食塩液の臨床応用から学ぶ適応症  西川　晃豊（NOSAI道東）
(3) 高張食塩液の最新研究から学ぶ適応症  鈴木　一由（酪農学園大学）

〔ランチョンセミナー〕  　12：15～13：15　第3会場 （11F：1101・1102）
海外での高張食塩液の適応法　〈協賛： 日本全薬工業㈱〉

〔教育講演2〕　　　　　　13：45～16：00　第3会場 （11F：1101・1102）
症例から学ぶ高張食塩液 座長：味戸　忠春（日本全薬工業㈱）
(1) 子牛下痢症における高張食塩液  中川　巳津英（NOSAI長野）
(2) 熱射病における高張食塩液  髭白　侑香（NOSAI兵庫　淡路基幹家畜診療所）
(3) 第四胃変位における高張食塩液  近藤　直（NOSAI道東）
(4) 甚急性乳房炎における高張食塩液  杉山　美恵子（NOSAIえひめ）

〔一般口演〕　 　　　　　16：45～　　 　第3会場 （11F：1101・1102）
 

■第2日目：平成30年11月18日㈰
〔獣医輸液研究会〕  　　　 9：00～11：15　第3会場 （11F：1101・1102）

往診での輸液療法の考え方 座長：中川　巳津英（NOSAI長野）

(1) 輸液剤の機能的分類と適応例  山田　裕（岡山理科大学）
(2) 大学病院診療から学ぶ輸液メニュー  鈴木　一由（酪農学園大学）
(3) 現場で栄養輸液を行うべきか？  塚野　健志（北海道NOSAIみなみ）
(4) 総合討論

〔ランチョンセミナー〕  　12：00～13：00　第3会場 （11F：1101・1102）　〈協賛： 日本全薬工業㈱〉

〔分科会セミナー〕 　　 　13：30～14：30　第3会場 （11F：1101・1102）
画像診断のABC　子牛の腹底部をみよう　臍疾患へアプローチする画像診断
 1.子牛の腹底部の基本所見～健康な子牛の腹底部はこうやって見る！  水谷　尚（日本獣医生命科学大学）
 2.臍疾患への画像診断的アプローチ  笹倉　春美　（NOSAI兵庫）

〔分科会定例セッション〕　14：45～15：45　第3会場 （11F：1101・1102）
 1.WBC2018 Sapporo Congress報告  磯　日出夫（磯動物病院）
 2.畜ガールズ講演　2018活動報告　
 3.HACCP 講演　J-GAP審査から見るこれからの畜産  小島　智子（家畜改良センター・熊本牧場）

動物病院スタッフ・VT分科会
■専門学校職員に対する教育講座（第4回）　18日㈰ 10：15～11：15　第15会場 （8F：803） 
  山根　義久（(公財)動物臨床医学研究所）

■セミナー
・覚えておきたい心電図
  17日㈯ 9：15～10：15　第20会場 （5F：小ホール）  藤原　尚輝（フクダエム・イー工業㈱）

・動物看護研究の進め方
  17日㈯ 15：00～16：00　第20会場 （5F：小ホール）  小田　民美（日本獣医生命科学大学）

・動物看護師の知っておきたい臨床検査技術の高度医療への対応、細胞診、
  CT，MRI診断技術等
  17日㈯ 13：45～14：45　第20会場 （5F：小ホール）  三宅　龍二（福山動物医療センター）

・栄養学、オーガニックフードとは
  17日㈯ 16：45～17：45　第20会場 （5F：小ホール）  未定

・看護師が知っておくべき知識　― 働くための基礎的知識から応用まで ―
  18日㈰ 13：30～14：30　第20会場 （5F：小ホール）  湯川　尚一郎（倉敷芸術科学大学）

・行動学を学ぼう　Part2　「子猫の飼い主に伝えるべきアドバイス」
  18日㈰ 14：45～15：45　第20会場 （5F：小ホール）  水越　美奈（日本獣医生命科学大学）

■小動物臨床栄養学研究会　17日㈯ 10：30～11：30　第20会場 （5F：小ホール）
下痢・嘔吐の療法食の選び方  坂根　弘（ブルーバッファロー・ジャパン㈱）

■動物のいたみ研究会　　　18日㈰ 10：15～11：15　第20会場 （5F：小ホール）
本当は多い!! 高齢動物で増加する運動器疾患  枝村　一弥（日本大学）

■口頭発表・ポスター発表

■一般社団法人日本動物看護職協会〔共催〕　18日㈰ 9：00～10：00　第20会場 （5F：小ホール）
関西VNネットワーク　～動物看護師の輝く未来　～男性VN編～ 座長：中村　陽子（(一社)日本動物看護職協会）
  杉井　耕太（ネオベッツVRセンター）
  津田　幸宏（小儀動物病院）
  佐藤　淳平（イオンペット㈱アテナ動物病院　亀戸）
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クリニカルシンポジウム
①ここまで来た内視鏡手術
　17日㈯ 9：15～11：30　第1会場 （12F：特別会議場） 座長：髙島　一昭（(公財)動物臨床医学研究所）

1.胸腔鏡手術  浅野　和之（日本大学）
2.腹腔鏡手術  江原　郁也（ルカ動物医療センター）

②簡単そうで簡単にいかない腹水症の鑑別と治療法
　17日㈯ 13：45～16：00　第1会場 （12F：特別会議場） 座長：小出　和欣（小出動物病院）

1.循環器関連疾患に起因する腹水症  髙島　一昭（(公財)動物臨床医学研究所）
2.消化器疾患に起因する腹水症  坂井　学（日本大学）

セミナー　18日㈰ 13：30～15：45　第14会場 （8F：801・802）

 座長：髙島　一昭（(公財)動物臨床医学研究所）
中国におけるペット診療事情と中国伝統獣医療法の応用に関して  陳　　武（北京農学院）

ドライラボ〔有料　別途申込み必要〕

　16日㈮ 15：00～19：40　第8会場 （10F：1005）

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　  　
実習費：50,000円　定員18名

（骨模型、LCP 1.5㎜ インプラント代込）

　〈協力： ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱〉 座長：望月　学（東京大学）
 講師：櫻田　晃（さくらだ動物病院）
  戸次　辰朗（ネオベッツVRセンター）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インストラクター： 井野　寛之（にいはま動物病院）
　　　　　　　　　  東条　吉晃（東条動物病院）
　　　　　　　　　  前田　史彦（前田動物病院）

　17日㈯ 13：45～16：00　第17会場 （8F：805）
2.明日からできる！膝関節の運動器エコー　ハンズオンセミナー　　　　　　　　　　　  　　 実習費：8,000円　定員18名
　〈協力： ㈱日立製作所〉  本阿彌　宗紀（東京大学）

　17日㈯ 13：45～16：00　第15会場 （8F：803）
3.内視鏡ドライラボ〈協力： ㈱AVS〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実習費：8,000円　定員9名
　内視鏡検査の基本手技  亘　敏広（日本大学）

人と動物の比較疾患研究会　18日㈰ 9：00～11：15　第9会場 （10F：1006）

前年度のリベンジなるか　徹底討論、医師vs獣医師
「腎臓病を治す、人から、動物から・その2」 座長：伊藤　典彦（鳥取大学）

 1.未定  谷津　圭介（横浜市立大学）
 2.べラプロストナトリウム（BPS）の正しい使用方法と応用  竹中　雅彦（竹中動物病院）
 3.猫の腎臓病のエビデンスを整理する  岩井　聡美（北里大学）

動物のいたみ研究会
■シンポジウム　　　　17日㈯ 13：45～16：00　第2会場 （12F：1202）

腫瘍治療の最前線 座長：廉澤　剛（酪農学園大学）

 1.化学療法  小林　哲也（日本小動物がんセンター）
 2.抗体療法・免疫療法・分子標的薬  水野　拓也（山口大学）
 3.外科療法のブレイクスルー  秋吉　秀保（大阪府立大学）
 4.NSAIDsによる疼痛管理と抗腫瘍効果  西村　亮平（東京大学）

■ベーシックセミナー　17日㈯ 16：45～17：45　第2会場 （12F：1202） 座長：山下　和人（酪農学園大学）
急性痛のスコアーのレビュー  佐野　忠士（酪農学園大学）

■ランチョンセミナー　17日㈯ 12：15～13：15　第2会場 （12F：1202） 座長：枝村　一弥（日本大学）
動物のいたみサインを見逃すな!!  手島　健次（日本大学）

■スタッフセミナー　　18日㈰ 10：15～11：15　第20会場 （5F：小ホール） 
本当は多い!! 高齢動物で増加する運動器疾患  枝村　一弥（日本大学）
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ランチョンセミナー
17日㈯ 12:15～13:15

 1. ［第2会場（12F:1202）］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 座長：枝村　一弥（日本大学）
 　動物のいたみサインを見逃すな!! 手島　健次（日本大学）
 　協賛：         動物のいたみ研究会 定員 100名

 2. ［第4会場（10F:1001）］
 　手持ちスリットランプ入門　～見て治す眼の病気2018 ～ 伊藤　典彦（鳥取大学）

 　協賛： 興和㈱ 定員 100名

 3. ［第5会場（10F:1002）］
 　口臭を示す口腔疾患の診断と治療法 藤田　桂一（フジタ動物病院）

 　協賛： ライオン商事㈱ 定員 100名

 4. ［第7会場（10F:1004）］
 　リンパ球の動態と治療戦略：食物アレルギーから肥満まで 増田　健一（動物アレルギー検査㈱）

 　協賛： 動物アレルギー検査㈱ 定員  80名

小動物臨床栄養学研究会
■シンポジウム１　　　18日㈰ 13：30～15：30　第2会場 （12F：1202）

肥満Up date 2018 座長：辻本　元（東京大学）

 1.体脂肪測定の意義と評価法　― 犬の肥満評価の意義と評価法 ―  大辻　一也（帝京科学大学）
 2.犬と猫の肥満と疾患  日笠　喜朗（鳥取大学）
 3.結果にコミットする犬と猫の体重管理  横井　慎一（泉南動物病院）

■シンポジウム２　　　18日㈰ 16：00～17：30　第2会場 （12F：1202）
絶食の概念はどう変わったのか？ 座長：髙島　一昭（(公財)動物臨床医学研究所）

 1.消化器疾患と絶食  大野　耕一（東京大学）　
 2.周術期の栄養管理の考え方  佐野　忠士（酪農学園大学）

■ランチョンセミナー　18日㈰ 12：00～13：00　第2会場 （12F：1202）
国内のペットフードのトレンドを考える  徳本　一義（ヘリックス㈱）

■スタッフセミナー　　17日㈯ 10：30～11：30　第20会場 （5F：小ホール） 
下痢・嘔吐の療法食の選び方  坂根　弘（ブルーバッファロー・ジャパン㈱）

動物遺伝子疾患研究会　17日㈯ 13：45～14：45　第13会場 （10F：1010）

犬猫の遺伝性眼疾患 座長：津曲　茂久（日本大学）

 1.犬の緑内障  印牧　信行（麻布大学）
 2.遺伝性眼疾患：進行性網膜萎縮、コリー眼異常、白内障など  大和　修（鹿児島大学）

企業向けセミナー　18日㈰ 9：00～10：00　第15会場 （8F：803）

これからの獣医療の対応と具体的事項  山根　義久（(公財)動物臨床医学研究所）

日本獣医内視鏡外科研究会（JSVES）〔共催〕　17日㈯ 15：00～16：00　第13会場 （10F：1010）

内視鏡外科の基礎　～内視鏡外科をはじめるために必要な基礎知識を学ぶ～  吉田　宗則（クウ動物病院  動物内視鏡医療センター）

日本獣医救急医療研究会〔共催〕　18日㈰ 9：00～11：15　第14会場 （8F：801・802）

・腎不全 輸液したけど良くならない。さあどうしよう！  神津　善広（北摂夜間救急動物病院）
・緊急時における心臓病、肺性疾患の鑑別法
　― その鑑別、病歴の聴取、身体検査、臨床検査　その考察 ―  小宮山　典寛（三鷹獣医科グループ）
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 5. ［第8会場（10F:1005）］
 　あたらしい猫用ノミ・マダニ駆除薬「ブラベクト®スポット猫用」と
 　あたらしくなった食事療法食「猫用スペシフィック」

 　協賛： ㈱インターベット 定員  80名

 6. ［第9会場（10F:1006）］
 　露地栽培キングアガリクス（KA21株）の免疫増強効果
 　― 抗腫瘍効果と真菌感染症の予防効果 ― 元井　章智（東栄新薬㈱、東京薬科大学）

 　協賛： 東栄新薬㈱ 定員  80名

 7. ［第10会場（10F:1007）］
 　10年後を見据えた動物病院経営学　～獣医師1名から始める経営手法～ 北野　哲也（㈱サスティナコンサルティング）

 　協賛： ㈱サスティナコンサルティング 定員  80名

 8. ［第11会場（10F:1008）］
 　スキンケアの新たなコンセプト　～予防皮膚科学的な側面から 西藤　公司（東京農工大学）

 　協賛： 大扇産業㈱／ 日本全薬工業㈱ 定員 100名

 9. ［第12会場（10F:1009）］
 　循環器領域からの効果的な猫フィラリア症診断テクニック 平川　篤（ペットクリニックハレルヤ）

 　協賛： ゾエティス・ジャパン㈱ 定員 100名

18日㈰ 12:00～13:00

 1. ［第1会場（12F:特別会議場）］　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 座長：松木　直章（まつき動物病院）
 　検査データが並べて比較できないと困りませんか？ 松木　直章（まつき動物病院）
 　― 臨床での事例紹介と検査値共用化の取り組み ― 唐澤　良仁（新習志野どうぶつ病院）
 石岡　克己（日本獣医生命科学大学）
 　協賛： 富士フイルム㈱／富士フイルムメディカル㈱／富士フイルムモノリス㈱ 定員 100名

 2. ［第2会場（12F:1202）］
 　国内のペットフードのトレンドを考える 徳本　一義（ヘリックス㈱）

 　協賛： 小動物臨床栄養学研究会 定員 100名

 3. ［第5会場（10F:1002）］
 　こんなにあった！予防できる口腔歯科疾患 藤田　桂一（フジタ動物病院）
 　協賛： マースジャパンリミテッド 定員 100名

 4. ［第7会場（10F:1004）］
 　角膜の病気を治そう　入門編　― 頼もしい味方コンタクトレンズ ― 伊藤　典彦（鳥取大学）
 川﨑　美苗（鳥取大学）
 　協賛： ㈱シード 定員  80名

 5. ［第8会場（10F:1005）］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 座長：田中　綾（東京農工大学）
 　アニマルデバイスが治療を変える
 　 1.気管虚脱への新しい低侵襲アプローチ　～やっぱりステント！～ 上村　暁子（帝京科学大学）
 　 2.Clinical experience with Tracheal Stent in Korea In Seong Jeong（Royal Animal Medical Center）
 　協賛：OAR.LLC 定員  80名

 6. ［第9会場（10F:1006）］
 　消化器疾患に対する治療最前線：
 　ディアバスター錠とビオイムバスター錠の効果的な使い方 大森　啓太郎（東京農工大学）
 　協賛：獣医医療開発㈱ 定員  80名

 7. ［第10会場（10F:1007）］　〔動物看護師向〕
 　効果的な院内掲示の作り方 鐵倉　れい子（中央動物専門学校、(一社)日本POPサミット協会）

 　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㈱ 定員  80名
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 8. ［第11会場（10F:1008）］
 　知らなきゃ損！見える結果が得られる「還元型コエンザイムQ10」の使用経験
 　― 驚きの発毛効果、元気・食欲アップ、口臭低下、目から心臓の今後の展望まで ― 田口　大介（グリーン動物病院）
 　協賛： カネカユアヘルスケア㈱ 定員 100名

 9. ［第12会場（10F:1009）］
 　肺エコーを60分でものにする！ 中村　篤史（TRVA夜間救急動物医療センター）
 　協賛： キヤノン医療用品㈱ 定員 100名

特別セミナー

 1. ［17日㈯ 10：30～11：30　第13会場（10F:1010）］
 　院内血液検査キットでできる猫の心臓病スクリーニング
 　～ NT-proBNPの基礎から症例まで～ 堀　泰智（酪農学園大学）
 　協賛： アイデックスラボラトリーズ㈱

 2. ［17日㈯ 13：45～14：45　第12会場（10F:1009）］
 　嘔吐・下痢のときの食事のコンセプト 大野　耕一（東京大学）
 　協賛： 日清ペットフード㈱

 3. ［17日㈯ 15：00～16：00　第12会場（10F:1009）］
 　慢性腎臓病の治療の基本と将来の展望 宮川　優一（日本獣医生命科学大学）

 　協賛： バイエル薬品㈱

 4. ［17日㈯ 16：45～17：45　第12会場（10F:1009）］
 　知っておくべき栄養学　― 治療としての食事脂肪酸を考える ― Anton C. Baynen（Vobra Special Petfood）

 　協賛： グローバルペットニュートリション㈱

 5. ［18日㈰ 9：00～11：15　第2会場（12F:1202）］　　　　　　　　　　　　座長：牛草　貴博（セルトラスト・アニマル・セラピューティクス㈱）
 　それってIBDですか？ イヌの慢性腸症の新たな血液マーカーと治療法
 　・イヌの慢性腸症の現状と新しい治療法について 中島　亘（(公財)日本小動物医療センター）
 　・イヌの慢性腸症の病理診断の問題点･病態の仮説について 内田　和幸（東京大学）
 　・血清マーカーの開発とデータについて 松本　功（(公財)日本小動物医療センター）
 　・細胞治療の実用化への取り組み 岩木　義英（セルトラスト・アニマル・セラピューティクス㈱）
 　協賛：セルトラスト・アニマル・セラピューティクス㈱

 6. ［18日㈰ 13：30～15：45　第1会場（12F:特別会議場）］
 　救命率を上げる！画像診断・循環器・感染症・麻酔専門医はこう戦う！ 佐野　洋樹（マッセイ大学）LIVES
 　～僧帽弁閉鎖不全症×肺水腫×子宮蓄膿症×敗血症の犬～ 木崎　皓太（赤塚犬猫動物病院）LIVES
 　～肥大型心筋症×甲状腺機能亢進症×慢性腎疾患×尿閉疑いの凶暴猫～ 茂木　朋貴（東京大学）LIVES
 栗原　学（マッセイ大学）LIVES
 　協賛： ㈱グラッド・ユー

 7. ［18日㈰ 13：30～14：30　第4会場（10F:1001）］
 　日本小動物内視鏡推進連絡会（共催）
 　治療のための消化管内視鏡 大野　耕一（東京大学）
 　協賛： ㈱AVS

 8. ［18日㈰ 13：30～15：45　第12会場（10F:1009）］
 　緑内障；診断から初期治療の落とし穴 瀧本　善之（ナディア動物クリニック・動物眼科）

 　協賛： 千寿製薬㈱
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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。 17日㈯・18日㈰

・犬の肝葉切除術における中心静脈圧とヘマトクリット値の
　変化における相関性の検討 関　瀬利（日本獣医生命科学大学）
・内科療法に反応しない慢性腎臓病の急性増悪に対する統合医療：
　リン吸着サプリメントと大黄末の臨床応用 宮本　賢治（エンジェル動物病院）
・露地栽培アガリクス（KA21株）の抗がん剤の副作用軽減効果 田島　克哉（東京薬科大学）
・露地栽培アガリクス（KA21株）の育毛・発毛効果 元井　章智（東栄新薬株式会社）
・犬の白内障の治療比較 川上　亮（ネクスト動物医療センター）
・硫酸化多糖（フコイダン）を用いた血友病罹患犬の出血予防効果 鬼頭　克也（岐阜大学）
・咽頭気道閉塞症候群89例 城下　幸仁（犬・猫の呼吸器科）
・猫に寄生するノミに対する各種の滴下投与用液剤の駆除効果の比較 深瀬　徹（葛城生命科学研究所）
・猫におけるフェノバルビタールのシクロスポリン投与量に及ぼす影響 片山　泰章（岩手大学）
・慢性塞栓性肺高血圧症モデル犬での肺動脈圧の実測値と心エコー図
　パラメータの関連 島野　翔太朗（日本獣医生命科学大学）
・基準範囲共用に向けた臨床化学検査の標準化に関する検討（2018年度調査） 早川　典之（日本獣医生命科学大学）
・手持ち式自動角膜計を用いた犬と猫の角膜曲率半径の測定 川﨑　美苗（鳥取大学）

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。 17日㈯・18日㈰

神経
・ミコフェノール酸モフェチルにより良好な経過が得られた
　多巣性肉芽腫性髄膜脳脊髄炎の犬の1例 三木　伸悟（舞鶴動物医療センター）
・MRI検査にて孔脳症と診断された犬の１例 小林　亮介（小林いぬねこ病院）
・鼻腔内髄膜脳瘤に対して外科療法を行った犬の1例 中條　哲也（麻布大学附属動物病院）
・髄膜腫の犬32例のグレード分類に関する調査 坪居　穏佳（アツキ動物医療センター）
・胸腺腫に随伴して重症筋無力症を発症したことが疑われた猫の1例 陶山　雄一郎（小滝橋動物病院目白通り高度医療センター）

呼吸器
・喉頭蓋の後傾に対し喉頭蓋部分切除術を実施し良好な経過が得られた犬の1例 稲葉　健一（犬・猫の呼吸器科）
・胸腺腫摘出後、プレドニゾロンの長期投与により顕在化した
　深在性真菌症の猫の1例 戸田　裕子（小滝橋動物病院）

循環器
・心筋炎の診断にNT-proBNPの有用性が示された猫の1例 安心院　万織（御殿場動物医療センター　ユウ動物病院）
・急性心筋梗塞を発症した猫の2例 安藤　崇則（ハートウィル動物病院）
・右大動脈弓遺残症の猫の1例 宇野　理恵（セントラルシティ動物病院）
・僧帽弁閉鎖不全症に続発する左心房破裂を疑った犬の3例 髙智　正輝（松原動物病院）
・犬の完全房室ブロックにおける房室伝導系傷害部位と心電図所見との関連性 佐々木　崇文（東京農工大学）
・急性症状を呈した猫の犬糸条虫感染の10例 星　克一郎（見附動物病院）
・僧帽弁修復術を実施した犬の８例 多田　裕治（奈良動物医療センター）
・シロスタゾールにより長期経過良好な洞不全症候群の犬の1例 瀧本　いずみ（千里ニュータウン動物病院）
・ピモベンダン投与により症状の状態の悪化が認められた
　僧帽弁閉鎖不全症の犬2例 白石　健士郎（東京農工大学）
・CT検査で認められた後大静脈奇形の犬140例の検討 二村　美沙紀（小出動物病院）
・PDAの診断補助としてCT血管造影を利用した犬の1例 河合　紀人（(公財)動物臨床医学研究所）
・僧帽弁形成術を実施した犬90例における術後抗血栓療法の必要性の検討 安平　佑正（茶屋ヶ坂動物病院）
・低用量のイマチニブとシルデナフィル併用投与が有効であった
　Eizenmenger化した心室中隔欠損の犬１例 佐橋　悠（佐橋動物病院）

腎泌尿器
・マロピタントが有効であった特発性膀胱炎の猫４例 佐渡　啓樹（エル動物病院）
・診療記録データベースから示される腎機能低下に関する新たなリスクファクター 上村　暁子（帝京科学大学）
・会陰ヘルニアに伴う膀胱および前立腺壊死に対し、膀胱－前立腺－
　尿道全摘出術を行った犬の1例 木ノ下　智絵（松原動物病院）
・猫CKDの回顧的調査 水谷　雄一郎（(公財)動物臨床医学研究所）

生殖器・繁殖
・乳腺線維上皮過形成が疑われた猫の2例 大東　勇介（おおひがし動物病院）

運動器
・骨端軟骨形成不全の認められた大腿骨頭すべり症の猫の1例 山口　杏奈（うの動物病院）
・脛骨遠位骨折に2side platingを行った猫の1例 谷　友一郎（ゆう動物病院）
・プードル・イタリアングレーハウンド（イタグレ）の橈骨尺骨骨折
　において中長期観察が可能であった6治験例 樋口　雅仁（動物整形外科病院）
・ポメラニアンの大腿骨骨折癒合不全において同種骨移植をおこない
　中長期観察が可能であった2治験例 樋口　雅仁（動物整形外科病院）
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消化器
・内臓錯位および後大静脈欠損を伴った門脈体循環シャントの犬の１例 鵜飼　敦士（なりた犬猫病院）
・炎症性腸疾患に対して脂肪由来間葉系幹細胞を適応した1例 寒河江　亮太（岸上獣医科病院）
・胆嚢粘液嚢腫の精査時に偶発的に先天性門脈体循環シャントが
　発見された老齢犬 久家　優紀（小出動物病院）
・膵炎に続発した膵仮性嚢胞による消化管閉塞の犬の2例 橋本　直幸（倉敷動物医療センター .アイビー動物クリニック）
・胆嚢炎の犬3例における胆嚢摘出術の適応と予後に関する検討 才田　祐人（矢田獣医科病院）
・被嚢性腹膜硬化症（EPS）と診断した犬の1例 小坂　周平（まつかわ動物病院）
・先天性門脈体循環シャント犬270例における過去10年とそれ以前の
　症例の比較検討 小出　和欣（小出動物病院）
・CLLあるいはLow gradeリンパ腫の白血化が疑われた直腸ポリープの犬の1例 小島　高（日本動物高度医療センター）
・カメムシとの接触による舌炎が疑われた犬の1例 足立　知子（千里ニュータウン動物病院）
・胆石による肝外胆管閉塞を内科的に解除した後に胆嚢切除と
　副腎腫瘍摘出術を行った犬の1例 二村　美沙紀（小出動物病院）
・先天性門脈体循環短絡症を有する犬2頭に認められた胆嚢破裂を伴う
　胆嚢粘液嚢腫の外科的治療例 二村　侑希（小出動物病院）
・先天性門脈体循環短絡症の部分結紮術後，再手術までに胆嚢粘液嚢腫
　による閉塞性黄疸を発症した若齢犬の1例 二村　侑希（小出動物病院）
・異物により、脾臓が溶解した1例 柏原　誠也（エルザ動物医療センター）
・腹膜炎による機能性イレウスを示した肝臓型リンパ腫の犬の1例 山田　昭彦（西京極どうぶつ病院）
・膵炎の併発によって増悪した低アルブミン血症の犬の1例 高井　光一（アテナ動物病院 ららぽーと新三郷）
・炎症性結直腸ポリープの犬の2例 藤倉　直人（(公財)動物臨床医学研究所）

歯科
・下顎吻側に認められたアミロイド産生性歯原性腫瘍の犬の1例 高橋　大樹（フジタ動物病院）
・猫の歯肉炎に対するイヌインターフェロンα製剤投与後の長期経過観察 山木　誠也（アミカペットクリニック）
・術中評価に頭部CT検査を併用した犬の口腔鼻腔瘻の症例 市橋　弘章（フジタ動物病院）
・小動物用X線装置を用いた二等分面法による歯科X線検査 小川　祐生（アミカペットクリニック）
・犬の口腔から採取した唾液中に認められた数種のアミダーゼ活性
　― 歯周病の診断マーカーとしての利用の可能性 ― 深瀬　徹（葛城生命科学研究所）
・抜歯処置を実施し、QOLの改善がみられた慢性腎臓病の猫2例 谷　英佑（のば動物病院）
・歯周炎罹患犬における歯周ポケット表面積推算法の確立と臨床的意義の検討 田村　和也（永原動物病院）
・根管拡大におけるNiTiロータリーファイルの有用性について 樋口　翔太（動物整形外科病院）
・歯科用CT検査を実施した歯周病罹患猫に関する調査 小田　明良（ハーレー動物病院）

眼科
・前部ぶどう膜に発生した悪性黒色腫の犬の1例 岩田　将成（まさき動物病院）
・点眼剤の休薬により治癒起点を得た難治性角膜潰瘍の症例 川﨑　美苗（鳥取大学）
・マイクロパルスレーザー毛様体光凝固術で治療した犬の
　原発性閉塞隅角緑内障の2例 本間　功次（あおぞら動物医療センター）
・眼内メラノサイト腫瘍の犬18例における病理学的特徴と予後 大川内　光輝（㈱サンリツセルコバ検査センター）
・第三眼瞼に生じた形質細胞腫の犬1例　 福本　真也（グラン動物病院）

皮膚
・多発性脂肪織炎の誘因として縫合糸の反応を疑い切除生検を行った犬の1例 杉山　直也（兵庫ペット医療センター東灘病院）
・犬と猫の飼育環境に生息するハウスダストマイトに対する
　フィプロニルの殺ダニ効果 中村　有加里（アイ動物医療センターつくば）
・フィプロニルの滴下投与剤とアフォキソラネルの経口投与剤の併用
　― 外部寄生虫に対する寄生予防効果の増強は可能か？ ― 中村　有加里（アイ動物医療センターつくば）
・栄養管理の改善により発毛を認めた食物アレルギーの犬の１例 野中　雄一（のなか動物病院）
・蕁麻疹および血管性浮腫と診断した犬45頭の後向き調査 立野　祐子（山田動物病院）
・オスモパッド®を使用した広範囲皮膚欠損の犬の1例 和田　夏海（ユウ動物病院）
・頭頂部に脱毛を認め皮膚嚢腫と診断した犬の1例 河合　紀人（(公財)動物臨床医学研究所）

内分泌
・副腎からの性ホルモン過剰分泌が疑われた副腎皮質機能亢進症の犬の1例 後藤　智香（たなか動物病院）
・下垂体低形成が認められた多腺性機能不全症候群の犬の1例 小野　嘉久（おさむら動物病院）
・対症療法により長期間生存した下垂体巨大腺腫の犬の1例 田邉　貴史（セントラルシティ動物病院）
・重度の高ナトリウム血症を呈した全前脳胞症の犬の1例 鍋谷　知代（大阪府立大学）
・多血症を認めた副腎皮質機能低下症の1例 篠原　正義（エルザ動物医療センター）
・自宅での血糖値測定により長期維持している糖尿病の猫の1例 伊藤　千恵子（(公財)動物臨床医学研究所）
・膵臓壊死に起因した糖尿病の犬の2例 小西　翔（(公財)動物臨床医学研究所）
・入院中に発症した非定型アジソンクリーゼの1例 藤倉　直人（(公財)動物臨床医学研究所）

血液・免疫
・ミコフェノール酸モフェティルが奏功した赤芽球癆の猫の1例 橋本　淳史（山陽動物医療センター）
・脾臓摘出術を実施した再発性の非再生性免疫介在性貧血の犬における
　末梢血リンパ球サブセットの検討 高橋　義明（ペットクリニック ハレルヤ 平和本部）
・無巨核球性血小板減少症の猫の1例 酒井　秀夫（諫早ペットクリニック）
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・NRIMAへの脾摘後に腹膜炎を発症した犬の１例 酒井　秀夫（諫早ペットクリニック）
・難治性の免疫介在性血小板減少症の犬の1例 松浦　聖（山陽動物医療センター）
・非再生性免疫介在性貧血の治療中に著しい血小板増加症を認めた犬の1例 西森　大洋（木村どうぶつ病院）
・二度の開腹手術を実施したプレカリクレイン欠乏症の犬の1例 鈴木　裕子（Pet Clinic アニホス）
・慢性骨髄性白血病の犬の1例 浅野　舞（山陽動物医療センター）

腫瘍
・眼窩に発生した軟部組織肉腫に対して前頭洞からアプローチした犬の1例 山﨑　憲生（三重動物慰労センター　なるかわ動物病院）
・第1,2中手骨から指骨までを一括切除した猫骨軟骨腫症の1例 野間　夏実（カトウ獣医科クリニック）
・副腎への浸潤が認められた肝細胞癌の犬の1例 井上　侑花（大阪府立大学）
・前立腺血管肉腫の犬の1例 岡野　久美子（日本動物高度医療センター）
・喉頭に発生したリンパ腫に放射線療法を実施した猫の1例 佐々木　啓允（大阪府立大学）
・顆粒球肉腫を疑った犬の1症例 柴田　恵美子（中郷どうぶつ病院）
・脾臓病変から腹腔内出血を起こした16頭に関する回顧的検討 酒巻　大策（北摂夜間救急動物病院）
・猫の鼻腔内リンパ腫5例に対するオルソボルテージ放射線治療の安全性と有効性 秋山　今日子（舞鶴動物医療センター）
・口腔内に認められた悪性黒色腫の犬の1例 小笠原　淳子（(公財)動物臨床医学研究所）
・舌のT領域リンパ腫（T-zone lymphoma, TZL）と診断した犬の1例 小島　麻里（東京大学）
・膵臓の部分摘出後長期の無病生存期間が得られたインスリノーマの犬の1例 松浦　聖（山陽動物医療センター）
・脾臓摘出を実施した猫の肥満細胞腫の2例 松本　佳奈子（まつかわ動物病院）
・早期の外科的切除により長期生存した消化管型肥満細胞腫の犬の1例 松本　花穂里（ACプラザ苅谷動物病院 明治通り病院）
・顕著なリンパ球増多症がみられたT-zoneリンパ腫の犬の1例 神田　拓野（山陽動物医療センター）
・家族性に腎リンパ腫の発症がみられた若齢猫の2例 神田　拓野（山陽動物医療センター）
・放射線治療を実施した鼻副鼻腔腫瘍の犬の生存率と予後因子の検討 菅井　匡人（日本動物高度医療センター）
・急性胃出血により出血性ショックを呈したガストリノーマの犬の1例 中道　潤（日本動物高度医療センター）
・猫の口腔内扁平上皮癌に対して外科手術後にリン酸トセラニブを使用した２例 田中　聖晃（舞鶴動物医療センター）
・骨梗塞随伴性骨肉腫が疑われた犬の1例 唐谷　なな（日本獣医生命科学大学）
・血球貪食性組織球肉腫の犬の1例 藤井　祐至（山陽動物医療センター）
・肋骨に骨軟骨腫症が発生した猫にチタンメッシュプレートを用いて
　胸壁再建術を行った1例 藤田　唯香（西京極どうぶつ病院）
・犬猫の消化管血管系腫瘍9例の臨床および病理学的特 二瓶　和美（日本動物高度医療センター）
・良性乳腺混合腫瘍により高Ca血症を呈した1例 萩森　健二（かもがわ動物クリニック）
・外科切除を実施した高悪性度消化器型リンパ腫の猫の3例 米地　若菜（奈良動物二次診療クリニック ）
・下垂体巨大腺腫を伴うPDHにカベルゴリン治療を行った犬の3例 麩山　洋昭（南が丘動物病院）
・脊髄に転移が認められた皮膚肥満細胞腫の犬の1例 伊藤　千恵子（(公財)動物臨床医学研究所）
・孤立性に認められた肝カルチノイドの犬の1例 小西　翔（(公財)動物臨床医学研究所）
・膀胱移行上皮癌に対し、膀胱全摘出または膀胱尿道全摘出を行った犬4例 松山　和芳（岡山動物がんセンター・三宅動物病院）

エキゾチックペット
・ウサギの肝葉捻転の診断と病態に関する回顧的研究：
　外科手術を行った14症例の検討 岡村　健作（ときわ動物病院）
・肝円索由来の腹腔内膿瘍と考えられた若齢ウサギの１例 今井　勇太郎（北須磨動物病院）
・下顎骨折に対する創外固定治療と影響を追跡したウサギの１例 上田　憲吾（北須磨動物病院）
・μCTを用いたリクガメの呼吸器疾患の病態解析 川口　太平（北須磨動物病院）
・失神を繰り返すウサギの1例 中西　比呂子（ゆず動物病院）
・膣の癌肉腫に対してブレオマイシンによる抗がん剤治療が有用だった
　ウサギの1例  辻　英里子（西京極どうぶつ病院）
・ウサギの耳根部域に皮下膿瘍を伴った慢性中耳炎の3症例 立岩　想（北須磨動物病院）
・小動物臨床分野における糞便中のクリプトスポリジウムの新しい検出方法の検討 髙木　佑基（バーツ動物病院）

行動学
・預かりにて旋回行動と攻撃行動を治療した保護犬の1例 フリッツ吉川　綾（動物行動コンサルティングはっぴぃているず）
・歯科処置後から、引きこもりになってしまった猫の1例 小田　健郎（札幌動物行動クリニック）
・抗てんかん療法が有効であった尾追い行動、後肢を噛む行動を
　主訴とした犬の1例 礒見　優（ALLONE動物病院　さぎ沼病院）

感染症
・重症熱性血小板減少症候群（SFTS)を発症した猫の1例 藤井　祐至（山陽動物医療センター）

画像診断
・犬の肝胆管癌の画像所見 華園　究（酪農学園大学）
・1.5テスラMRIを用いたMR Perfusionによる犬の脳血行動態の評価と
　診断的有用性の検討 門川　美穂（酪農学園大学）
・1.5テスラMRIを用いた犬の下垂体Dynamic撮影における至適撮影条件の検討 三好　健二郎（酪農学園大学）
・犬の腎臓血管過誤腫のCT所見 山城　徳之（奈良動物医療センター）

その他
・猫の後肢皮膚欠損に対する軸状皮弁および遊離皮膚移植に
　PRP療法を併用した1例 安藤　達彦（中郷どうぶつ病院）
・人と動物の未来センター・アミティエにおける 受け入れ犬猫の実態調査 小笠原　淳子（(公財)動物臨床医学研究所）
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・犬混合不活化ワクチンのBSA濃度と抗体価測定 小久保　貴史（アイ動物医療センター）
・前肢部分断脚術後、義肢の使用を試みた犬の2例 深井　和紘（アニマルクリニック こばやし）
・地域獣医師会としての東三河小動物臨床研究会の活動 平岩　和通（平岩動物病院　東三河小動物臨床研究会）
・運動器疾患に罹患した犬を評価する際の「動物のいたみ研究会
　慢性痛判定シート」の活用と傾向分析 山崎 敦史（日本大学）
・富士ドライケムとアルファトラックで測定した犬・猫の血糖値の比較 水谷　雄一郎（(公財)動物臨床医学研究所）
・犬と猫の減量前後における生化学パラメーターの変化からみる犬猫の
　肥満の病態に関する基礎的検討 津山　悠（品川WAFどうぶつ病院）

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。 17日㈯・18日㈰

・近年の子犬の移行抗体価推移とワクチンテイクに関する一考察 大日向　剛（ゾエティスジャパン㈱）
・アロペシアX（他、脱毛症状）に対するトリカSの効果 花沢　桃子（㈱スケアクロウ）
・スケーリング後の犬の歯周病に対するイヌインターフェロンα製剤の
　長期的予防効果 白畑　壮（相模原プリモ動物病院）
・多発性直腸炎症性ポリープを掻把したミニチュアダックスフンドの1例 大橋　美里（まさき動物病院）
・アロマテラピーによる犬皮膚疾患へのアプローチ（Part1）
　毛包虫症に対する奏功例 前田　しのぶ（竜之介動物病院）
・アロマテラピーによる犬皮膚疾患へのアプローチ（Part2）
　真菌症に対する奏功例 前田　しのぶ（竜之介動物病院）
・A case of the solitary malignant gastric lymphoma in a cat 柳　燦英（Kyungpook National University）
・飼い主により当院の受付応対評価　～アンケート結果を基に～ 吉田　真理子（倉吉動物医療センター・山根動物病院）
・人と動物の未来センター・アミティエにおける譲渡状況 松島　菜々花（倉吉動物医療センター・山根動物病院）
・犬猫の不妊・去勢手術に対する飼い主の意識調査 入江　美由紀（米子動物医療センター）
・犬猫の骨折要因についての検討 吉田　静香（米子動物医療センター）
・人工肛門を設置した犬の看護 大西　里加子（大阪府立大学獣医臨床センター）
・大阪府立大学獣医臨床センターにおける腹膜透析 藤本　知美（大阪府立大学獣医臨床センター）
・動物用食器の管理 大國　友美（穴吹動物専門学校）
・乳酸菌摂取による涙やけへの副効果 有田　周磨（穴吹動物専門学校）
・効果のある減量方法とVTが出来る減量啓発活動 新川　友梨奈（穴吹動物専門学校）
・スプレー容器を使用したグルコン酸クロルヘキシジンの消毒効果 梶川　彩香（穴吹動物専門学校）
・ペットの喪失とグリーフケアに関する質問紙調査 川口　華奈（大阪ECO動物海洋専門学校）
・ペットの防災グッズの必要性に関する意識調査 土淵　ゆりえ（大阪ECO動物海洋専門学校）
・ヒョウモントカゲモドキのトラブル、病気の予防 河内　響（広島アニマルケア専門学校）
・これからの獣医療に必要になってくるカメの保定や投薬の知識 四元　大貴（広島アニマルケア専門学校）
・元宇品町における生物調査 三宅　達也（広島アニマルケア専門学校）
・フィラリア症に対する意識調査 池田　夏海（専門学校穴吹動物看護カレッジ）
・肥満に対する意識調査 加茂　日向（専門学校穴吹動物看護カレッジ）
・ペット防災 西岡　実菜心（専門学校穴吹動物看護カレッジ）
・衛生害虫 久保　成沙（専門学校穴吹動物看護カレッジ）
・手作り食のメリットとデメリット 田坂　恵（岡山理科大学専門学校）
・軍手靴下による老犬の歩行観察 中川　南（岡山理科大学専門学校）
・同行避難を行う為に私たちができる事　― 猫のクレートトレーニング ― 林　美玖（岡山理科大学専門学校）
・犬のストレスとサークルの広さの関係性 西尾　結衣（岡山理科大学専門学校）
・マッサージによる犬のリラックス効果 上原　麻耶（岡山理科大学専門学校）
・同行・同伴避難について 小野　遥（岡山理科大学専門学校）

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。 17日㈯・18日㈰

・動物看護師によるシニア教室の取り組み 久松　美穂（埼玉動物医療センター）
・リハビリテーションにおける半導体レーザーの役割 宮脇　祐（中郷どうぶつ病院）
・ウサギの健康診断の実施とデーターの検討 赤堀　未来（ときわ動物病院）
・下顎骨手術症例における看護の重要性 三浦　紫陽子（フジタ動物病院）
・動物病院におけるノーズワークの導入 田積　史子（ときわ動物病院）
・札幌夜間動物病院における動物用トリアージリスト導入による電話
　トリアージの変化 成田　晃子（札幌夜間動物病院）
・動物看護の基礎　～周術期管理～ 木村　実佐子（アリス動物病院）
・ペインスケールからみる術前の栄養管理の有用性 佐倉井　美紅（アリス動物病院）
・犬猫の骨折要因についての検討 吉田　静香（米子動物医療センター）
・人と動物の未来センター・アミティエにおける譲渡状況 松島　菜々花（倉吉動物医療センター・山根動物病院）
・動物介在活動前後における活動者のHR,BP,SPO2の変動 庄山　裕矢（神戸ブレーメン動物専門学校）
・ペットの喪失とグリーフケアに関する質問紙調査 川口　華奈（大阪ECO動物海洋専門学校）
・ペットの防災グッズの必要性に関する意識調査 土淵　ゆりえ（大阪ECO動物海洋専門学校）
・これからの獣医療に必要になってくるカメの保定や投薬の知識 四元　大貴（広島アニマルケア専門学校）
・手作り食のメリットとデメリット 田坂　恵（岡山理科大学専門学校）
・軍手靴下による老犬の歩行観察 中川　南（岡山理科大学専門学校）
・同行避難を行う為に私たちができる事　― 猫のクレートトレーニング ― 林　美玖（岡山理科大学専門学校）



●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: http://www.dourinken.com/

＊プロシーディング1セット（No.1 ～ 3）　22,000円

■参加登録料
事前登録 当日登録

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） 10,000円 15,000円
個人A会員の家族及びそこに勤務する獣医師 12,000円 17,000円
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） 25,000円 30,000円
非会員（17日㈯のみ） 18,000円 20,000円
非会員（18日㈰のみ） 18,000円 20,000円
学生（社会人大学院生及び社会人研究生は含みません）  3,000円  5,000円
産業動物獣医師 10,000円 15,000円
スタッフ（VT）  （17日㈯,18日㈰） 12,000円 13,000円
スタッフ（VT）  （17日㈯のみ）  7,000円  8,000円
スタッフ（VT）  （18日㈰のみ）  7,000円  8,000円
ベーシックセミナー（16日㈮19:00 ～ 20:30）ステップアップセミナー

事前登録及び当日登録されていれば入場可能です。
16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。

歓迎交流会（17日㈯18:30 ～ 20:30） 参加費5,000円　 リーガロイヤルホテルにて

■獣医総合臨床認定医取得の概略
①基本資格

  i）小動物臨床経験を5年間以上有する者。
  ii） 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。
 iii）申請時より過去5年間以内に3回以上本学会へ出席している者。

②ポイント制
　ポイントの取得は以下の基準により、
　合計50ポイント以上が必要です（ポイント手帳に確認印）。

  i） 受講：認定医委員会が定めた本学会のセミナー等を受講し、各
分野において2ポイント以上6ポイントまで、合計30ポイント
以上のポイント取得が必須です。

  ii） その他、当学会等での発表、司会・座長、論文掲載、講習会等
の出席に対しても細則に定めるポイントが取得できます。

　　（各ポイントは取得より5年間有効）

ステップ Ⅰ ポイント手帳購入（2,000円）

ステップ Ⅱ ポイント取得

ステップ Ⅲ 受験資格審査

ステップ Ⅳ 認定医試験

ステップ Ⅴ 認定医登録申請
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。

基本資格を有し、過去5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（財団HPよりダウンロード）。

1年に1回開催（HPやニュースレター等で公示）

＊規定および細則につきましてはホームページを参照下さい。
＊ポイント手帳（2,000円）は当日会場でも販売します

■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

至  広島
To Hiroshima

JR山陽新幹線
JR Sanyo Shinkansen

新神戸
JR Shin-Kobe 新大阪

JR Shin-Osaka

関西国際空港
Kansai International Airport

至  東京
To Tokyo

京都
JR Kyoto

JR東海道新幹線
JR Tokaido Shinkansen

JR Osaka
大阪

大阪国際空港（伊丹）
Osaka International Airport

◇大阪国際空港（伊丹）から
 ・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

 
＜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

●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://v3.apollon.nta.co.jp/dorinken18/  又は  http://www.dourinken.com/  をご覧下さい。
●事前参加登録締切日は11月2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、郵便振込のいづ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。依頼講演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2日㈮必着）お振込み下さい。
●17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）
　同伴の奥様、スタッフの方々も是非ご参加下さい。（参加費  5,000円）
●17日㈯、18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（5F）にて開催。


