症例発表プログラム
順番

時間

第Ⅰ会場

第Ⅱ会場

膵臓腫瘍（インスリノーマ）に対して外科的治療を

犬種特異性前ぶどう膜疾患の2例

第Ⅲ会場

第Ⅳ会場

治療に苦慮した慢性鼻炎の猫1例

第Ⅴ会場

トリロスタンの併用により良好に管理できた副腎皮質機能亢 膀胱破裂を呈した2例
進症（HAC）を併発した犬の糖尿病の4症例
淺井 亮太

9:15 ～ 9:27

1 行い良好な経過を呈している1症例

9:27 ～ 9:39

曖昧な視覚障害を主訴とした猫における
副腎皮質機能亢進症の治療により一時的に糖 複数の尿管結石が存在した
治療に苦慮した真菌性鼻炎の犬の1例
2 内臓型肥満細胞腫と診断した犬の1例
伊藤 太一 診断の試み
小川名 巧 尿病が寛解したが再燃した犬の1例
藤野 和彦
小川 雄基 尿道閉塞の猫の1例

9:39 ～ 9:51

3 犬の参考基準値に関する考察

9:51 ～ 10:03

4 犬の2例

中村 晃三

石塚 泰雄

伊藤 育子

第Ⅵ会場
加藤 泰一郎

脊髄くも膜のう胞及び硬膜外肉腫により神経症状を発症し
た犬に手術を行い良好な経過を呈した1例
大野 智史

渡邉 尚樹

嚢胞切除および硬膜形成を実施した
脊髄くも膜嚢胞の犬の1例
藤井 豊

臨床現場における血液生化学検査の

当センターに来院した難治性潰瘍性角膜
肺葉捻転と診断し肺葉切除を実施した
非定型副腎皮質機能低下症から副腎皮質 両腎に腎周囲偽嚢胞がみられた猫の1例
脊髄腫瘍（神経鞘腫）の犬に摘出手術を
河村 聡子 行い良好な経過を呈した1例
炎の原因に関する回顧的調査
岡本 有一 犬の16例
鈴木 啓介 機能低下症へ移行した犬の1例 多和田 怜奈
河邉 和久

精上皮腫の発生が認められた潜在精巣の

ぶどう膜皮膚症候群の秋田犬における眼
交通事故の後遺症としてナックリングを呈し トリロスタンによる不可逆的な副腎皮質機 家族性低Ca尿性高Ca血症が疑われた
脊椎骨肉腫に対して椎体全摘出を
球と皮膚の免疫組織化学的検索 中原 和人 た犬のための歩行補助装具の試作
矢田 敦 能低下症を疑う犬の1例
則竹 容子 腎不全猫の1家系
桑原 康人 行った猫の1例
中田 浩平

三谷 幸絵

佐々木 雅一

10:03 ～ 10:15 5

鼻腔内腫瘍に対して超音波吸引装置を
小眼球を合併した猫の白内障の1例
用いて治療した犬の9例
福田 知記

10:15 ～ 10:27 6

放射線治療及び化学療法に反応を示した 犬の僧帽弁形成術、検討2（左心系血行動態 膝蓋骨内方脱臼（GradeIV）の症例に対して シュミット症候群（多腺性内分泌不全）を 雌犬の尿道移行上皮癌3例における超音波 多発性神経炎の猫の1例
鼻腔内腺癌の犬の1例
池谷 早代 に対する僧帽弁形成術の効果）
三原 吉平 術前にリハビリを行った犬の1例
井本 博貴 示した犬の1例
横内 博文 検査および尿道鏡検査所見
高橋 雅弘

10:27 ～ 10:39 7

鼻腔内に髄外形質細胞腫が発生した
体外循環における予測ヘマトクリット値と 犬の前十字靭帯断裂65膝に関する
ミルベマイシンオキシムのチュアブル製剤に犬インターフェロン－γ 犬の後駆麻痺における車椅子の適用と
膵炎を繰り返す高脂血症の猫の1例
加藤 奈央 製剤を併用して治療を行った犬の毛包虫症
犬の1例
西田 幹 循環血液量に関する考案
山田 晃史 回顧的研究
森島 常統
中村 有加里 理学リハビリテーション
尾崎 佐記

平島 享

両側の股関節脱臼に重度の膝蓋骨脱臼が 特発性高カルシウム血症と診断した猫3症例の
蛋白漏出性腎症の犬の2例
併発した若齢犬の1例
古橋 秀成 治療法および治療経過についての考察 今高 宏樹

休

10:39 ～ 10:50

教育講演
10:50 ～ 12:20

入交 眞巳 先生（日本獣医生命科学大）

12:50 ～ 14:20

「正常」は異常！？
ホルモン濃度測定結果の評価法

西飯 直仁 先生（岐阜大）

食
一般病院でできる骨折治療
－基礎から学ぶ骨折の治し方－

小林 哲也 先生（日本小動物がんセンター）

休

14:20 14:30

岸上 義弘 先生（岸上獣医科病院）

憩

14:30 ～ 14:42 8

硬癌の組織所見をともなう
乳腺癌の犬15例の手術成績

14:42 ～ 14:54 9

Low grade消化器型リンパ腫の治療中にHigh grade 心源性肺水腫による心肺停止後緊急手術により 小動物臨床の現場における犬猫のマイクロ チワワの常同障害の1例
消化器型リンパ腫が併発した犬の1例
小島 麻里 救命した僧帽弁閉鎖不全症の1例
大平 憲二 チップに関するアンケート調査
稲庭 瑞穂

14:54 ～ 15:06 10 剖検を実施した猫リンパ腫の1例

伊東 輝夫

高橋 菜摘

犬の体外循環における脱血量についての
犬の声帯切除の実施状況についての調査 血清アミロイドA（SAA）の測定を行った経過良好 アレルギー検査利用に関しての1考察
ウサギの胃腺癌の2例
栩野 康司 な全身性アミロイドーシスの猫の1例
河邉 良明
検討
新実 誠矢
横山 聖子

重度三尖弁閉鎖不全症を引き起こした先天性三尖弁奇形に
犬の美容目的の断耳、断尾の
三尖弁形成術を試みたラブラドールレトリバーの1例 金本 勇 実施状況についての調査

リンパ腫の抗ガン治療中に血小板減少症 僧帽弁形成術後における
15:06 ～ 15:18 11
を発症した犬の1例
木村 菜穂 予防抗菌薬投与法の検討

安平 佑正

小原 公成

井立 由起子

いわゆるミックス犬の産出に関する調査

村井 厚士

柴田 博人

柴崎 梨奈

転院をくりかえした犬の脱毛症の1症例

腹腔内膿瘍を認めたウサギの
CT検査についての検討

EMPを用いた歯周病の治療について

モルモットに白血病あるいはリンパ腫の
白血化が認められた1例
石川 雅章

鈴木 秀典

磯村 亮輔

骨盤骨折に対してCortical Pearl System 膵炎に起因した肝外胆管閉塞症例に対す 骨補填材（バイオグラス）を利用したイヌの セキセイインコの精巣腫瘍の2例
を用いて整復した2症例
伏見 寿彦 る胆嚢穿刺術に関する一考察
砂原 彩乃 歯周炎の外科的治療の3例
奥田 綾子

ロムスチンで長期寛解が得られている犬の 犬の重度僧帽弁閉鎖不全症におけるアルファキサロン 猫の肘関節内多骨片性骨折の1例
15:18 ～ 15:30 12
舌リンパ腫の1例
吉田 圭佑 麻酔導入および全静脈麻酔の検討
佐藤 恵一

小畠 結

神志那 弘明 先生（岐阜大）

獣医臨床腫瘍学に関して今まで曖昧に覚えていた知識をクリアに
する講義 第3弾～あなたはいくつ「はい」と答えちゃいましたか？

～

海老沢 緑

神経外科の基礎：
術前プランニングと基本テクニック

生川 幹洋 先生（三重動物医療センター）

昼

浸潤性脂肪腫により頸髄圧迫が
認められた犬の1例

憩

手術によるご家族の満足度が高い軟部外科～鼻腔形成術、軟
口蓋過長症手術、会陰ヘルニア手術の知っておきたいコツ～

犬の認知不全症の予防、診断、治療

12:20 ～ 12:50

教育講演

小出 祐揮

朝倉 亜希

太田 茉耶

肺炎を併発した化膿性肉芽腫性腸間膜炎 重度の口腔内潰瘍を呈した犬の1例
チタンケージとロッキングプレートにより治療
辻 英里子 した尾側頚部脊椎脊髄症の犬2症例 藤岡 透
の犬の1例
駒井 仁史

甲状腺機能亢進症と肺腺癌の併発により 一次診療施設における心不全を発症した 小型犬の橈尺骨骨折を髄内ピンで固定
イソフルレン麻酔中に悪性高熱症を
ビスフォスフォネート系薬剤関連顎骨壊死 1.2kgの超小型犬に実施した
15:30 ～ 15:42 13
胸水貯留を認めた猫の1例
豊原 理仁 犬の僧帽弁閉鎖不全症の予後
大石 隆光 後、髄内ピンが横断した1例
水野 景介 疑った犬の1例
松井 隆輔 症を疑った高Ca血症の犬1例
羽原 達也 環軸椎腹側固定術の1例

藤野 貴之

甲状腺機能の亢進が認められた甲状腺癌 犬の重度MR切除僧帽弁の臨床病理像
小型犬の橈尺骨骨折整復術の術式に
胸骨リンパ節の腫大が確認された
歯肉増殖症の口腔内に骨形成性エプリスと線維腫 猫の椎間板ヘルニアの1例
15:42 ～ 15:54 14
金井 孝夫 対する私の考察
の犬の1例
藤川 護
石田 正弘 猫9症例の回顧的調査
小川 みづほ 性エプリスが発生したボクサーの1例
近藤 知子

佐藤 里恵

休

15:54 ～ 16:05

憩

前大静脈に浸潤した巨大胸腺腫に対し
バルーンカテーテルにて血栓摘出術を実施した 小切開で整形外科手術を実施した
老齢犬の巨大食道の2例
16:05 ～ 16:17 15
外科的治療を実施した犬の1例
安 勇樹 猫の大動脈血栓塞栓症22例の予後
平川 篤 猫の2例
丸山 研太郎

倉地 広樹

開口障害を主訴とし下顎枝に発生した硬性腫瘤 手術直後のMRI検査にて転移が認められた頭
性病変を外科的に摘出した猫の1例
松本 淳 蓋内における組織球肉腫の犬の1例
井上 克徳

胸腺腫摘出後も剥離性皮膚炎が進行し、 右心腔内に可動性血栓または腫瘍栓を
犬および猫の主な疾患における静脈血の
激しい炎症と骨壊死を呈した口腔内未分
脳幹部に両側対称性腫瘤性病変を
腹腔鏡下胆嚢摘出術を行った犬の1例
16:17 ～ 16:29 16
近藤 元紀 酸・塩基平衡の変化
長期経過後に良化した猫の1例
水田 賢司 認めた犬の各1例
藤岡 崇伯
奥村 めぐみ 化肉腫の1例
灰井 康佑 形成した脳炎を疑うイヌの1例
穴澤 哲也
胎児心エコー検査における心計測値と、出生前診 胆嚢粘液嚢腫と診断された犬7症例の
頭蓋骨骨肉腫に対して広範囲切除を
小動物臨床におけるフルオロキノロン耐性 下顎骨内より発生した骨内浸潤型扁平上
16:29 ～ 16:41 17 猫の会陰部に発生した悪性神経鞘腫の1例
大林 万希子 断できた肺動脈弁狭窄症の犬の1例
永田 矩之 皮癌と考えられる犬の1例
田口 大介 超音波画像検査所見の比較
島田 路加
桑原 敏彰 実施した犬の1例
淺田 慎也

16:41 ～ 16:53 18 消化管外間質腫瘍の犬の1例
猫の注射部位肉腫の1例と
16:53 ～ 17:05 19
リン酸トセラニブ

古川 敬之

水野 累

出生後まもなく右左短絡化した動脈管開存症に対してピモベンダ 未妊娠犬における急性腹部膨満を伴った 狂犬病予防接種後に起立不能を呈した
無歯顎の犬に発生した
ンを投与し、良好な経過が得られた犬の1例
伊原木 利季 子宮角捻転の1例
潮崎 日名子 犬の1例
安藤 達彦 口腔内扁平上皮癌の1例
若齢で右心不全により死亡した三尖弁異形成
猫の心膜横隔膜ヘルニアの1例
を伴う肺動脈狭窄症の犬の1例
小林 慶哉

柴田 恵美子

ウイルス感染症に対する
ペグインターフェロンα-2aの使用例

上部消化管由来と思われた腺癌による
頚部と胸部に併発した気管虚脱の犬44症例に対して頚部気管の 先天性食道狭窄症に対してバルーン拡張
岐阜県犬腫瘍登録の現状と課題
17:05 ～ 17:17 20
癌性腹膜炎の猫の1例
山瀬 新悟 み外科的矯正術を実施した治療についての検討
末松 正弘 術を実施した犬の1例
山崎 ふうこ

上原 淳

丸尾 幸嗣

山崎 堅一

脳腫瘍摘出術における術中腫瘍染色法の
有用性に関する検討
中野 有希子

部分的顎切除を行った扁平上皮癌と悪性メラノーマの症例におけ 脳梗塞と診断した犬5頭の
る切除マージンと病理組織学的マージンの評価
中川 恭子 磁気共鳴画像（MRI）所見

武藤 陽信

顎切除後に5年間生存したステージ3
てんかん様群発発作から出血性梗塞が疑われた
口腔内扁平上皮癌の猫の1例
江口 徳洋 犬の診断および治療に関する一考察
石川 雄大

