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主　催：

共　催：日本獣医臨床眼科研究会・日本小動物歯科研究会・日本小動物内視鏡推進連絡会
NPO法人野生動物救護獣医師協会 (WRV)・日本獣医内視鏡外科研究会・日本獣医救急医療研究会
日本獣医動物行動研究会・一般社団法人日本動物看護職協会・日本獣医学生協会 (JAVS)・日本獣医画像診断学会

後　援：公益社団法人日本獣医学会・公益社団法人日本獣医師会・公益社団法人大阪府獣医師会
公益社団法人大阪市獣医師会・公益社団法人鳥取県獣医師会

公益財団法人 動物臨床医学研究所・動物臨床医学会
小動物臨床血液研究会・小動物臨床栄養学研究会・動物のいたみ研究会・人と動物の比較疾患研究会
動物遺伝子疾患研究会

日程

会場

作者：千村　収一（千村どうぶつ病院）　　アニーとクリ「グッピー」
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総合受付 総合受付
Sippo写真展

総合受付
Sippo写真展

分科会セミナー（13：30～15：30）
(1) 骨折の画像診断  　　　　   柄　武志
(2) プラスティックキャストによる外固定　  佐藤礼一郎

一般口演
（15：30～19：00）

ランチョンセミナー［ゾエティス・ジャパン㈱］（12：00～13：15）
新しい呼吸器疾患治療

教育講演1（9：30～11：45）
牛の骨折手術の基礎を学ぶ

枝村一弥・山下和人

理事・評議員会・総会
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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

産業動物医学フォーラム

シンポジウム　動物の高齢化と運動機能の維持
中村耕三・枝村一弥・長坂佳世

ベーシックセミナー
WSAVA 痛委員会ガイドライン：
世界基準のペインコントロールを知る

山下和人

動物のいたみ研究会

企業展示／美術ギャラリー／ドリンクコーナー（10：15～17：30）／クローク（9：00～18：00）

企業展示／ドリンクコーナー（10：15～17：30）
ポスターセッション（10Fホワイエ）

企業展示／美術ギャラリー／ドリンクコーナー（10：15～17：30）／クローク（9：00～18：00）

企業展示／ドリンクコーナー（10：15～17：30）
ポスターセッション（10Fホワイエ）

ベーシックセミナー【呼吸器・耳鼻咽喉科分科会】
ズーズー、ガーガー、ヒーヒーという
苦しそうな異常呼吸音を認めたとき

城下幸仁
ベーシックセミナー【循環器分科会】
やさしい心臓病講座　心臓病
の治療の基本原則を再度学ぶ

進　学之

ベーシックセミナー【行動学分科会】
共催：日本獣医動物行動研究会

問題行動とコンサルテーション
荒田明香

ベーシックセミナー【運動器分科会】
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

本阿彌宗紀
ベーシックセミナー【運動器分科会】
内固定と外固定で攻める
トイ犬種の橈尺骨骨折　
古田健介・米地謙介・左近允巌

ベーシックセミナー【眼科分科会】
前眼部疾患の診療

― わかりやすく解説します ―
梅田裕祥

ベーシックセミナー【歯科分科会】
不正 合の基本と治療

網本昭輝

日本獣医内視鏡外科研究会
人の消化器外科医療
内視鏡外科手術への変遷

高橋　剛

ステップアップセミナー【歯科分科会】
抜歯時のトラブルとその対策

藤田桂一

ステップアップセミナー【皮膚分科会】
犬のアレルギー性皮膚疾患を
アップデート　　　　　　　

増田健一

ステップアップセミナー【腫瘍分科会】
実症例から学ぶ腫瘍診療の落とし穴
― あなたは嵌っていませんか？ ―

細谷謙次

クリニカルシンポジウム〔内科【腎泌尿器分野】〕
猫のCKDの治療最前線
矢吹　映・星　史雄・森下啓太郎

パネルディスカッション【内分泌分科会】
手術で完治させる内分泌疾患　― 甲状腺・上皮小体編 ―

松木直章・中川貴之・高木　哲

パネルディスカッション【眼科分科会】
最近の緑内障の診断と治療

前原誠也・滝山直昭・上岡尚民・萩　清美

パネルディスカッション【神経分科会／腎泌尿器分科会】
犬猫の排尿障害を克服する
王寺　隆・中本裕也・桑原康人

パネルディスカッション【感染症分科会】
獣医領域からの人獣共通感染症2017
杉山和寿・前田　健・村田佳輝・三輪恭嗣

パネルディスカッション【運動器分科会】
下顎骨折、開口障害、閉口障害、顎関節の障害
「顎顔面の疾患に対する様々なアプローチ」

望月　学・江口徳洋・樋口翔太

日本獣医画像診断学会（検定講習会）
完全制覇　～専門医から学ぶ骨格のレントゲン読影法～

宮林孝仁

日本獣医画像診断学会  検定講習会
完全制覇　～専門医から学ぶ
骨格のレントゲン読影法～  　

宮林孝仁

特別セミナー3［メリアル・ジャパン㈱］
ホームデンタルケア指導における動物看護師の役割

Dr. Brook A. Niemiec

パネルディスカッション【呼吸器・耳鼻咽喉科分科会】
咽喉頭へのアプローチリスク

― ちょっと待て手術前に覚えておきたいリスク ―
北尾貴史・城下幸仁・佐野忠士

特別セミナー1［アイデックス ラボラトリーズ㈱］
前半：犬と猫における総T4測定の位置づけと活用法
後半：犬と猫におけるSDMAの実際と活用法　　　

難波信一

特別セミナー2［興和創薬㈱］
見て治す眼の病気
伊藤典彦・野村英一

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

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 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㈱］

ドライラボ【運動器分科会】（有料開催）
協力：新日本カレンダー㈱ペピイ事業部／ミズホ㈱／㈱ナカニシ

ドライラボ【運動器分科会】（有料開催）
［協力：㈱キリカン洋行］

ランチョンセミナー1-①［富士フイルムメディカル㈱］
「犬の副腎皮質機能亢進症は治療しても
寿命がのびない」その都市伝説、ホント？

湯木正史・永田矩之

ランチョンセミナー1-⑤［㈱ellman-Japan］
症例でみるRFナイフの有用性と
RFデバイスの利用法  　　　　

生川幹洋

ランチョンセミナー1-⑧［㈱日立製作所］
拡張能における最新トピックス

田中　綾

ランチョンセミナー1-⑪［DSファーマアニマルヘルス㈱］
画像と色で考える嘔吐治療の新戦略

鳥巣至道

ランチョンセミナー1-⑩［大扇産業㈱］
犬のシャンプーと　　　
モイスチャライズの極意
伊從慶太・江角真梨子

ランチョンセミナー1-⑫（動物看護師向け）［メリアル・ジャパン㈱］
動物病院におけるデンタルケア指導の
取り組み　～動物看護師としてできること～

三浦紫陽子

ランチョンセミナー1-⑨［バイエル薬品㈱］
犬のイソスポラ（コクシジウム）症
に対する治療の新たな選択肢　

佐伯英治

ランチョンセミナー1-⑦［動物アレルギー検査㈱］
飼い主が納得するアレルギー診療

増田健一

ランチョンセミナー1-⑥［㈱スケアクロウ］
僧帽弁閉鎖不全症犬におけるパンフェノンS®
（ピクノジェノール®含有）併用療法の有効性検討
鯉江　洋・ジェフリー・マイケル・ストロング・松下昌文・三橋郁美・大川　博

ランチョンセミナー1-④［動物のいたみ研究会］
「いたみ」から犬と猫を救いたい！　~動物用
医薬品とサプリメントの情報整理と最新情報～

ランチョンセミナー1-②［ライオン商事㈱］
猫に多くみられる口腔疾患の攻略法

藤田桂一
ランチョンセミナー1-③［クロステック㈱］
①獣医療におけるMRIの現状と有用性　～獣医療に特化したMRIの可能性～

嶋崎　等
②1.5次診療施設の画像診断の実際　～CTから動物専用MRI導入へ～

冨永博英

アドバンスセミナー【腎泌尿器分科会】（中国語通訳付）
尿路変更術
高木　哲

ステップアップセミナー【循環器分科会】
どう対処したらよいのか
麻酔時の不整脈　　　

浅川　誠

ステップアップセミナー【消化器分科会】
消化器エコーのノウハウ

滝口満喜

ステップアップセミナー【エキゾチックペット分科会】
ウサギの歯科治療
― 如何にすべきか ―

加藤　郁

アドバンスセミナー【エキゾチックペット分科会】
極めてみよう小鳥の臨床

小嶋篤史

ステップアップセミナー【腎泌尿器分科会】
会陰尿道瘻設置術

秋吉秀保

ベーシックセミナー【腫瘍分科会】
これだけは知っておきたい
細胞診の1.2.3　　　　　

呰上大吾

ベーシックセミナー【皮膚分科会】
基本が大切！

皮膚検査法をアップデート
伊從慶太

ベーシックセミナー【運動器分科会】
小型犬における前十字靭帯疾患、
診断と治療　　　　　　　　　　

戸次辰郎

ベーシックセミナー【消化器分科会】
犬の肝酵素と膵酵素上昇の診断
アルゴリズム：どう考えるか？　　

大野耕一

アドバンスセミナー【眼科分科会】〔共催：日本獣医臨床眼科研究会〕
レッドアイを診る

― 失敗しない診断と治療をめざして ―
辻田裕規

ステップアップセミナー【内分泌分科会】
エコーだけじゃない！X線、CT、
MRI検査からも診る内分泌疾患

華園　究

ステップアップセミナー【感染症分科会】
サンプリングからの感染症診断

＊サンプリング方法を間違えると検査結果に影響する
ことから、検査の第1歩をわかりやすく解説する。　

山口智宏

ステップアップセミナー【神経分科会】
脳の画像診断
長谷川大輔

ステップアップセミナー【眼科分科会】
眼脂が多い眼への戦略的な
アプローチ　　　　　　　

若生晋輔

ステップアップセミナー【理学療法分科会】
義肢を使ってこんなリハビリが
できます　　　　　　　　　

椿下早絵

アドバンスセミナー【皮膚分科会】
難治性膿皮症の犬が来院したらどうする？
― 例えばフレンチブルドックで困った経験はありませんか？ ―

永田雅彦

アドバンスセミナー【内分泌分科会】
内分泌疾患が招くエマージェンシー
― 救命救急の現場から ―

中村篤史

ステップアップセミナー【腎泌尿器分科会／生殖器・繁殖分科会】
伴侶動物の泌尿器および生殖器に関連する遺伝子疾患
― 多発性嚢胞腎、遺伝性尿石症、潜在精巣、半陰陽など ―

大和　修

アドバンスセミナー【腫瘍分科会】
肛門周囲に発生する腫瘍の診断と治療

― 新しい情報を含めて ―
廉澤　剛

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】
人とエキゾチックペットの感染症の実態2017

― 恐れるか、否かを学ぶ ―
宇根有美

スタッフセミナー
より専門的な看護の為に　「麻酔」

北尾貴史

スタッフセミナー（小動物臨床栄養学研究会）
腎臓病と食事管理、何故食事が重要か

宮川優一

スタッフセミナー
あなたはわかりますか？
看護の基本知識　　　

湯川尚一郎

日本獣医学生協会（JAVS）
臨床は先ず症例から

― 1症例の積み重ねが大事 ―
山根義久

専門学校職員に対するセミナー
動物看護関係者が知っておくべき事項
動物と接することによる効能・効果

山根義久

アドバンスセミナー【感染症分科会】
消化管内寄生虫を知る

伊藤直之

ベーシックセミナー【経営分科会】
病院経営をマーケティング目線で
見直してみましょう　　　　　　

氏政雄揮

ステップアップセミナー【経営分科会】
卒業して5年目の勤務獣医師が1日9時間・週5日労働、毎年2週間のバケー
ションをとり年収900万円、福利厚生あり」がごくあたりまえであるアメリカ
のフツウの動物病院って毎日どんな臨床をしているのか、教えます！　　　

西山ゆう子

特別セミナー4［メリアル・ジャパン㈱］
Brook流！歯周疾患予防の極意

Dr. Brook A. Niemiec

特別セミナー5［東レ㈱／共立製薬㈱］
猫の慢性腎臓病に対するベラプロストナトリウム（BPS）による治療アップデート

佐藤れえ子・髙島一昭・竹中雅彦

日本獣医救急医療研究会
・腹腔内出血；そんなんきたらどないしょう？　　　　　　　神津善広　
・猫の糖尿病の知るべき５つのポイント　― 低炭水化物食、
  離脱療法、自己モニター、先端巨大症、ケトアシドージス ―　 小宮山典寛　

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

アドバンスセミナー【行動学分科会】
問題行動カウンセリングの実際

水越美奈

18
時
30
分
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り
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流
会
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ル
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第38回動物臨床医学会年次大会　大会日程（予定）
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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

日本小動物内視鏡推進連絡会

小動物臨床栄養学研究会

第48回小動物臨床血液研究会

企業展示／美術ギャラリー／ドリンクコーナー（10：00～16：30）／クローク（9：00～18：10）

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）

企業展示／美術ギャラリー／ドリンクコーナー（10：00～16：30）／クローク（9：00～18：10）

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）

教育講演2
牛の骨折整復術を実践する

山岸則夫・鈴木一由

定例セッション（15：10～16：10）
(1) ワンポイントエコー教室、(2) 畜ガールズ報告、
(3) HACCP講演　　　　　　　　　　　　　　

繁殖セミナー（13：45～14：35）
(1) ET最前線
濱脇　淳

一般口演
（12：45～13：40）

ランチョンセミナー［ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱］（11：30～12：45）
牛医療における骨折治療で　　　
揃えておかなければならない機材

市民公開  特別講演
トークショー

滝川クリステル、齊藤慶輔

市民公開シンポジウム【野生鳥獣分科会】 〔共催：NPO法人野生動物救護獣医師協会（WRV）〕
里山崩壊による野生動物の行動範囲の拡大と動物由来感染症の発生について

― 特にマダニと野生動物 ―
江口祐輔・前田　健・水谷哲也

クリニカルシンポジウム　運動器分野（中国語通訳付）
股関節疾患の診断と最新治療

藤田幸弘・是枝哲彰

パネルディスカッション【循環器分科会】
結構見つかる犬猫の高血圧症をいかに診断し治療していくのか

田中　綾・島村俊介・岩永孝治

アドバンスセミナー【消化器分科会】
胃腸の通過障害における外科的アプローチ

浅野和之

アドバンスセミナー【歯科分科会】（共催：日本小動物歯科研究会）
病理組織像から診た歯肉炎と歯周炎

木場秀夫

アドバンスセミナー【感染症分科会】
狂犬病ワクチン接種は本当に必要か

杉浦勝明
ステップアップセミナー【呼吸器・耳鼻咽喉科分科会】
環境と動物の疾患・受動喫煙と
ペットの咳の関連について　　

山谷吉樹
ベーシックセミナー【神経分科会】

動画で見る神経疾患パート2 ― 脳幹部
田村慎司

パネルディスカッション【歯科分科会】
口腔軟部外科疾患の攻略法
渡邊一弘・江口徳洋・米澤　覚

ベーシックセミナー【生殖器・繁殖分科会】
社会をつなぐ内分泌学

菊水健史

特別セミナー9
消化管内視鏡　新たな知見と最新の検査

中島　亘

シンポジウム　犬・猫の慢性腎臓病の進行をいかに防ぐか
桑原康人・佐藤れえ子

ステップアップセミナー
皮膚疾患と栄養管理

島崎洋太郎

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～

久末正晴・呰上大吾・高橋　雅

アドバンスセミナー【血液・免疫分科会】
一歩進んだ血液疾患診断のアイテム、骨髄検査を基礎から
学んでみましょう　Part-Ⅱ　骨髄像より診断する血液疾患

下田哲也

特別セミナー7［ベーリンガーインゲルハイムジャパン㈱］
犬の僧帽弁粘液腫様変性における診断・治療
のコンセンサスステートメントのアップデート

上地正実

特別セミナー6［DSファーマアニマルヘルス㈱］
僧帽弁閉鎖不全症の診療アップデート

高野裕史

特別セミナー8（動物病院スタッフ・VT対象）［メリアル・ジャパン㈱／ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン㈱］
スペシャルトークセッション

「”猫”のことをもっと知ろう」～猫と猫オーナーの世界～
服部　幸

特別セミナー10［千寿製薬㈱］
これで出来るはず！緑内障の診断と治療

瀧本善之

パネルディスカッション【理学療法分科会】
理学療法に関する資格を考える
枝村一弥・信岡尚子・佐野忠士・藪野公子

アドバンスセミナー【循環器分科会】
めったに遭遇しないが知っておくべき
循環器疾患　　　　　　　　　　　

小山秀一

アドバンスセミナー【経営分科会】
院長先生を守る就業規則の作り方

高良和恵

アドバンスセミナー【経営分科会】
病院経営のベンチマークを考える
～国内および日米の比較から～

氏政雄揮

アドバンスセミナー【運動器分科会】
運動器疾患の診断における超音波検査の活用

～何がどこまで診断できるのか～
枝村一弥

パネルディスカッション【エキゾチックペット分科会】
ウサギの腹腔内腫瘤をどう攻略するか

佐々井浩志・毛利　崇

ベーシックセミナー【内分泌分科会】
多飲多尿から始める内分泌疾患

西飯直仁

ステップアップセミナー【血液・免疫分科会】
溶血性貧血を確実に鑑別し、治療する

呰上大吾

ベーシックセミナー【血液・免疫分科会】
貧血を見分ける

井手香織

ステップアップセミナー【行動学分科会】
一般診療における問題行動への早期介入
および初期対応　　　　　　　　　　　

藤井仁美

スタッフセミナー（動物のいたみ研究会）
がん患者の周術期管理
― がんはなぜ痛いのか？ ―

林宝謙治・下田有希

（一社）日本動物看護職協会

関西VNネットワーク　～動物看護師の輝く未来～
　

ステップアップセミナー【運動器分科会】
超小型犬の橈骨尺骨骨折治療へ新しく
開発した極小システムの応用　　　　

樋口雅仁

ベーシックセミナー【理学療法分科会】
装具をリハビリに活用しよう！

島田旭緒

動物遺伝子疾患研究会
動物遺伝子疾患研究会設立記念シンポジウム
犬の変性性脊髄症DMの現状と将来

神志那弘明・大和　修

アドバンスセミナー【呼吸器・耳鼻咽喉科分科会】
いざという時の喉頭切開術

米澤　覚

パネルディスカッション【腫瘍分科会】
一番多い腫瘍である　乳腺腫瘍！　新情報満載！

賀川由美子・細谷謙次・伊東輝夫

企業・獣医師向けセミナー
生物と環境　― 特に土壌について ―

山根義久

パネルディスカッション【皮膚分科会】
犬アトピー性皮膚炎をもっと上手にコントロールしよう！　― オクラシチニブとの併用や使い分けについて ―

池　順子・百田　豊・村山信雄・藤村正人

パネルディスカッション【消化器分科会】
タンパク喪失性腸症の治療最前線

中村健介・亘　敏広・大野耕一

パネルディスカッション【経営分科会】
理想のチームづくり

上野弘道・三宅亜希・藤井裕介

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

人と動物の比較疾患研究会

腎臓病を治す、人から、動物から
谷津圭介・伊藤典彦・岩井聡美・竹中雅彦

症例検討 症例検討

症例検討 症例検討

症例検討 症例検討

ランチョンセミナー2-①［東芝医療用品㈱］
すぐに診療で活かせる超音波画像診断の臨床

滝口満喜

動物臨床医学会  企画実行委員会

ランチョンセミナー2-②［ブルーバッファロー・ジャパン㈱］
高齢猫の運動機能と内科的管理

坂根　弘

ランチョンセミナー2-③［マースジャパンリミテッド］
～獣医師向～　歯科から考える予防医療の重要性

藤田桂一

ランチョンセミナー2-⑦［㈱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

北野哲也

ランチョンセミナー2-⑤［㈱サン・メディカ］
総合獣医療のすすめ

オーナー様満足度を高めるサプリメント活用術
大平力也

ランチョンセミナー2-⑥［㈱アイレックス］
今日から使える、消臭・殺菌・消毒から、臨床応用まで 

“オゾンペットシャワー ＆ オゾンミスティー”　簡単便利・低コスト・
長寿命の  オゾン気泡水発生装置  を動物病院で使いこなそう！

美濃部五三男

ランチョンセミナー2-⑨［日本農産工業㈱］
新しい消化器用フードの使いどころ
～臨床獣医師の疑問を解決します～

鳥巣至道
ランチョンセミナー2-⑩［ゾエティス・ジャパン㈱］
新規駆虫薬・その革新的薬効成分に迫る

浅井史敏

ランチョンセミナー2-⑧［獣医医療開発㈱］
動物病院に潜む脳 塞の実態

～前庭疾患と診断していませんか？～
西田英高

ランチョンセミナー2-④
猫の腎臓病の療法食について

小動物臨床栄養学研究会

第48回小動物臨床血液研究会

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

一般口演 一般口演

症例検討

症例検討

スタッフセミナー
行動学を理解しよう

水越美奈

スタッフセミナー
災害時の動物救護における
動物看護師の役割　　　　

小野文子
スタッフ口頭発表

総合受付
Sippo写真展

総合受付
Sippo写真展
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クリニカルシンポジウム
①腎泌尿器分野　18日㈯ 9:15 ～ 11:30　第1会場  (12F:特別会議場)   座長：佐藤　れえ子（岩手大学）

猫のCKDの治療最前線
 1. CKDの病態と内科治療 　　　矢吹　映（鹿児島大学）
 2. ミネラル代謝異常のメカニズムと治療 　　　星　史雄（北里大学）
 3. 腎性貧血の病態と治療 　　　森下　啓太郎（北海道大学）

②運動器分野（中国語通訳付）　19日㈰ 9:00 ～ 11:15　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）

股関節疾患の診断と最新治療
 1. 股関節疾患の診断と治療 　　　藤田　幸弘（麻布大学）
 2. 股関節全置換術の最新事情 　　　是枝　哲彰（藤井寺動物病院・動物人工関節センター）

神経分科会
■ベーシックセミナー　　　19日㈰ 17:00 ～ 18:00　第5会場  (10F:1002)   座長：真下　忠久（舞鶴動物医療センター）

動画で見る神経疾患パート2　― 脳幹部 ― 　　　田村　慎司（たむら動物病院）

■ステップアップセミナー　18日㈯ 16:45 ～ 17:45　第5会場  (10F:1002)   座長：徳力　幹彦（山口大学名誉教授）
脳の画像診断 　　　長谷川　大輔（日本獣医生命科学大学）

■パネルディスカッション（腎泌尿器分科会合同）　18日㈯ 9:15 ～ 11:30　第6会場  (10F:1003)
   座長：武井　好三（岩手大学）・宇根　智（ネオベッツVRセンター）

犬猫の排尿障害を克服する
 1. 排尿機構の概説 　　　王寺　隆（ネオベッツVRセンター）
 2. 神経疾患による排尿障害とその治療 　　　中本　裕也（KyotoAR獣医神経病センター）
 3. 神経疾患以外の腎泌尿器系の異常による排尿障害とその治療 　　　桑原　康人（クワハラ動物病院）

呼吸器・耳鼻咽喉科分科会
■ベーシックセミナー　　　17日㈮ 19:00 ～ 20:30　第4会場  (10F:1001)

ズーズー、ガーガー、ヒーヒーという苦しそうな異常呼吸音を認めたとき 　　　城下　幸仁（相模が丘動物病院）

■ステップアップセミナー　19日㈰ 17:00 ～ 18:00　第4会場  (10F:1001)   座長：永延　清和（宮崎大学）
環境と動物の疾患・受動喫煙とペットの咳の関連について 　　　山谷　吉樹（日本大学）

■アドバンスセミナー　　　19日㈰ 9:00 ～ 10:00　第13会場  (10F:1010)   座長：城下　幸仁（相模が丘動物病院）
いざという時の喉頭切開術 　　　米澤　覚（アトム動物病院　動物呼吸器病センター）

■パネルディスカッション　18日㈯ 9:15 ～ 11:30　第2会場  (12F:1202)   座長：永延　清和（宮崎大学）
咽喉頭へのアプローチリスク
― ちょっと待て手術前に覚えておきたいリスク ―
 1. 術前に把握するべきリスク項目 　　　北尾　貴史（動物メディカルセンター）
 2. 猫の炎症性喉頭疾患の対応について 　　　城下　幸仁（相模が丘動物病院）　
 3. 上部気道疾患における気管切開の適応について 　　　佐野　忠士（酪農学園大学）

滝川クリステル（一般財団法人 クリステル・ヴィ・アンサンブル）
齊藤　慶輔（猛禽類医学研究所）

市民公開シンポジウム
里山崩壊による野生動物の行動範囲の拡大と動物由来感染症の発生について
― 特にマダニと野生動物 ―   司会：山根　義久（（公財）動物臨床医学研究所）

1. 里山崩壊とそれに伴う野生獣の農産物被害の実情
　― 里山崩壊とそれに併う野生獣の農産物被害の実情 ― 　　　江口　祐輔（国立研究開発法人 農研機構 
 　　　　　　　　　西日本農業研究センター）
2. 重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の動物における全国的抗体保有率と感染予防　
　― 動物における抗体保有率は、すなわち人への感染予防と関係あり ― 　　　前田　健（山口大学）
3. 現状の国内外における重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の発生状況と今後の対応
　― 現状の発生状況を理解し、その対応を協議 ― 　　　水谷　哲也（東京農工大学）

特 別 講 演市民
公開

（野生鳥獣分科会合同）〔共催：NPO法人野生動物救護獣医師協会（WRV）〕

トークショー

循環器分科会
■ベーシックセミナー　　　17日㈮ 19:00 ～ 20:30　第5会場  (10F:1002)   座長：須崎　信哉（すざき動物病院）

やさしい心臓病講座　心臓病の治療の基本原則を再度学ぶ 　　　進　学之（しん動物病院）

■ステップアップセミナー　18日㈯13:45 ～ 14:45　第2会場(12F:1202)   座長：栗田　徹（天童動物病院）
どう対処したらよいのか麻酔時の不整脈 　　　浅川　誠（どうぶつの総合病院）

■アドバンスセミナー　　　19日㈰17:00 ～ 18:00　第12会場  (10F:1009)   座長：松本　英樹（まつもと動物病院）
めったに遭遇しないが知っておくべき循環器疾患 　　　小山　秀一（日本獣医生命科学大学）

■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ベトメディカジャパン㈱〉
　　　　　　　　　　　　　19日㈰14:30 ～ 16:45　第1会場  (12F:特別会議場)   座長：小山　秀一（日本獣医生命科学大学）・靏野光興（ツルノ動物病院）

結構見つかる犬猫の高血圧症をいかに診断し治療していくのか
 1. 原因を見極め診断する 　　　田中　綾　（東京農工大学）
 2. 犬の高血圧の治療 　　　島村　俊介（大阪府立大学）
 3. 猫の高血圧の治療 　　　岩永　孝治（東京動物心臓病センター）

腎泌尿器分科会
■ステップアップセミナー　18日㈯ 18:00 ～ 19:00　第5会場  (10F:1002)   座長：佐藤　れえ子（岩手大学）

会陰尿道瘻設置術 　　　秋吉　秀保（大阪府立大学）

■ステップアップセミナー（生殖器・繁殖分科会合同）
　　　　　　　　　　　　　18日㈯ 13:45 ～ 14:45　第10会場  (10F:1007)   座長：糀場　仁（こうじば動物病院）

伴侶動物の泌尿器および生殖器に関連する遺伝子疾患
― 多発性嚢胞腎、遺伝性尿石症、潜在精巣、半陰陽など ― 　　　大和　修（鹿児島大学）

■アドバンスセミナー（中国語通訳付）　18日㈯ 13:45-16:00　第1会場  (12F:特別会議場)
   座長：秋吉　秀保（大阪府立大学）

尿路変更術 　　　高木　哲（北海道大学）

■パネルディスカッション（神経分科会合同）　18日㈯ 9:15 ～ 11:30　第6会場  (10F:1003)
   座長：武井　好三（岩手大学）・宇根　智（ネオベッツVRセンター )

犬猫の排尿障害を克服する
 1. 排尿機構の概説 　　　王寺　隆（ネオベッツVRセンター）
 2. 神経疾患による排尿障害とその治療 　　　中本　裕也（KyotoAR獣医神経病センター）
 3. 神経疾患以外の腎泌尿器系の異常による排尿障害とその治療 　　　桑原　康人（クワハラ動物病院）

生殖器・繁殖分科会
■ベーシックセミナー　19日㈰ 15:45 ～ 16:45　第4会場  (10F:1001)   座長：松川　拓哉（まつかわ動物病院）

社会をつなぐ内分泌学 　　　菊水　健史（麻布大学）

■ステップアップセミナー（腎泌尿器分科会合同）　18日㈯ 13:45 ～ 14:45　第10会場  (10F:1007)
   座長：糀場　仁（こうじば動物病院）

伴侶動物の泌尿器および生殖器に関連する遺伝子疾患
― 多発性嚢胞腎、遺伝性尿石症、潜在精巣、半陰陽など ― 　　　大和　修（鹿児島大学）

運動器分科会
■ベーシックセミナー

実習座学および実習 〈協力：ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱〉　17日㈮ 19:00 ～ 20:30　第9会場  (10F:1006)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          座長兼テーブルインストラクター：櫻田　晃（さくらだ動物病院）
前半　「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」
　　　LCPの基本原則とトイ犬種の橈尺骨骨折の分類 　　　本阿彌　宗紀（東京大学）　
後半　実習の一部開講
　　　猫の大腿骨骨幹部横骨折に対するLCP2.4による圧迫プレート
 　　　本阿彌　宗紀（東京大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        テーブルインストラクター：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）

実習座学 〈協力：㈱キリカン洋行〉　17日㈮ 19:00 ～ 20:30　第10会場  (10F:1007)
「プレートと創外固定で攻略するトイ犬種の橈尺骨骨折」   座長：左近允　巌（北里大学）
 1. Mini SK ESFシステムの基本的な使用方法 　　　古田　健介（横浜青葉どうぶつ病院）
 2. 創外固定を用いたトイ犬種の橈尺骨整復 　　　米地　謙介（奈良動物二次診療クリニック）
 3. プレートを用いたトイ犬種の橈尺骨整復術 　　　左近允　巌（北里大学）

■ドライラボ〔有料　別途申込み必要〕
1. 「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：30,000円，定員18名

　　　　　　　　　　　　　18日㈯ 9:15 ～ 11:30　第15会場  (8F:803)
　ロッキングプレートによるトイ犬種の橈尺骨遠位端骨折整復　〈協力：ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱〉
 　　　本阿彌　宗紀（東京大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        テーブルインストラクター：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）

  司会：林　良博（国立科学博物館）

開催内容（予定）　＊敬称略、内容・講師等は変更になる事があります。

19日㈰ 13:00 ～ 14:00　第19会場  (5F:メインホール)

19日㈰ 14:30 ～ 16:45　第19会場  (5F:メインホール)
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2. 「内固定と外固定で攻めるトイ犬種の橈尺骨骨折」　〈協力：㈱キリカン洋行〉　　　　　 実習費：40,000円，定員18名
　　　　　　　　　　　　　18日㈯ 9:15 ～ 11:30　第18会場  (8F:806)

 　　　左近允　巌（北里大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        テーブルインストラクター：古田　健介（横浜青葉どうぶつ病院）・米地　謙介（奈良動物二次診療クリニック）
　実習内容：①小型犬橈骨モデルを用いたプレートによる内固定整復
　　　　　　②小型犬橈骨モデルを用いたIMEX創外固定整復

3. 「下顎骨折に対するワイヤリング」　〈協力：新日本カレンダー㈱ペピイ事業部／ミズホ㈱／㈱ナカニシ〉
　　　　　　　　　　　　　18日㈯ 13:45 ～ 16:00　第15会場  (8F:803)　　　　　　　　　　　 実習費：30,000円，定員16名

   座長：望月　学（東京大学）
 　　　江口　徳洋（Vets Dental & Oral Surgery Office）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        テーブルインストラクター：樋口　翔太（おぎの歯科医院・動物整形外科病院）

■ベーシックセミナー　　　18日㈯ 18:00 ～ 19:00　第13会場  (10F:1010)
小型犬における前十字靭帯疾患、診断と治療 　　　戸次　辰郎（ネオベッツVRセンター）

■ステップアップセミナー　〈協賛： ミズホ㈱〉　19日㈰ 10:15 ～ 11:15　第14会場  (8F:801･802)
   座長：山根　剛（（公財）動物臨床医学研究所）

超小型犬の橈骨尺骨骨折治療へ新しく開発した極小システムの応用 　　　樋口　雅仁（動物整形外科病院）

■アドバンスセミナー　〈協賛： 東芝医療用品㈱〉　19日㈰ 17:00 ～ 18:00　第13会場  (10F:1010)
   座長：是枝　哲彰（藤井寺動物病院・動物人工関節センター）

運動器疾患の診断における超音波検査の活用
～何がどこまで診断できるのか～ 　　　枝村　一弥（日本大学）

■パネルディスカッション　〈協賛： 新日本カレンダー㈱ペピイ事業部〉　18日㈯ 9:15 ～ 11:30　第13会場  (10F:1010)
   座長：望月　学（東京大学）・川田　睦（ネオベッツVRセンター）

下顎骨折、開口障害、閉口障害、顎関節の障害
「顎顔面の疾患に対する様々なアプローチ」 
 1. 獣医整形外科医が考える顎顔面の整形外科 　　　望月　学（東京大学）
 2. 獣医口腔外科医が考える顎顔面の整形外科 　　　江口　徳洋（Vets Dental & Oral Surgery Office）
 3. 歯科医学から考える顎顔面の整形外科 　　　樋口　翔太（おぎの歯科医院・動物整形外科病院）

消化器分科会
■ベーシックセミナー　　　18日㈯ 18:00 ～ 19:00　第9会場  (10F:1006)   座長：船津　敏弘（動物環境科学研究所）

犬の肝酵素と膵酵素上昇の診断アルゴリズム：どう考えるか？ 　　　大野　耕一（東京大学）

■ステップアップセミナー　18日㈯ 16:45 ～ 17:45　第1会場  (12F:特別会議場)   座長：前谷　茂樹（まえたに動物病院）
消化器エコーのノウハウ 　　　滝口　満喜（北海道大学）

■アドバンスセミナー　　　19日㈰ 17:00 ～ 18:00　第1会場  (12F:特別会議場)   座長：宍戸　智（緑が丘動物病院）
胃腸の通過障害における外科的アプローチ 　　　浅野　和之（日本大学）

■パネルディスカッション　19日㈰ 9:00 ～ 11:15　第12会場  (10F:1009)   座長：中島　亘（日本小動物医療センター）・小出　和欣（小出動物病院）
タンパク喪失性腸症の治療最前線
 1. 病態と診断　― 治療の前にプローブを持ちながら考えるべきこと ― 　　　中村　健介（宮崎大学） 
 2. 食事療法　― 低脂肪食の有用性 ― 　　　亘　敏広（日本大学）
 3. 薬物療法と予後　― 処方の勘どころ ― 　　　大野　耕一（東京大学）

■内視鏡ドライラボ〔有料　別途申込み必要〕　〈協力：㈱AVS〉
　　　　　　　　　　　　　19日㈰ 9:00 ～ 11:15　第18会場  (8F:806)　　　　　　　　　　　     　 実習費：8,000円，定員9名

内視鏡検査の基本手技 　　　坂井　学（日本大学）

歯科分科会
■ベーシックセミナー　　　18日㈯ 9:15 ～ 10:15　第14会場  (8F:801･802)   座長：武藤　具弘（武藤ペットクリニック）

不正 合の基本と治療 　　　網本　昭輝（アミカペットクリニック）

■ステップアップセミナー　17日㈮ 19:00 ～ 20:30　第8会場  (10F:1005)   座長：本田　洋（本田動物病院）
抜歯時のトラブルとその対策 　　　藤田　桂一（フジタ動物病院）

■アドバンスセミナー　〔共催：日本小動物歯科研究会〕
　　　　　　　　　　　　　19日㈰ 17:00 ～ 18:00　第7会場  (10F:1004)   座長：大場　茂夫（日本大学）

病理組織像から診た歯肉炎と歯周炎 　　　木場　秀夫（日本大学）

■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〉
　　　　　　　　　　　　　19日㈰ 14:30 ～ 16:45　第5会場  (10F:1002)   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）

口腔軟部外科疾患の攻略法
1.唾液瘤 　　　渡邊　一弘（岐阜大学）
2.口蓋裂 　　　江口　徳洋（Vets Dental & Oral Surgery Office）
3.軟口蓋過長症 　　　米澤　覚（アトム動物病院　動物呼吸器病センター）

眼科分科会
■ベーシックセミナー　　　18日㈯ 9:15 ～ 10:15　第11会場  (10F:1008)   座長：佐藤　秀樹（トピア動物病院）

前眼部疾患の診療　－わかりやすく解説します－ 　　　梅田　裕祥(横浜どうぶつ眼科) 

■ステップアップセミナー　18日㈯ 16:45 ～ 17:45　第11会場  (10F:1008)   座長：上岡　尚民（うえおか動物病院）
眼脂が多い眼への戦略的なアプローチ 　　　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〕　18日㈯ 18:00 ～ 19:00　第11会場  (10F:1008)
   座長：西　賢（おんが動物病院）

レッドアイを診る　－失敗しない診断と治療をめざして－ 　　　辻田　裕規(どうぶつ眼科専門クリニック)

■パネルディスカッション　〈協賛： 千寿製薬㈱／ ㈱メニワン〉　18日㈯ 13:45 ～ 16:00　第11会場  (10F:1008)
   座長：滝山　昭（滝山獣医科病院）・長谷川　貴史（大阪府立大学）

最近の緑内障の診断と治療  
 1. なぜ緑内障になるのか 　　　前原　誠也（酪農学園大学）
 2. 緑内障の病態を考えた薬物治療 　　　滝山　直昭（日本大学）　　
 3. 臨床現場での緑内障治療 　　　上岡　尚民（うえおか動物病院）
 　　　萩　清美（松原動物病院）

皮膚分科会
■ベーシックセミナー　　　18日㈯ 18:00 ～ 19:00　第12会場  (10F:1009)   座長：山田　茂夫（山田動物病院）

基本が大切！
皮膚検査法をアップデート 　　　伊從　慶太（Vet Derm Tokyo）

■ステップアップセミナー　17日㈮ 19:00 ～ 20:30　第11会場  (10F:1008)   座長：野中　雄一（のなか動物病院）
　犬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㈱）

■アドバンスセミナー　　　18日㈯ 16:45 ～ 17:45　第12会場  (10F:1009)   座長：安川　邦美（やすかわ動物クリニック）
難治性膿皮症の犬が来院したらどうする？
― 例えばフレンチブルドックで困った経験はありませんか？― 　　　永田　雅彦（どうぶつの総合病院）

■パネルディスカッション　〈協賛： エランコジャパン㈱〉　19日㈰ 9:00 ～ 11:15　第6会場  (10F:1003)
   座長：岩崎　利郎（東京農工大学名誉教授）・安川　邦美（やすかわ動物クリニック）

犬アトピー性皮膚炎をもっと上手にコントロールしよう！
― オクラシチニブとの併用や使い分けについて ―
 1. ステロイド療法（内服、外用）との併用や使い分け 　　　池　順子（吉田動物病院）
 2. シクロスポリンとの併用や使い分け 　　　百田　豊（日本獣医生命科学大学）
 3. 抗アレルギー薬療法との併用や使い分け 　　　村山　信雄（犬と猫の皮膚科）
 4. 免疫療法との併用や使い分け 　　　藤村　正人（ふじむら動物病院）

内分泌分科会
■ベーシックセミナー　　　19日㈰ 10:15 ～ 11:15　第7会場  (10F:1004)   座長：飯田　一英（飯田犬猫病院）

多飲多尿から始める内分泌疾患 　　　西飯　直仁(岐阜大学)　　

■ステップアップセミナー　18日㈯ 18:00 ～ 19:00　第10会場  (10F:1007)   座長：横山　望（東京大学）
エコーだけじゃない！ X線、CT、MRI検査からも診る内分泌疾患 　　　華園　究（北海道大学）　　

■アドバンスセミナー　　　18日㈯ 16:45 ～ 17:45　第2会場  (12F:1202)   座長：華園　究（北海道大学）
内分泌疾患が招くエマージェンシー　― 救命救急の現場から ― 　　　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㈯ 9:15 ～ 11:30　第4会場  (10F:1001)   座長：松木　直章（まつき動物病院）・毛利　崇（もうり動物病院）
手術で完治させる内分泌疾患　― 甲状腺・上皮小体編 ―
 1. 診断と適応 　　　松木　直章（まつき動物病院）
 2. 甲状腺の外科と術後管理 　　　中川　貴之（東京大学）
 3. 上皮小体の摘出術 　　　高木　哲（北海道大学）

血液・免疫分科会　第48回小動物臨床血液研究会
■ベーシックセミナー　　　19日㈰ 9:00 ～ 10:00　第11会場  (10F:1008)   座長：久末　正晴（麻布大学）

貧血を見分ける 　　　井手　香織（東京農工大学）　　　　

■ステップアップセミナー　19日㈰ 10:15 ～ 11:15　第11会場  (10F:1008)   座長：酒井　秀夫（諫早ペットクリニック）
溶血性貧血を確実に鑑別し、治療する 　　　呰上　大吾（日本獣医生命科学大学）

■アドバンスセミナー　　　19日㈰ 17:00 ～ 18:00　第11会場  (10F:1008)   座長：高橋　義明（ペットクリニックハレルヤ 平和本部）
一歩進んだ血液疾患診断のアイテム、骨髄検査を基礎から学んで
みましょう　Part-Ⅱ　骨髄像より診断する血液疾患 　　　下田　哲也（山陽動物医療センター）

■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〉
　　　　　　　　　　　　　19日㈰ 14:30 ～ 16:45　第11会場  (10F:1008) 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：久末　正晴（麻布大学）
 　　　呰上　大吾（日本獣医生命科学大学）
 　　　高橋　雅（鹿児島大学）
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腫瘍分科会
■ベーシックセミナー　18日㈯ 18:00 ～ 19:00　第8会場  (10F:1005)   座長：児玉　和仁（児玉どうぶつ病院）

これだけは知っておきたい細胞診の1.2.3 　　　呰上　大吾（日本獣医生命科学大学）

■ステップアップセミナー　18日㈯ 10:30 ～ 11:30　第11会場  (10F:1008)   座長：高良　広之（アース動物病院） 
　実症例から学ぶ腫瘍診療の落とし穴
　― あなたは嵌っていませんか？― 　　　細谷　謙次（北海道大学）

■アドバンスセミナー　18日㈯ 15:00 ～ 16:00　第2会場  (12F:1202)   座長：入江　充洋（四国動物医療センター）
　肛門周囲に発生する腫瘍の診断と治療　― 新しい情報を含めて ―　 　　　廉澤　剛（酪農学園大学）

■パネルディスカッション　19日㈰ 9:00 ～ 11:15　第5会場  (10F:1002)   座長：廉澤　剛（酪農学園大学）・入江　充洋（四国動物医療センター） 
 

一番多い腫瘍である　乳腺腫瘍！　新情報満載！
 1. 病理，疫学 　　　賀川由美子（病理組織検査ノースラボ）
 2. 診断，内科など 　　　細谷　謙次（北海道大学）
 3. 犬の乳腺腫瘍の外科療法に関する最新知見 　　　伊東　輝夫（青葉どうぶつ病院）

エキゾチックペット分科会
■ベーシックセミナー（感染症分科会合同）　18日㈯ 13:45 ～ 14:45　第13会場  (10F:1010)
   座長：田向　健一（田園調布動物病院）

人とエキゾチックペットの感染症の実態2017　― 恐れるか、否かを学ぶ ― 　　　宇根　有美（麻布大学）

■ステップアップセミナー　18日㈯ 16:45 ～ 17:45　第4会場  (10F:1001)   座長：片岡　智徳（あゆとも動物病院）
ウサギの歯科治療　― 如何にすべきか ― 　　　加藤　郁（加藤どうぶつ病院）

■アドバンスセミナー　　　18日㈯ 18:00 ～ 19:00　第4会場  (10F:1001)   座長：藤原　明（フジワラ動物病院）
極めてみよう小鳥の臨床 　　　小嶋　篤史（鳥と小動物の病院リトル・バード）

■パネルディスカッション　19日㈰ 9:00 ～ 11:15　第4会場  (10F:1001)   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）
ウサギの腹腔内腫瘤をどう攻略するか
 　　　佐々井浩志（北須磨動物病院）
 　　　毛利　崇（もうり動物病院）

理学療法分科会
■ベーシックセミナー　　　19日㈰ 9:00 ～ 10:00　第14会場  (8F:801･802)   座長：若松　勲（ペンギンペットクリニック）

装具をリハビリに活用しよう！ 　　　島田　旭緒（東洋装具医療器具製作所 ）　　

■ステップアップセミナー　18日㈯ 16:45 ～ 17:45　第13会場  (10F:1010)   座長：柄本　浩一（えのもと動物病院）
義肢を使ってこんなリハビリができます 　　　椿下　早絵（酪農学園大学）　

■パネルディスカッション　19日㈰ 14:30 ～ 16:45　第13会場  (10F:1010)   座長：佐野　忠士（酪農学園大宇）
理学療法に関する資格を考える
 1. 海外の動物理学療法に関する資格紹介 　　　枝村　一弥（日本大学）　　　　
 2. 国家資格である「理学療法士」の教育カリキュラムとは 　　　信岡　尚子（大阪ペピイ動物看護専門学）
 3-1. 海外の資格取得者による取得までの道 　　　佐野　忠士（酪農学園大学）
 3-2. 海外の資格取得者による取得までの道 　　　藪野　公子（藤井寺動物病院）

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〕
　　　　　　　　　　　　　17日㈮ 19:00 ～ 20:30　第7会場  (10F:1004)   座長：佐藤　昭司（千里ニュータウン動物病院）

問題行動とコンサルテーション 　　　荒田　明香（東京大学）

■ステップアップセミナー　19日㈰ 10:15 ～ 11:15　第20会場  (5F:小ホール)   座長：村田　香織（もみの木動物病院）
一般診療における問題行動への早期介入および初期対応 　　　藤井　仁美（代官山動物病院）

■アドバンスセミナー　　　18日㈯ 16:45 ～ 17:45　第14会場  (8F:801･802)   座長：村田　香織（もみの木動物病院）
問題行動カウンセリングの実際 　　　水越　美奈（日本獣医生命科学大学）

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合同）18日㈯ 13:45 ～ 14:45　第13会場  (10F:1010)
   座長：田向　健一（田園調布動物病院）

人とエキゾチックペットの感染症の実態2017　― 恐れるか、否かを学ぶ ― 　　　宇根　有美（麻布大学）

■ステップアップセミナー　18日㈯ 18:00 ～ 19:00　第7会場  (10F:1004)   座長：水谷　哲也（東京農工大学）
サンプリングからの感染症診断 　　　山口　智宏（㈱ケーナインラボ）

■アドバンスセミナー　　　18日㈯ 15:00 ～ 16:00　第13会場  (10F:1010)   座長：兼島　孝（みずほ台動物病院）
消化管内寄生虫を知る 　　　伊藤　直之（北里大学）

■アドバンスセミナー　　　19日㈰ 17:00 ～ 18:00　第3会場  (11F:1101･1102)   座長：水谷　哲也（東京農工大学）
狂犬病ワクチン接種は本当に必要か 　　　杉浦　勝明（東京大学）

■パネルディスカッション　18日㈯ 9:15 ～ 11:30　第7会場  (10F:1004)   座長：兼島　孝（みずほ台動物病院）・田向　健一（田園調布動物病院）
獣医領域からの人獣共通感染症2017
 1. 総論　― 臨床獣医師の目から ― 　　　杉山　和寿（杉山動物病院）
 2. まだまだ油断ならないSFTS 　　　前田　健　（山口大学）
 3. 真菌症はこわいぞ！ 　　　村田　佳輝（むらた動物病院）
 4. エキゾからの人獣共通感染症にご注意 　　　三輪　恭嗣（みわエキゾチック動物病院）

野生鳥獣分科会（市民公開シンポジウム）　〔共催：NPO 法人野生動物救護獣医師協会（WRV）〕
19日㈰ 14:30 ～ 16:45　第19会場  (5F:メインホール)   座長：山根　義久（（公財）動物臨床医学研究所）

「里山崩壊による野生動物の行動範囲の拡大と動物由来感染症の
  発生について　― 特にマダニと野生動物 ―」
 1. 里山崩壊とそれに伴う野生獣の農産物被害の実情
　 ― 里山崩壊とそれに併う農産物被害の実情 ― 　　　江口　祐輔（国立研究開発法人 農研機構 西日本農業研究センター）
 2. 重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の動物における全国的抗体保有率と感染予防
　 ― 動物における抗体保有率は、すなわち人への感染予防と関係あり ― 　　　前田　健（山口大学）
 3. 現状の国内外における重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の発生状況
　 と今後の対応　― 現状の発生状況を理解し、その対応を協議 ― 　　　水谷　哲也（東京農工大学）

経営分科会
■ベーシックセミナー　　　18日㈯ 13:45 ～ 14:45　第17会場  (8F:805)   座長：手塚　泰文（高島平手塚動物病院）

病院経営をマーケティング目線で見直してみましょう 　　　氏政　雄揮（㈱ブイエムスリー）

■ステップアップセミナー　18日㈯ 15:00 ～ 16:00　第17会場  (8F:805)   座長：氏政　雄揮（㈱ブイエムスリー）
卒業して5年目の勤務獣医師が1日9時間・週5日労働、毎年2週間のバケー 　　　西山　ゆう子（シェルターメディシン、保護動物臨床アドバイザー
ションをとり年収900万円、福利厚生あり」がごくあたりまえであるアメリカ 　　　　　　　　　　専門外来、相模原プリモ動物医療センター）
のフツウの動物病院って毎日どんな臨床をしているのか、教えます！

■アドバンスセミナー　　　19日㈰ 14:30 ～ 15:30　第17会場  (8F:805)   座長：氏政　雄揮（㈱ブイエムスリー）
院長先生を守る就業規則の作り方 　　　高良　和恵（㈲アースベッツ）

■アドバンスセミナー　　　19日㈰ 15:45 ～ 16:45　第17会場  (8F:805)   座長：手塚　泰文（高島平手塚動物病院）
病院経営のベンチマークを考える　～国内および日米の比較から～ 　　　氏政　雄揮（㈱ブイエムスリー）

■パネルディスカッション　19日㈰ 9:00 ～ 11:15　第17会場  (8F:805)   座長：氏政　雄揮（㈱ブイエムスリー）
理想のチームづくり
 1. A great place to workを実現させるために～ 　　　上野　弘道（日本動物医療センター）
 2. スタッフの間にもホスピタリティは必要 　　　三宅　亜希（アニクリ24）
 3. 私が追い求める理想的なチーム医療 　　　藤井　裕介（アセンズ動物病院）

産業動物分科会　第3会場  (11F:1101・1102)
総合テーマ：牛の骨折治療のABC

　牛の骨折治療について、フィールで簡単におこなえるプラスティックキャストによる外固定から、確実に整復するための内固定まで、牛の長骨骨折
整復術の基礎から応用まで幅広く修得するためのセミナーである。特にプラスティックキャストでの外固定でうまく治療が奏功しなかった苦い経験の
ある臨床獣医師は必見である。

■第1日目：11月18日㈯
〔教育講演１〕　　　　　 9:30 ～ 11:45   座長：磯　日出夫（磯動物病院）

「牛の骨折手術の基礎を学ぶ」
(1) 骨折整復術の基礎：小動物の基礎知識を産業動物に応用する 　　　枝村　一弥（日本大学）
(2) 骨折整復術のための麻酔術 　　　山下　和人（酪農学園大学）

〔ランチョンセミナー〕　12:00 ～ 13:15　〈協賛： ゾエティス・ジャパン㈱〉
「新しい呼吸器疾患治療」

〔分科会セミナー〕　　　13:30 ～ 15:30   座長：山岸　則夫（帯広畜産大学）
(1) 骨折の画像診断 　　　柄　武志（鳥取大学）
(2) プラスティックキャストによる外固定 　　　佐藤　礼一郎（麻布大学）

〔一般口演〕　　　　　　15:30 ～ 19:00

■第2日目：11月19日㈰
〔教育講演２〕　　　　　 9:00 ～ 11:15   座長：佐藤　礼一郎（麻布大）

「牛の骨折整復術を実践する」
(1) 牛の貫通ピンキャスト法 　　　山岸　則夫（帯広畜産大学）
(2) 牛の内固定整復術 　　　鈴木　一由（酪農学園大学）

〔ランチョンセミナー〕　11:30 ～ 12:45 　〈協賛： ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱〉
「牛医療における骨折治療で揃えておかなければならない機材」

〔一般口演〕　　　　　　12:45 ～ 13:40

〔分科会定例セミナー〕
繁殖セミナー　　　13:45 ～ 14:35   座長：磯　日出夫（磯動物病院）
　(1) ET最前線2017 　　　濱脇　淳（㈱神戸ETセンター）
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定例セッション　　15:10 ～ 16:10　　　　　　　　　　　　       座長・総合司会：石井　一功（石井動物病院）
　(1) ワンポイントエコー教室
　　  外科分野への超音波画像診断の応用　～ 何が出来て何が必要か？～ 　　　水谷　尚（日本獣医生命科学大学）
　(2) 畜ガールズ講演
　　  畜ガールズ活動報告2017 　　　森　千穂（森動物病院）
　(3) HACCP講演
　　  2020年東京オリンピック・パラリンピック・フードビジョン
　　  における農場HACCPの役割 　　　萩原　茂紀（HACCP認証協議会）

動物病院スタッフ・VT分科会
■専門学校職員に対するセミナー　18日㈯ 13:45 ～ 14:45　第14会場  (8F:801･802)

動物看護関係者が知っておくべき事項　動物と接することによる効能・効果 　　　山根　義久（（公財）動物臨床医学研究所）
■セミナー

1. （特別セミナー 3）　〈協賛： メリアル・ジャパン㈱〉
　18日㈯ 9:15 ～ 11:30　第19会場  (5F:メインホール）
　ホームデンタルケア指導における動物看護師の役割 　　　Dr. Brook A. Niemiec
2. より専門的な看護の為に　「麻酔」
　18日㈯ 13:45 ～ 14:45　第19会場  (5F:メインホール） 　　　北尾　貴史（動物メディカルセンター）
3. あなたはわかりますか？看護の基本知識
　18日㈯ 16:45 ～ 17:45　第19会場  (5F:メインホール） 　　　湯川　尚一郎（倉敷芸術科学大学）
4. 災害時の動物救護における動物看護師の役割
　19日㈰ 14:30 ～ 15:30　第20会場  (5F:小ホール）   座長：下薗　恵子（シモゾノ学園）
 　　　小野　文子（千葉科学大学）
5. （特別セミナー 8）　〈協賛： メリアル・ジャパン㈱／ ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン㈱〉
　19日㈰ 14:30 ～ 16:45　第2会場  (12F:1002）
　スペシャルトークセッション
　「“猫のことをもっと知ろう ”」　～猫と猫オーナーの世界 　　　服部　幸（東京猫医療センター）
6. 行動学を理解しよう
　19日㈰ 15:45 ～ 16:45　第20会場  (5F:小ホール） 　　　水越　美奈（日本獣医生命科学大学）

■ランチョンセミナー　〈協賛： メリアル・ジャパン㈱〉
　　　　　　　　　　　18日㈯ 12:00 ～ 13:00　第19会場  (5F:メインホール）

動物病院におけるデンタルケア指導の取り組み　～動物看護師としてできること～ 　　　三浦　紫陽子（フジタ動物病院）
■動物のいたみ研究会　19日㈰ 10:15 ～ 11:15　第19会場  (5F:メインホール）

がん患者の周術期管理　― がんは何故痛いのか？― 　　　林宝　謙治（埼玉動物医療センター）
 　　　下田　有希（埼玉動物医療センター）

■小動物臨床栄養学研究会　〈協力：日本ヒルズ・コルゲート㈱〉
　　　　　　　　　　　18日㈯ 15:00 ～ 16:00　第19会場  (5F:メインホール）   座長：日本ヒルズ・コルゲート㈱

腎臓病と食事管理、何故食事が重要か 　　　宮川　優一（日本獣医生命科学大学）
■日本動物看護職協会〔共催〕　19日㈰ 9:00 ～ 10:00　第19会場  (5F:メインホール）

関西VNネットワーク　～動物看護師の輝く未来～

人と動物の比較疾患研究会　19日㈰ 9:00 ～ 11:15　第16会場  (8F:804)
腎臓病を治す、人から、動物から   座長：伊藤　典彦（鳥取大学・東京医科大学）
 1.人から
　 猫腎臓病からも学ぶ時。ともに治療法を切り拓く 　　　谷津　圭介（横浜市立大学）
 2.動物と人から
　 猫腎臓病を早くみつける 　　　伊藤　典彦（鳥取大学、東京医科大学）
 3.動物から
　 猫腎臓病を気合いで治す 　　　岩井　聡美（北里大学）
 4.動物から
　 猫腎臓病をお薬で治す 　　　竹中　雅彦（竹中動物病院）

動物のいたみ研究会
■シンポジウム　18日㈯ 13:45 ～ 16:00　第6会場  (10F:1003)   座長：枝村　一弥（日本大学）

動物の高齢化と運動機能の維持
― ロコモティブシンドロームに学ぶ新たな健康維持プログラム ―
 1.ロコモティブシンドロームと運動機能の維持 　　　中村　耕三（日本整形外科学会元理事長・東京大学名誉教授）
 2.高齢の犬や猫における運動器疾患の疫学と検診の必要性 　　　枝村　一弥（日本大学）
 3.高齢の犬や猫における運動器の機能維持のためにできること 　　　長坂　佳世（D&C Physical Therapy）

■ベーシックセミナー　18日㈯ 16:45 ～ 17:45　第6会場  (10F:1003)   座長：西村　亮平（東京大学）
WSAVA 痛委員会ガイドライン：世界基準のペインコントロールを知る 　　　山下　和人（酪農学園大学）

■ランチョンセミナー　18日㈯ 12:00 ～ 13:00　第6会場  (10F:1003)
「いたみ」から犬と猫を救いたい！
～ 動物用医薬品とサプリメントの情報整理と最新情報 ～

■スタッフセミナー　19日㈰ 10:15 ～ 11:15　第19会場  (5F:メインホール）
がん患者の周術期管理　― がんは何故痛いのか？ ― 　　　林宝　謙治（埼玉動物医療センター）
 　　　下田　有希（埼玉動物医療センター）

小動物臨床栄養学研究会
■シンポジウム　19日㈰ 14:30 ～ 16:45　第6会場  (10F:1003)   座長：髙島　一昭（（公財）動物臨床医学研究所）

犬・猫の慢性腎臓病の進行をいかに防ぐか
 1. 栄養学的管理 　　　桑原　康人（クワハラ動物病院）
 2. 薬物療法 　　　佐藤　れえ子（岩手大学）

■ステップアップセミナー　19日㈰ 17:00 ～ 18:00　第6会場  (10F:1003)   座長：辻本　元（東京大学）
皮膚疾患と栄養管理 　　　島崎　洋太郎（㈱ＶＤＴ）

■ランチョンセミナー　19日㈰ 11:45 ～ 12:45　第6会場  (10F:1003)
猫の腎臓病の療法食について   司会：佐藤　れえ子（岩手大学）

■スタッフセミナー　〈協力：日本ヒルズ・コルゲート㈱〉
　　　　　　　　　　18日㈯ 15:00 ～ 16:00　第19会場  (5F:メインホール）   座長：日本ヒルズ・コルゲート㈱

腎臓病と食事管理、何故食事が重要か 　　　宮川　優一（日本獣医生命科学大学）

動物遺伝子疾患研究会　19日㈰ 10:15 ～ 11:15　第13会場  (10F:1010)
■動物遺伝子疾患研究会設立記念シンポジウム   座長：津曲　茂久（日本大学）

犬の変性性脊髄症DMの現状と将来
 1. DMの臨床と研究の今・未来 　　　神志那　弘明（岐阜大学）
 2. DMの遺伝的背景: 遺伝子検査結果をどう考えるか 　　　大和　修（鹿児島大学）

企業・獣医師向けセミナー（従来のモーニングセミナーは、当セミナーに変わりました）　19日㈰ 9:00 ～ 10:00　第7会場  (10F:1004)
生物と環境　― 特に土壌について ― 　　　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〔共催〕　18日㈯ 10:30 ～ 11:30　第 14 会場（8F:801･802）
人の消化器外科医療　～内視鏡外科手術への変遷～ 　　　高橋　剛（大阪大学）

日本獣医救急医療研究会〔共催〕　18日㈯ 13:45 ～ 16:00　第 5会場（10F:1002）
・腹腔内出血；そんなんきたらどないしょう？ 　　　神津　善広（北摂夜間救急動物病院）
・猫の糖尿病の知るべき５つのポイント　― 低炭水化物食、離脱療法、
　自己モニター、先端巨大症、ケトアシドージス ― 　　　小宮山　典寛（三鷹獣医科グループ）

日本獣医画像診断学会（検定講習会）　18日㈯ 9:15 ～ 11:30　13:45 ～ 14:45　第16会場（8F:804）
完全制覇　～専門医から学ぶ骨格のレントゲン読影法～ 　　　宮林　孝仁（獣医教育・先端技術研究所）

日本動物看護職協会〔共催〕　19 日㈰ 9:00 ～ 10:00　第 19 会場  (5F: メインホール）
関西VNネットワーク　～動物看護師の輝く未来～

日本獣医学生協会（JAVS）〔共催〕　18日㈯ 15:00 ～ 16:00　第14会場（8F:801･802）
臨床は先ず症例から　― 1症例の積み重ねが大事 ― 　　　山根　義久（（公財）動物臨床医学研究所）

ランチョンセミナー
18日㈯ 12:00 ～ 13:00

 1. ［第2会場（12F:1202）］
 　「犬の副腎皮質機能亢進症は治療しても寿命がのびない」 湯木　正史（湯木どうぶつ病院）
 　その都市伝説、ホント？ 永田　矩之（北海道大学）
 　協賛： 富士フイルムメディカル㈱ 定員100名

 2. ［第4会場（10F:1001）］
 　猫に多くみられる口腔疾患の攻略法 藤田　桂一（フジタ動物病院）

 　協賛： ライオン商事㈱ 定員100名

 3. ［第5会場（10F:1002）］
  　①獣医療におけるMRIの現状と有用性　～獣医療に特化したMRIの可能性～ 嶋崎　等（近畿動物医療研修センター）
  　②1.5次診療施設の画像診断の実際　～ CTから動物専用MRI導入へ～ 冨永　博英（福岡中央動物病院）
 　協賛：クロステック㈱ 定員100名

 4. ［第6会場（10F:1003）］
 　「いたみ」から犬と猫を救いたい！
 　～動物用医薬品とサプリメントの情報整理と最新情報～　　　　　　　座長：枝村　一弥（日本大学）

 　協賛： 動物のいたみ研究会 定員100名
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 5. ［第7会場（10F:1004）］
 　症例でみるRFナイフの有用性とRFデバイスの利用法 生川　幹洋（三重動物医療センター　なるかわ動物病院）

 　協賛： ㈱ellman-Japan 定員80名

 6. ［第8会場（10F:1005）］
 　僧帽弁閉鎖不全症犬におけるパンフェノンS®（ピクノジェノール®含有） 鯉江　洋（日本大学）
 　併用療法の有効性検討 ジェフリー・マイケル・ストロング（ホーファーリサーチ社）
 松下　昌文（㈱トレードピア）
 三橋　郁美（㈱スケアクロウ）
 大川　博（㈱スケアクロウ）
 　協賛： ㈱スケアクロウ 定員80名

 7. ［第9会場（10F:1006）］
 　飼い主が納得するアレルギー診療 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

 8. ［第10会場（10F:1007）］
 　拡張能における最新トピックス 田中　綾（東京農工大学）
 　協賛： ㈱日立製作所 定員80名

 9. ［第11会場（10F:1008）］
 　犬のイソスポラ（コクシジウム）症に対する治療の新たな選択肢 佐伯　英治（サエキベテリナリィ　サイエンス）

 　協賛： バイエル薬品㈱ 定員100名

10. ［第12会場（10F:1009）］
 　犬のシャンプーとモイスチャライズの極意 伊從　慶太（Vet Derm Tokyo）
 江角　真梨子（Vet Derm Tokyo）

　 協賛： 大扇産業㈱ 定員100名

11. ［第13会場（10F:1010）］
 　画像と色で考える嘔吐治療の新戦略 鳥巣　至道（宮崎大学）

 　協賛： DSファーマアニマルヘルス㈱ 定員80名

12. ［第19会場（5F:メインホール）］
 　動物看護師向け
 　動物病院におけるデンタルケア指導の取り組み　～動物看護師としてできること～ 三浦　紫陽子（フジタ動物病院）

 　協賛： メリアル・ジャパン㈱ 定員200名

19日㈰ 11:45 ～ 12:45

 1. ［第1会場（12F:特別会議場）］
 　すぐに診療で活かせる超音波画像診断の臨床 滝口　満喜（北海道大学）

 　協賛： 東芝医療用品㈱ 定員100名

 2. ［第4会場（10F:1001）］
 　高齢猫の運動機能と内科的管理 坂根　弘（ブルーバッファロー・ジャパン㈱）

 　協賛： ブルーバッファロー・ジャパン㈱ 定員100名

 3. ［第5会場（10F:1002）］
 　～獣医師向～　歯科から考える予防医療の重要性 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6会場（10F:1003）］
 　猫の腎臓病の療法食について

 　協賛： 小動物臨床栄養学研究会 定員100名

 5. ［第7会場（10F:1004）］
 　総合獣医療のすすめ　オーナー様満足度を高めるサプリメント活用術 大平　力也（㈱サン・メディカ）

 　協賛： ㈱サン・メディカ 定員80名

 6. ［第8会場（10F:1005）］
 　今日から使える、消臭・殺菌・消毒から、臨床応用まで　
 　“オゾンペットシャワー ＆ オゾンミスティー ”　簡単便利・低コスト・
 　長寿命の  オゾン気泡水発生装置  を動物病院で使いこなそう！ 美濃部　五三男（アイン動物病院 南千里病院）
 　協賛： ㈱アイレックス 定員80名

 7. ［第9会場（10F:1006）］
 　10年後を見据えた動物病院経営学 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10会場（10F:1007）］
 　動物病院に潜む脳 塞の実態　～前庭疾患と診断していませんか？～ 西田　英高（岐阜大学）
 　協賛：獣医医療開発㈱ 定員80名

 9. ［第11会場（10F:1008）］
 　新しい消化器用フードの使いどころ　～臨床獣医師の疑問を解決します～ 鳥巣　至道（宮崎大学）
 　協賛： 日本農産工業㈱ 定員100名

10. ［第12会場（10F:1009）］
 　新規駆虫薬・その革新的薬効成分に迫る 浅井　史敏（麻布大学）

 　協賛： ゾエティス・ジャパン㈱ 定員80名

特別セミナー
 1. ［18日㈯ 9:15 ～ 11:30　第5会場（10F:1002）］
 　前半：犬と猫における総T4測定の位置づけと活用法
 　後半：犬と猫におけるSDMAの実際と活用法 難波　信一（マーブル動物医療センター）
　協賛： アイデックスラボラトリーズ㈱

 2. ［18日㈯ 9:15 ～ 11:30　第12会場（10F:1009）］
 　見て治す眼の病気 伊藤　典彦（鳥取大学、東京医科大学）
 野村　英一（横浜市立大学）

 　協賛： 興和創薬㈱

 3. ［18日㈯ 9:15 ～ 11:30　第19会場（5F:メインホール）］
 　ホームデンタルケア指導における動物看護師の役割 Dr. Brook A. Niemiec

 　協賛： メリアル・ジャパン㈱

 4. ［18日㈯ 13:45 ～ 16:00　第4会場（10F:1001）］
 　Brook流！歯周疾患予防の極意 Dr. Brook A. Niemiec

 　協賛： メリアル・ジャパン㈱

 5. ［18日㈯ 13:45 ～ 16:00　第12会場（10F:1009）］
 　猫の慢性腎臓病に対するベラプロストナトリウム（BPS）による治療アップデート 佐藤　れえ子（岩手大学）
 髙島　一昭（（公財）動物臨床医学研究所）
 竹中　雅彦（竹中動物病院）

　 協賛： 東レ㈱／ 共立製薬㈱

 6. ［19日㈰ 9:00 ～ 10:00　第2会場（12F:1202）］
 　僧帽弁閉鎖不全症の診療アップデート 高野　裕史（JASMINEどうぶつ循環器病センター）

 　協賛： DSファーマアニマルヘルス㈱

 7. ［19日㈰ 10:15 ～ 11:15　第2会場（12F:1202）］
 　犬の僧帽弁粘液腫様変性における診断・治療の
 　コンセンサスステートメントのアップデート 上地　正実（JASMINEどうぶつ循環器病センター）

 　協賛： ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン㈱



16 17

 8. ［19日㈰ 14:30 ～ 16:45　第2会場（12F:1202）］
 　動物病院スタッフ・VT対象
 　スペシャルトークセッション　「“猫 ”のことをもっと知ろう」
 　～猫と猫オーナーの世界～ 服部　幸（東京猫医療センター）

 　協賛： メリアル・ジャパン㈱／ ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン㈱

 9. ［19日㈰ 14:30 ～ 15:30　第4会場（10F:1001）］
 　日本小動物内視鏡推進連絡会（共催）
 　消化管内視鏡　新たな知見と最新の検査 中島　亘（日本小動物医療センター）
 　協賛： ㈱AVS

10. ［19日㈰ 14:30 ～ 16:45　第12会場（10F:1009）］
 　これで出来るはず！緑内障の診断と治療 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㈱

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。 18日㈯・19日㈰

・犬の低アルブミン血症が消化管内視鏡の麻酔管理に及ぼす影響 山田　さとみ（日本大学）
・犬のファンコニー症候群　先天性と後天性の経過と予後の比較検討 黒田 　美奈子（クーパー動物病院）
・イヌの重度僧帽弁閉鎖不全症例における血中心筋トロポニン Iおよび
　心房性ナトリウム利尿ペプチド濃度の検討 安平　佑正（茶屋ヶ坂動物病院）
・猫の気管支ろう18例 城下　幸仁（相模が丘動物病院）
・セラメクチンに低感受性を示すネコノミ個体群の発見 深瀬　徹（葛城生命科学研究所）
・フィプロニルと(S)－メトプレンを有効成分とする3種の外部寄生虫
　駆除薬に関する治療学的および薬学的検討 中村　有加里（イオン動物病院京都五条）
・犬の難治性閉塞性耳疾患に対する耳道切除術によらない治療の試みPart 2 杉村　 肇（どうぶつ耳科専門クリニック 主の枝）
・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 (2017年度調査) 後藤　真由子（富士フイルムメディカル㈱）
・異なる勧告法における犬と猫のALP測定値の検討 川越　愛（富士フイルムモノリス㈱）
・犬と猫におけるTP、ALB、T-BIL測定値標準化の検討 早川　典之（日本獣医生命科学大学）
・足根関節の部分関節固定をおこなった12症例 野尻　紋美（ファーブル動物医療センター、宇治動物病院）
・当院で社会化をしつつ実施している仔犬や仔猫の乳歯から永久歯の歯科検診の重要性 渡辺　理恵（ペットの未来クリニック）
・犬の脳腫瘍切除術におけるレミフェンタニル併用下での
　イソフルラン麻酔とセボフルラン麻酔の比較検討 関　瀬利（日本獣医生命科学大学）
・ネコの慢性腎臓病に対する電子水投与の抗酸化能への影響 櫻井　玲奈（岩手大学）
・ネコ多発性嚢胞腎におけるPKD1遺伝子変異陽性ネコの特徴 金野　好伸（岩手大学）
・Babesia gibsoni  感染犬における膵炎併発に関する回顧的研究 益田　美佐（岩手大学）

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。 18日㈯・19日㈰

神経
・円蓋部に発生した脳腫瘍に対し外科手術を実施した猫の7例 井上　克徳（アツキ動物医療センター）
・退形成性希突起膠細胞腫と診断されたフレンチブルドックの6例 坪居　穏佳（アツキ動物医療センター）
・変性性腰仙椎狭窄症に対し、脊椎内固定器具を用いて手術を行った犬の1例 寺田　康平（アツキ動物医療センター）
・外傷性脳挫傷により神経症状を呈した猫に対して減圧開頭手術を行った1例 山口　洋平（大津動物クリニック）
・猫の知覚過敏症候群を疑った1例 和田　夏海（ユウ動物病院）
・脳腫瘍（髄膜腫）のMRI画像所見 嶋崎　等（近畿動物医療研修センター）
呼吸器 
・長期間呼吸困難を呈していた犬の1例 秋山　道子（舞鶴動物医療センター）
・胸水中に虫卵を認めた肺吸虫症の猫の1例 合田　直樹（セントラルシティ動物病院）
・気管内に多数の炎症性肉芽腫の形成がみられた猫の肺吸虫症の1例 小嶋　宗明（阿蘇動物病院）
・呼吸困難を呈し、臨床的に閉塞性細気管支炎と診断した犬の2例 稲葉　健一（相模が丘動物病院）
・消化管穿孔により急性呼吸窮迫症候群を発症した1例 弘川　拓（田口動物病院）
・咽頭付近の増殖性病変により呼吸困難を呈して食道裂孔ヘルニアを呈した猫の1例 松本　英樹（まつもと動物病院）
・ポリテトラフルオロエチレン中毒の犬の１例 浜井　託（すえつぐ動物病院）
・口腔内唾液瘤によって重度の気道閉塞を呈したトイ・プードルの1例 進藤　允（近畿動物医療研修センター）
循環器 
・多発性血栓塞栓症を来たしたリウマチ性心疾患の犬の1例 原田　高志（ハート動物クリニック）
・当院における僧帽弁閉鎖不全症の犬に対するピモベンダンの効果に関する検討 小西　翔（（公財）動物臨床医学研究所）
・右大動脈弓遺残の猫の1例 小西　翔（（公財）動物臨床医学研究所）
・洞不全症候群の犬の1例 谷　亮真（（公財）動物臨床医学研究所）
・不完全型心内膜症欠損症の犬に外科手術を実施した1例 須崎　信茂（すざき動物病院）
・低用量イマチニブとシルディナフィル併用投与が有効であった肺高血圧症の犬2例 佐橋　悠（佐橋動物病院）
・犬における心拍変動と血圧および平均心拍数の関係 大石　隆光（長居動物病院）
・心房細動の消失に至った動脈管開存症の犬の1例 柴崎　哲（関西動物ハートセンター）
・動脈管閉鎖後も不整脈が残存した犬の1例 星　克一郎（見附動物病院）
・肺動脈分岐部異常により左心房の高度圧迫を呈した肺高血圧症の犬1例 小坂　周平（まつかわ動物病院）
・経皮的カテーテルコイル塞栓術を実施した動脈管開存症の犬の7例 高智　正輝（松原動物病院）
・リバーロキサバンが奏功した肥大型心筋症によりう動脈血栓塞栓症の猫の1例 西森　大洋（山陽動物医療センター）
・中年齢にて肺高血圧を呈した犬の動脈管開存症の1例 星　克一郎（見附動物病院）
・不整脈を呈した心筋症の猫3例における臨床経過の比較 才田　祐人（矢田獣医科病院）
・気圧の変動により不整脈の発現頻度に変化が認められた同腹子の猫2例 吉村　有正（東京農工大学）
・外科的整復を行った血管輪異常の猫の1例 山田　脩作（東京農工大学）
・心房中隔欠損（一次孔欠損）と診断した犬の長期経過例 河合　紀人（（公財）動物臨床医学研究所）

・夜間動物病院との連携による集中治療の試み 
　 1. 犬の心原性肺水腫6例における集中治療の概要と治療成績 原田　達彦（酪農学園大学）
・夜間動物病院との連携による集中治療の試み  
　 2. 犬の心原性肺水腫に対する集中治療の1例 伊藤　暁史（酪農学園大学）
・バルーン拡張術を実施した重度大動脈弁性狭窄の犬の１例 田中　隆志（東京農工大学）
・術後に乳び胸を認めた動脈管開存症の犬の1例 柴崎　哲（関西動物ハートセンター）
・血栓塞栓症の猫の14例 伊藤　千恵子（（公財）動物臨床医学研究所）
腎泌尿器 
・尿管閉塞に対しSUB systemを使用した症例における合併症と治療成績 船橋　めぐみ（すざき動物病院）
・外科治療により良好な経過を認めた両側尿管断裂の2症例 樋笠　正晃（セントラルシティ動物病院）
・分枝鎖アミノ酸製剤投与が有用であった肝嚢胞を伴った多発性嚢胞腎の猫の1例 中島　麻里（日本動物高度医療センター）
・水腎症の猫1例から考察されるSUB-systemの適応と腎および尿管結石の病態 才田　祐人（矢田獣医科病院）
・膀胱平滑筋腫摘出後に残尿感が尿失禁へと変化した犬の1例 新家　早紀（おざわ動物病院）
・SUBシステム設置症例における尿管尿流の有無による合併症および
　適応に関する一考察 藤原　昌雄（長崎どうぶつ病院）
・重度蓄尿と尿路感染症を呈した高齢犬の片側性腎尿管無形成症：症例報告 上村　暁子（東京農工大学）
・両側尿管拡張をともなう犬の膀胱移行上皮癌において
　SUBシステムによる緩和療法を実施した1例 大蔵　康行（石川動物病院）
・若年性腎症を疑った犬の1例 西森　大洋（山陽動物医療センター）
生殖器・繁殖 
・腎臓の形態異常と単角子宮を伴った犬の卵巣遺残症候群の1例 二村　侑希（小出動物病院）
・アグレプリストンにて排膿を認めなかった犬の子宮蓄膿症1例 田邉　悌次郎（きりん動物病院）
・膣に腺筋症および膿瘍を伴った子宮蓄膿症の犬の１例 二村　侑希（小出動物病院）
運動器 
・犬の長期経過した後肢の重度骨変形に対し、3Dモデルを使用して、
　術前計画・模擬手術を行い、矯正骨切り術を行った1治験例 樋口　雅仁（動物整形外科病院）
・プードルの仙腸関節離断・腸骨体粉砕骨折に対して、新しく開発した
　極小φ1.1㎜・φ1.3㎜スクリューを用いて内固定を行った1治験例 樋口　雅仁（動物整形外科病院）
・ロッキングコンプレッションプレートで肩関節固定術を行った犬21関節の回顧的研究 戸次　辰郎（ネオベッツVRセンター）
・関節リウマチによる手根関節亜脱臼に関節固定術を行った犬の1例 川上　亮（ネクスト動物医療センター）
・大腿骨頭すべり症の猫の1例 林　武志（かない動物病院）
・膝蓋骨内方脱臼と膝窩筋 楢木 佑将（岸上獣医科病院）
・仮骨形成・リモデリング能力を考慮した若齢犬の橈尺骨骨折 古上　裕嗣（岸上獣医科病院）
・岸上式プラスチックスプリント（KPS）を用いた犬の中手骨骨折の治療 宮本　昌広（岸上獣医科病院）
・当院受診時に副子固定をされていた小型犬の橈尺骨骨折症例 森本　修（岸上獣医科病院）
・ロッキングプレートを用い自家骨移植を実施した猫の骨盤狭窄矯正の2例 町田　由佳（奈良動物二次診療クリニック ）
・創外固定を用いて治療を行った橈尺骨骨折の犬の3例 廣瀬　快（加西動物病院）
消化器 
・ピルビン酸キナーゼ欠損症による溶血性貧血を伴った猫の胆石症の1例 田中　翔（日本動物高度医療センター）
・術中胆道造影で流出路を確認した胆石症の猫の1例 小島　高（日本動物高度医療センター　名古屋）
・中年齢で診断され外科的治療を実施した肝動静脈瘻の犬の1例 山下　陽平（小出動物病院）
・開腹下胆嚢摘出術22例と腹腔鏡下胆嚢摘出術76例の比較検討 金井　浩雄（かない動物病院）
・著しい低蛋白血症がみられた慢性小腸炎を併発した門脈体循環シャントの犬の1例 鈴木　敬子（日本動物高度医療センター）
・イレウスの原因追究のためにCT検査を実施した猫の1例 宮窪　真由香（まさき動物病院）
・肝臓出血にアミロイド沈着が関与したと疑った若齢猫の1例 大明　晃介（ネクスト動物医療センター）
・毒物の摂取による急性肝壊死の発症が疑われた犬の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）
・胃瘻チューブによる管理を行った慢性偽性腸閉塞症の犬の1例 佐々木　啓允（大阪府立大学）
・低タンパク血症が認められなかった脂肪肉芽腫を併う腸リンパ管拡張症の犬3例 森脇　拓（マーブル動物医療センター）
・猫におけるDGGR基質法で測定した血中リパーゼ活性と
　膵特異的リパーゼ（Spec-fPL）の相関性について 日比　珠莉（Pet Clinic アニホス）
・結腸捻転の犬の1例 小松　亮（あきたこまつ動物病院）
・膵臓部分切除術を実施した壊死性化膿性膵炎の猫の1例 宍戸  智（緑が丘動物病院）
・犬の食道内異物68症例 北野　優香里（北摂夜間救急動物病院）
・胆嚢切除術における水圧式ナイフ（ERBEJET®2）の使用経験 小出　和欣（小出動物病院）
・イオトロクス酸メグルミンによる犬のDrip Infusion Cholangiography-CT
　撮影至適条件の検討 三好　健二郎（酪農学園大学）
歯科 
・歯科X線検査における二等分面法の新しい入射角度決定法 小川　祐生（アミカペットクリニック）
・犬歯の 耗に対しジルコニアクラウンを使用し審美性・機能性を回復した1治験例 樋口　翔太（おぎの歯科医院）
・早期に全臼歯抜歯を実施した猫の50例 谷　英佑（のば動物病院）
・激しい攻撃行動を認めた犬3例　犬歯切断術の有用性の検討 中西　淳（なかにし動物病院）
・犬の下顎第一後臼歯における変形歯の疫学的特徴 小暮　啓介（フジタ動物病院）
・犬の下顎骨骨折における部位別整復症例 酒巻　江里（フジタ動物病院）
・扁平上皮癌の臼歯浸潤が認められたヨツユビハリネズミの1例 加藤　郁（加藤どうぶつ病院）
・抜歯窩辺縁の粘膜を利用したダブルフラップ変法による口腔鼻腔瘻の閉創 鐘ヶ江　晋也（アミカペットクリニック）
眼科 
・眼窩髄膜腫の猫の1例 佐藤　秀樹（トピア動物病院）
・超音波生体顕微鏡による健常ならびに緑内障罹患柴犬の隅角微細形態評価 大野　敦史（大阪府立大学）
・硝子体内ゲンタマイシン注入眼に未分化肉腫を呈した犬の1例 疋田　哲也（松原動物病院）
・硝子体脱に起因すると考えられた重度の角膜潰瘍の3例 滝山　昭（滝山獣医科病院）
・犬の外傷性強膜破裂の4例 益子　亜里沙（酪農学園大学）
・角膜が混濁した眼における瞳孔の観察 永延　清和（宮崎大学）
耳鼻咽喉科 
・犬と猫に寄生するミミヒゼンダニに対するセラメクチンの滴下投与用液剤
　およびイミダクロプリドとモキシデクチンの滴下投与用液剤の駆除効果 深瀬　徹（葛城生命科学研究所）
・外耳炎の効果的な治療方法の考察 小久保　貴史（アイ動物医療センター）
・鼻咽頭ポリープの猫の1例 小川　依理子（いしづか動物病院（泉州獣医臨床研究会））
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皮膚 
・アレルギー検査に基づく除去食の再試験により内服薬の減量に
　奏功したアレルギー性皮膚炎の犬の1例 井上　慎也（Ve.C代官山動物病院）
・ステロイドの外用薬の長期使用により、皮膚病変が認められた犬の1例 小笠原　淳子（（公財）動物臨床医学研究所）
・広汎性に病変がみられた多形紅斑の犬の1例 戸野倉　雅美（フジタ動物病院）
・胸腺腫非関連性剥脱性皮膚炎の猫の1例 森本　真一郎（ゆう動物病院）
・一時的な全身脱毛が認められた犬の落葉状天疱瘡の1例 松本　佳奈子（まつかわ動物病院）
・縫合糸反応性が疑われた化膿性肉芽腫の猫の1例 谷　亮真（（公財）動物臨床医学研究所）
・毛包虫治療中に発疹が生じたチワワの1例：死虫が原因と推定された発疹 百田　豊（日本獣医生命科学大学）
内分泌 
・犬の入院時における血清コルチゾール濃度の予後予測マーカーとしての有用性 青山　令奈（湯木どうぶつ病院）
・多発性内分泌機能低下症が認められた犬の1例 松村　和紀（おさむら動物病院）
・原発性副腎皮質機能低下症の猫の1例 酒井　秀夫（諫早ペットクリニック）
・猫の甲状腺機能亢進症における上皮小体の位置と手術法 吉田　圭佑（南が丘動物病院）
・若齢猫の高Ca血症で特発性を疑った2例 柏原　誠也（エルザ動物医療センター）
・甲状腺機能亢進症の猫に片側甲状腺摘出術を実施した1例　― 術後1年の経過 ― 石川　三友紀（石川犬猫病院）
・フルドロコルチゾンによって心機能が増悪した犬の副腎皮質機能低下症の1例 林　幸太郎（ACプラザ苅谷動物病院）
・原発性アルドステロン症を疑う猫の１症例 寒河江　亮太（岸上獣医科病院）
血液・免疫 
・免疫介在性汎血球減少症の猫の1例 藤井　祐至（山陽動物医療センター）
・血球貪食症候群併発した眼内リンパ腫を疑った犬の1例 松浦　聖（山陽動物医療センター）
・赤芽球癆の犬の1例 神田　拓野（山陽動物医療センター）
・非再生性貧血に漢方サプリメントを用い改善した犬の症例 鶴岡　浩志（みみ動物病院）
・慢性骨髄単球性白血病の犬の2例 酒井　秀夫（諫早ペットクリニック）
・NRIMAの治療経過中にAML M6-Erに移行した猫の1例 高橋　義明（ペットクリニック ハレルヤ）
・脾臓摘出術のみで寛解した非再生性免疫介在性貧血の犬の1例 長谷　晃輔（はせ犬と猫の病院）
・原発性マクログロブリン血症罹患犬の長期観察例 秋山　今日子（舞鶴動物医療センター）
腫瘍 
・リンパ節に原発した血管肉腫の犬の1例 諏訪　晃久（山陽動物医療センター）
・犬猫におけるリン酸トセラニブの有害事象の検討 西戸　達郎（ファーブル動物医療センター）
・CT画像所見を比較検討した硬口蓋に発生した骨原発性腫瘍の犬の2例 松木 ジーン 豪平（倉敷動物医療センター .アイビー動物クリニック）
・リンパ腫により横隔膜ヘルニアを生じた猫の1例 伊藤　千恵子（（公財）動物臨床医学研究所）
・膝関節に起源不明肉腫を認めた犬の1例 小笠原　淳子（（公財）動物臨床医学研究所）
・子宮原発リンパ腫の猫の1例 合田　直樹（セントラルシティ動物病院）
・長期生存が得られたLGLリンパ腫の猫の1例 小路　祐樹　（山陽動物医療センター）
・原発巣の外科的切除と精巣摘出でリンパ節転移病巣に縮小のみられた
　肛門周囲腺上皮腫の犬の1例 中道　潤（日本動物高度医療センター）
・犬の腸管に発生したNK細胞性リンパ腫の1例 二瓶　和美（日本動物高度医療センター）
・放射線治療を実施した脊髄腎芽腫の犬の1例 菅井　匡人（日本動物高度医療センター）
・ブレオマイシンを用いた抗がん剤治療が有効だった縦隔型リンパ腫の猫の2例 山田　昭彦（西京極動物病院）
・犬の移行上皮癌7症例におけるリン酸トセラニブとCOX2阻害薬の併用効果 柴田　恵美子（中郷どうぶつ病院）
・総胆管内に発生した胆管癌による肝外胆管閉塞の猫の1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）
・巨細胞腫瘍が疑われた犬の1例 福井　健太（サン・ペットクリニック）
・胸腔内に多量の脂肪組織が認められ、横隔膜には浸潤性脂肪腫がみとめられた猫の1例 田口　正行（田口動物病院）
・犬の骨腫瘍における細針吸引生検の有用性と限界 米富　大祐（岐阜大学動物病院）
・脾臓摘出術を行った犬23例に関する検討 吉田　祐樹（まつおか動物病院）
・無症候性非腫瘍性膵真性嚢胞の猫の1例 澤　康二郎（澤動物病院 神奈川動物医療センター）
・メトロノーム療法にて長期間生存した後腹膜原発血管肉腫の犬の1例 杉田　明子（ユウ動物病院）
・外科的に摘出した副腎腫瘍の犬18例の検討 小出　美紗紀（小出動物病院）
・犬の消化管内視鏡検体の細胞診による消化管リンパ腫の診断 鄭　明奈（日本動物高度医療センター）
・重度貧血を伴った肥厚性胃炎の犬の1例 岡野　久美子（日本動物高度医療センター）
・猫におけるニムスチン（ACNU)の有効性と有害事象に関する検討 小島　麻里（東京大学）
・犬のMott Cell Lymphomaにおける臨床的特徴 田中　美穂（東京大学）
・皮膚および皮下腫瘍における画像所見 田中　利幸（近畿動物医療研修センター）
・長期生存を認めている上腕骨に発生した骨肉腫の犬の1例 諏訪　晃久（山陽動物医療センター）
・肺の局所性組織球肉腫を疑った犬の1例 藤井　祐至（山陽動物医療センター）
・巨大な胸腺腫に対してネオアジュバント放射線療法と外科切除を行った猫の1例 和田　悠佑（大阪府立大学）
・直腸の髄外性形質細胞腫を疑う犬の1例 金城　綾二（大阪府立大学）
・心膜に発生した肉腫の犬の1例 平田　翔吾（大阪府立大学）
・近位結腸に悪性末梢神経鞘腫が認められた犬の1例 岩田　宗峻（大阪府立大学）
エキゾチックペット 
・肝葉捻転と診断したウサギ13例 由本　芙弓（春日丘動物病院）
・ハリネズミの子宮内膜腫瘍の病理組織学的特徴と予後 長峯　栄路（サンリツセルコバ検査センター）
・ヨツユビハリネズミ（Atelier alhivemtris）のクリプトスポリジウム症の
　検査法および治療に関する検討 高木　佑基（バーツ動物病院）
・メガバクテリア症の難治性症例について 川田　さいこ（夕陽丘動物病院）
・難治性皮膚炎の様相を呈したデグーの未分化肉腫の１例 今井　勇太郎（北須磨動物病院）
・消化管化膿性肉芽腫の外科的摘出後に長期生存中のウサギの1例 今井　勇太郎（北須磨動物病院）
・トレポネーマ症を疑ったハムスターの1例 森谷　幸嗣（森谷どうぶつ病院）
・腫瘍による腸重積が疑われたフトアゴヒゲトカゲの1例 西井　寛之（かすみヶ丘動物病院）
行動学 
・「動物病院大好きキャンペーン」　新潟での実施調査 白井　春佳（にいがたペット行動クリニック）
・猫のウールサッキングの1例 小田　健郎（札幌動物行動クリニック）
・音恐怖症の犬1例 長谷　生子（はせ犬と猫の病院）
・鳥取県中部を震源とする地震発生後に、飼育犬にみられた変化 水谷　雄一郎（（公財）動物臨床医学研究所）
・鳥取県中部を震源とする地震発生後に、飼育猫にみられた変化 水谷　雄一郎（（公財）動物臨床医学研究所）

感染症 
・鼻腔内アスペルギルス症が疑われた犬の1例 福井　健太（サン・ペットクリニック）
・X線で肺結節がみられ肺吸虫と診断した保護犬の3例 河合　紀人（（公財）動物臨床医学研究所）
・岩手県で発生したBabesia odocoilei 様原虫を原因とする犬バベシア症の3例 山崎　真大（岩手大学）
その他
・犬の維持期用と慢性腎機能低下用の手作り食レシピ調査結果 清水　いと世（Rペット栄養クリニック）
・犬の口頬粘膜に発生した悪性黒色腫に対してオゾン自家血療法を実施した1症例 大屋　美絵（光が丘動物病院グリーンクリニック）
・インターネットを介しての犬糸状虫症予防薬の販売ないし
　個人輸入代行の現状　― 2017年夏期の状況 ― 中村　有加里（イオン動物病院京都五条）
・犬の肛門嚢炎に対するオスルニアの有用性 三原　衣理（光が丘動物病院）
・犬の微小脳内出血に関する検討 山城　徳之（近畿動物医療研修センター）
・レミフェンタニル-低用量フェンタニル-アルファキサロンを用いた
　犬の全静脈麻酔法の臨床的検討 田中　翔（酪農学園大学）
・長期生存している補足好中球症候群の犬において認められた副腎皮質機能低下症の1例 今本　成樹（新庄動物病院）

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。 18日㈯・19日㈰

・天然のミネラルクレイ「クレイスフィア」の皮膚・被毛への効果とその応用 柏木　龍（美しが丘動物病院）
・犬のアレルギー用療法食給与による腸内フローラの変化と乳酸菌製剤投与の効果 伊藤　直之（北里大学）
・歯垢の除去効果の部位別比較：歯ブラシV.S.ガーゼ 澤田　眞弓（成城こばやし動物病院）
・犬・猫の予防歯科のための明日葉抽出物配合歯みがきジェルと
　歯周状態に合わせて設計した歯ブラシの応用 中村　恒彰（ライオン商事㈱）
・プロポフォール製剤に関する文献研究 深瀬　徹（葛城生命科学研究所）
・ピモベンダンを有効成分とする3種の薬剤に対する犬の嗜好性と
　各薬剤の犬への経口投与の簡便性 中村　有加里（イオン動物病院京都五条）
・ベラプロストナトリウムを有効成分とする猫の慢性腎臓病治療薬 
　‘ラプロス’ の経口投与の簡便性 中村　有加里（イオン動物病院京都五条）
・メロキシカムを有効成分とする新規チュアブル製剤 
　‘メロキシリン チュアブル’ に対する犬の嗜好性 中村　有加里（イオン動物病院京都五条）
・動物病院における動物看護と水素治療の役割 加藤　明久（D&C獣医科クリニック）
・オーラストリップとインターベリーαを用いた歯周病における疫学的および臨床学的考察 橋詰　菜央（オリーブ動物医療センター）
・同時期に洞不全症候群を発症した同腹仔のミニチュアシュナウザーの2症例 上野　芳樹（このはな動物病院）
・高齢犬が最期まで幸せに暮らすために　～10年前の飼い主のアンケートと比較して 竹部　真由美（倉吉動物医療センター・山根動物病院）
・デンタルケアに対する飼い主の意識調査 澤田　聖美（米子動物医療センター）
・当院の過去３年間における消化管内異物に関する検討 谷川　静流（米子動物医療センター）
・鳥取県中部を震源とする地震が犬猫にもたらした影響について 深田　幸子（倉吉動物医療センター・山根動物病院）
・当センターにおける尿管包皮吻合の術後管理 小原　亜美（大阪府立大学獣医臨床センター）
・手術後の創部ケアにおけるストッキネット活用方法の検討 久保　明莉（大阪府立大学獣医臨床センター）
・ヨーグルトを使用した口臭および便臭の軽減効果 木藤　夕梨（穴吹動物専門学校）
・肉球保護剤の有効性について 柏原　涼太（穴吹動物専門学校）
・猫に負担のかからない日常の手入れ 上利　あずさ（穴吹動物専門学校）
・ペットとの同行避難 清水　美里（穴吹動物専門学校）
・飼い主が求める介護グッズの開発 阿部　愛実（大阪ECO動物海洋専門学校）
・飼い主のペットフード選択における意識調査 尾上　萌（大阪ECO動物海洋専門学校）
・飼い主と愛犬の同行避難訓練の必要性 納谷　美咲（大阪ECO動物海洋専門学校）
・斜頸のウサギのケア 比嘉　光輝（広島アニマルケア専門学校）
・フェレットのトレーニング 山下　紗季（広島アニマルケア専門学校）
・外で飼われている犬の暑さ対策の検討 滝本　真唯（広島アニマルケア専門学校）
・犬の歯周病の現状と口腔内細菌 森重　友登（岡山理科大専門学校）
・肥満の犬の健康的な減量法 岡野　敦子（岡山理科大専門学校）
・犬の尿による公共物への影響とマナー水の効果 信藤　優花（岡山理科大専門学校）
・肉球の乾燥予防 横山　真衣（岡山理科大専門学校）
・犬の耳垢の抗菌作用 拜原　希望（岡山理科大専門学校）
・緊急災害時の家庭犬のためのガイドブック 倉橋　凱人（岡山理科大専門学校）
・高齢化による機能障害の予防 寺嶋　優美（岡山理科大専門学校）

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。 18日㈯・19日㈰

・高齢犬が最期まで幸せに暮らすために　～10年前の飼い主のアンケートと比較して 竹部　真由美（倉吉動物医療センター・山根動物病院）
・看護師ができる麻酔リスクの軽減 佐倉井　美紅（アリス動物病院）
・小学校放課後学級においてAAE活動に参加させている保護者の認識と今後の課題 端　沙織（中郷どうぶつ病院）
・偲ぶ会を開催して　― 飼い主さまの心のケアについて ― 長原　夕記（もみの木動物病院）
・犬のリハビリテーションにおける日常生活活動（ADL）聴取の仕方 乾　千恵（藤井寺動物病院　動物人工関節センター）
・人工股関節全置換術のリハビリテーション看護 堀田　直美（藤井寺動物病院　動物人工関節センター）
・日本における犬猫用フードからのサルモネラ属菌検出状況調査 竹内　千尋（倉敷芸術科学大学）
・デンタルケアに対する飼い主の意識調査 澤田　聖美（米子動物医療センター）
・7年間年2回犬のがん検診を行った考察 青山　沙希（ファーブル動物医療センター）
・骨盤骨折の術後リハビリテーションにより歩様および神経機能が回復した犬の1例 三上　りな（Pet Clinic アニホス）
・飼い主が求める介護グッズの開発 阿部　愛実（大阪ECO動物海洋専門学校）
・飼い主のペットフード選択における意識調査 尾上　萌（大阪ECO動物海洋専門学校）
・飼い主と愛犬の同行避難訓練の必要性 納谷　美咲（大阪ECO動物海洋専門学校）
・斜頸のウサギのケア 比嘉　光輝（広島アニマルケア専門学校）
・フェレットのトレーニング 山下　紗季（広島アニマルケア専門学校）
・外で飼われている犬の暑さ対策の検討 滝本　真唯（広島アニマルケア専門学校）
・動物介在活動前後における犬の血糖値変動 奥野　楓（神戸ブレーメン動物専門学校）
・犬の歯周病の現状と口腔内細菌 森重　友登（岡山理科大専門学校）
・肥満の犬の健康的な減量法 岡野　敦子（岡山理科大専門学校）
・犬の尿による公共物への影響とマナー水の効果 信藤　優花（岡山理科大専門学校）
・肉球の乾燥予防 横山　真衣（岡山理科大専門学校）



●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/

■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（18日㈯のみ） 18,000円 20,000円
非会員（19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）  （18日㈯,19日㈰） 12,000円 13,000円
スタッフ（VT）  （18日㈯のみ）  7,000円  8,000円
スタッフ（VT）  （19日㈰のみ）  7,000円  8,000円
ベーシックセミナー（17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。
17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（18日㈯18:30 ～ 21:00） 参加費5,000円　 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

■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回行われる認定試験を受験（HPやニュースレターなどで公示）。

＊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

●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/dorinken17/  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。
●18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）
●ACRF Award 授与式（5Fステージにて）開催します。
●18日㈯、19日㈰、展示会場（3F・5F）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。

■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


