
日本獣医内科学アカデミー（JCVIM）　症例検討・研究発表一覧
会場名 11 : 15 - 11 : 26 11 : 26 - 11 : 37

第 4 会場

5F：511＋512

循環器　4-01 座長：谷　浩行・福島隆治 循環器　4-02 座長：谷　浩行・福島隆治

心タンポナーデに対し心膜切除を実施した犬の10例 経食道心房ペーシングを実施した症例研究

湯沢　綾 高橋新音

第 5 会場

4F：411＋412

エキゾチック　5-01 座長：三輪恭嗣・中田至郎 エキゾチック　5-02 座長：三輪恭嗣・中田至郎 

ヨツユビハリネズミ231症例に発生した408疾患に関する検討 神経症状を伴う腸管毒血症性大腸菌感染症のミニブタの3例

小泉伊織 中村進一

第 6 会場

4F：413

眼科　6-01 座長：滝山直昭・都築圭子 眼科　6-02 座長：滝山直昭・都築圭子

ブリモニジンの点眼投与がネコにもたらす鎮静効果 
および生理学的効果

角膜穿孔を呈したパグに自己血液（フィブリン糊）を用いて 
治療した1症例

河鰭美月 寺門邦彦

第 7 会場

4F：414＋415

腫瘍　7-01 座長：水野拓也・三浦直樹 腫瘍　7-02 座長：水野拓也・三浦直樹

犬腫瘍における血漿中microRNA-214および 
microRNA-126発現量の検索 microRNA阻害核酸製剤を用いた犬骨肉腫に対する前臨床的検討

平島一輝 林　佑将

第 8 会場

4F：416＋417

肝・膵　8-01 座長：浅野和之・桃井康行 肝・膵　8-02 座長：浅野和之・桃井康行

肝胆道系疾患の犬220例における胆汁細菌培養検査と薬剤感受性 犬の胆嚢疾患と胆嚢中胆汁酸分画との関連性についての研究

鈴木敬子 柿元俊彰

第 9 会場

4F：418

腫瘍　9-01 座長：土屋　亮・内田直宏 腫瘍　9-02 座長：土屋　亮・内田直宏

皮膚ランゲルハンス細胞組織球症のイヌの1例 組織球性肉腫に対してクロドロン酸内包リポソームを 
使用した犬の1例

上田隆喜 稲葉健一

第 10 会場

4F：419

感染症　10-01 座長：馬場健司・玉本隆司 感染症　10-02 座長：馬場健司・玉本隆司

レプトスピラ感染を疑う症例における各検査の有用性 ノカルジア感染症が疑われた犬の1例

上山裕弥 池田　碧

第 13 会場

3F：311＋312

行動　13-01 座長：荒田明香・伊藤大介 行動　13-02 座長：荒田明香・伊藤大介

攻撃行動を示した柴犬に対する行動診療の報告 分離不安を疑った2症例

白井春佳 天貝治美

第 14 会場

3F：313＋314

消化器　14-01 座長：田村　悠・原田和記 消化器　14-02 座長：田村　悠・原田和記

ヘリコバクター・ピロリのイヌ・ヒト間での 
家庭内感染をみとめた1例

Helicobacter属菌除菌プロトコールにより臨床症状の 
改善が認められた、慢性胃炎の猫の1例

相澤早苗 内田恵子

第 15 会場

3F：315

呼吸器　15-01 座長：青木卓磨・中村健介 呼吸器　15-02 座長：青木卓磨・中村健介

犬の慢性気管支炎および気管支拡張症に関する回顧的研究 喉頭疾患を有する猫の臨床徴候および画像所見の比較検討

宮澤　翔 長屋有祐

11 : 37 -11 : 48 11 : 48 - 11: 59

循環器　4-03 座長：小山秀一・岩永朋子 循環器　4-04 座長：小山秀一・岩永朋子

右室Tei-indexは僧帽弁疾患犬の予後因子である 心筋トロポニンIを用いたACEIによる心筋保護効果の検討

森田智也 河口貴恵

エキゾチック　5-03 座長：三輪恭嗣・中田至郎 

うさぎって本当にストレスに弱いの？ 
～糞便と血液から得られたストレス測定結果から考える～

石川健吾

眼科　6-03 座長：滝山直昭・都築圭子

トキソプラズマ感染によるぶどう膜炎が疑われた猫の2例

林　美里

腫瘍　7-03 座長：水野拓也・三浦直樹 腫瘍　7-04 座長：水野拓也・三浦直樹

犬のリンパ腫における化学療法耐性化関連遺伝子群の網羅的探索 犬尿路移行上皮癌と前立腺癌におけるdigital PCRによる 
BRAF遺伝子変異検出法の確立とLiquid biopsyの有用性評価

末永珠佑 佐伯亘平

肝・膵　8-03 座長：浅野和之・桃井康行

犬の胆嚢粘液嚢腫における疾患関連候補遺伝子のSNPs解析

金本英之

腫瘍　9-03 座長：土屋　亮・内田直宏 腫瘍　9-04 座長：土屋　亮・内田直宏

肺転移を伴う大動脈小体癌に分子標的薬（トセラニブ）が奏効した犬の1例 リン酸トセラニブとロムスチンの併用療法を試みた 
多剤耐性リンパ腫の犬5例

原田　慶 山﨑裕毅

感染症　10-03 座長：馬場健司・玉本隆司 感染症　10-04 座長：馬場健司・玉本隆司

岩手県内でBabesia odocoilei様原虫の自然感染により 
バベシア症を発症した犬の一例 Babesia gibsoniのアトバコン耐性関連遺伝子の疫学調査

額田優花 井口愛子

行動　13-03 座長：荒田明香・伊藤大介 行動　13-04 座長：荒田明香・伊藤大介

犬における分離不安の徴候に関するアンケート調査 アンケート調査からみるイヌの分離不安

鈴木由恵 井上友希

消化器　14-03 座長：田村　悠・原田和記 消化器　14-04 座長：田村　悠・原田和記

京都府南部において飼育されている犬を対象としたジアルジア症検診 植物発酵エキスOM-Xの高齢犬における機能性

中村有加里 岡田将史

呼吸器　15-03 座長：青木卓磨・中村健介 呼吸器　15-04 座長：青木卓磨・中村健介

TFAST3検査による気胸診断　2症例 肺に腫瘤性病変を形成したMycobacterium avium subsp. hominissuis
感染症の猫の一例

宮　直人 高橋舞子



日本獣医内科学アカデミー（JCVIM）　症例検討・研究発表一覧
会場名 13 :15 - 13: 26 13 : 26 - 13 : 37

第 4 会場

5F：511＋512

代謝・内分泌　4-05 座長：前田真吾・根尾櫻子 代謝・内分泌　4-06 座長：前田真吾・根尾櫻子

CTにおける体重に影響を受けない犬副腎径基準値の検討 トリロスタンによる不可逆的な副腎皮質機能低下症を疑う 
犬の1例

吉川文貴 則竹容子

第 5 会場

4F：411＋412

看護　5-05 座長：徳本一義・山下眞理子 看護　5-06 座長：徳本一義・山下眞理子

STOP熱中症～犬の熱中症予防における新たな指標の考察～ 腫瘍患者動物のストレスに及ぼす看護の影響

椎名美矢子 田邊捺貴

第 6 会場

4F：413

泌尿器　6-05 座長：佐藤れえ子・下川孝子 泌尿器　6-06 座長：佐藤れえ子・下川孝子

偽高クレアチニン血症から真の高クレアチニン血症に移行した猫の1例 
～夾雑物混入実験においての、夾雑物分類に関する若干の知見～

当院において下部尿路疾患を呈するネコにおける分離菌種 
および感受性について

堀脇浩二 福地可奈

第 7 会場

4F：414＋415

歯科・口腔　7-05 座長：渡邊一弘・高橋　香 歯科・口腔　7-06 座長：渡邊一弘・高橋　香

頬部粘膜発生のリンパ管腫を認めた若齢犬の1例 多発血管炎性肉芽腫症を疑う犬の1例

中道　潤 東　一志

第 8 会場

4F：416＋417

肝・膵　8-05 座長：金本英之・藤原亜紀 肝・膵　8-06 座長：金本英之・藤原亜紀

犬へのプレドニゾロンの投与による 
膵リパーゼ免疫活性ならびに膵組織への影響 メトクロプラミドの持続点滴が犬の膵血流に与える影響

小島一輝 井手香織

第 9 会場

4F：418

腫瘍　9-05 座長：山﨑裕毅・古家　優 腫瘍　9-06 座長：山﨑裕毅・古家　優

肝リンパ節が原発と思われた猫のガストリノーマの1例 全身性アミロイドーシスを併発した髄外性形質細胞腫の犬の1例

笠原幸一 小島　高

第 10 会場

4F：419

血液　10-05 座長：鳩谷晋吾・遠藤泰之 血液　10-06 座長：鳩谷晋吾・遠藤泰之

メトヘモグロビン血症を疑うポメラニアンの 
赤血球の生化学的解析 ペルゲル・フェット異常の猫の1例

篠　春香 酒井秀夫

第 13 会場

3F：311＋312

栄養　13-05 座長：左向敏紀 栄養　13-06 座長：左向敏紀

肥満によるHIF-3αのエピジェネティックな変化と 
長寿関連遺伝子SIRT1の発現についての解析 イヌにおける肥満のバイオマーカーとしてのmicroRNA

吉村公仁子 上田健太

第 14 会場

3F：313＋314

消化器　14-05 座長：塚本篤士・手嶋隆洋 消化器　14-06 座長：塚本篤士・手嶋隆洋

生後7年にわたり持続性の下痢を呈したShort colonの猫の1例 空腸に発生した血管浸潤性リンパ腫の猫の1例

津田真吾 中川泰輔

第 15 会場

3F：315

神経　15-05 座長：桃井康行・松木直章 神経　15-06 座長：桃井康行・松木直章

子宮蓄膿症からの血行感染による脳膿瘍が疑われた犬の1例 メトロニダゾール中毒によりMRI検査で 
小脳に左右対称性の病変を認めた犬の1例

佐藤萌恵 鬼頭梨永

13 : 37 - 13 : 48 13 : 48 - 13 : 59

代謝・内分泌　4-07 座長：前田真吾・根尾櫻子 代謝・内分泌　4-08 座長：米澤智洋・佐々木　東

副腎皮質機能亢進症の治療により糖尿病が寛解した犬の2例 健常猫におけるフード中の脂肪の量および 
種類がインクレチン分泌に与える影響

小川雄基 平松朋子

看護　5-07 座長：徳本一義・山下眞理子 看護　5-08 座長：佐野忠士・神田鉄平

犬用ボディコンディションスコアモデルに関するアンケート調査 予防歯科に特化した動物看護師の人材育成について

小泉亜希子 越　亜以

泌尿器　6-07 座長：佐藤れえ子・下川孝子 泌尿器　6-08 座長：佐藤れえ子・下川孝子

膀胱粘膜からの微小出血によって重度の貧血を呈した犬の一例 猫の尿管閉塞に対しステロイドの使用で改善を認めた4例

大辻孝志 藤塚淳史

皮膚　7-07 座長：山﨑真大・松鵜　彩 皮膚　7-08 座長：山﨑真大・松鵜　彩

ゾニサミドによる紅皮症を疑ったマルチーズの1例 一動物病院における掻痒性皮膚炎を伴う犬22例の 
アレルギー検査結果の検討

羽田麻梨絵 中村勇紀

肝・膵　8-07 座長：金本英之・藤原亜紀 肝・膵　8-08 座長：鳥巣至道・森下啓太郎

犬の肝疾患に対する造影超音波検査の応用の試み 腹水を伴う慢性肝炎の犬における腹腔鏡検査の安全性に関する検討

道下明日香 早川修平

腫瘍　9-07 座長：山﨑裕毅・古家　優 腫瘍　9-08 座長：山﨑裕毅・古家　優

マクログロブリン血症を伴うリンパ形質細胞性リンパ腫と診断された 
犬の一例 リンパ形質細胞性リンパ腫の犬の一例

小山峻弘 石川武史

血液　10-07 座長：鳩谷晋吾・遠藤泰之 血液　10-08 座長：鳩谷晋吾・遠藤泰之

犬の非再生性免疫介在性貧血25例における免疫抑制療法の 
治療成績、予後調査 免疫介在性血小板減少症の治療中に蛋白尿を発症した犬の1例

村井義也 矢部摩耶

栄養　13-07 座長：左向敏紀 栄養　13-08 座長：小山秀一

慢性腎臓病のイヌおよびネコにおける 
血漿インドキシル硫酸に対する食事療法の効果の検討

僧帽弁閉鎖不全のイヌにおける低ナトリウムフードの 
血中NT-proANP濃度に及ぼす影響

石関花衣 松原達也

消化器　14-07 座長：塚本篤士・手嶋隆洋 消化器　14-08 座長：塚本篤士・手嶋隆洋

消化管内視鏡検査にてび慢性に浸潤する小腸腺癌と診断した犬の1例 犬の胃腸の小細胞性リンパ腫の診断に関する検討

大石麻里子 中島　亘

神経　15-07 座長：桃井康行・松木直章 神経　15-08 座長：桃井康行・松木直章

サンドホフ病の猫の2症例 犬の麻酔深度の指標としてのRelative β ratioとγ-relative powerの検討

坂大智洋 樋口千佳



日本獣医内科学アカデミー（JCVIM）　症例検討・研究発表一覧
会場名 14 : 04 - 14 : 15 14 : 15 - 14 : 26

第 4 会場

5F：511＋512

代謝・内分泌　4-09 座長：米澤智洋・佐々木　東 代謝・内分泌　4-10 座長：米澤智洋・佐々木　東

小分割放射線照射にて臨床症状が改善した先端巨大症の猫の一例 慢性腎臓病の経過中に低カルシウム血症による 
テタニーを発症した犬の1例

駒井園子 末次文雄

第 5 会場

4F：411＋412

看護　5-09 座長：佐野忠士・神田鉄平 看護　5-10 座長：佐野忠士・神田鉄平

動物看護職のイメージに関する調査 
－イメージの因子構造と学年進行による変化－ ネコ触診用シミュレーション教材の開発と教育効果の研究

柳澤　綾 ロペスセサル

第 6 会場

4F：413

泌尿器　6-09 座長：矢吹　映・日笠喜朗 泌尿器　6-10 座長：矢吹　映・日笠喜朗

猫の腎疾患における腎容積に関する検討—健康猫と腎疾患猫の比較— 犬におけるシスタチンCを用いた腎機能の予後予測

岩間優子 岩佐直樹

第 7 会場

4F：414＋415

皮膚　7-09 座長：山﨑真大・松鵜　彩 皮膚　7-10 座長：川原井晋平・加納　塁

犬アトピー性皮膚炎と食物アレルギーの併発率に関する 
回顧的研究

犬におけるハーブパックの安全性および 
皮膚生理機能への影響についての検討

後藤　瞬 入江美早

第 8 会場

4F：416＋417

肝・膵　8-09 座長：鳥巣至道・森下啓太郎 肝・膵　8-10 座長：鳥巣至道・森下啓太郎

猫の先天性門脈体循環シャント34例についての回顧的研究 CT検査により診断した門脈血栓症の犬10例

石澤友佳子 佐藤慶太

第 9 会場

4F：418

腫瘍　9-09 座長：山﨑淳平・杉山晶彦 腫瘍　9-10 座長：山﨑淳平・杉山晶彦

CHOP療法が奏功した膀胱が原発とみられる 
高悪性度リンパ腫のイヌの1例

汎血球減少症を伴った尾部に発生した 
B細胞型リンパ腫の猫の一例

福島健太 正司麗葉

第 10 会場

4F：419

血液　10-09 座長：鬼頭克也・高橋　雅 血液　10-10 座長：鬼頭克也・高橋　雅

犬のDIC診断におけるベットサイド測定機器による 
TAT測定の有用性

原発性肺腫瘍による血栓塞栓症と診断し、 
血栓溶解剤を使用した猫の一例

林宝謙治 塗木貴臣

第 13 会場

3F：311＋312

栄養　13-09 座長：小山秀一 栄養　13-10 座長：小山秀一

MMVD犬におけるアミノ酸プロファイルは重症化に伴い変動する 犬の慢性腸症における血中微量元素プロファイルの解析

森田智也 横山　望

第 14 会場

3F：313＋314

消化器　14-09 座長：大田　寛・井手香織 消化器　14-10 座長：大田　寛・井手香織

小細胞性胃腸管型リンパ腫の治療中に 
大細胞性胃腸管型リンパ腫が発症した犬の1例 犬の肉芽腫性胃炎の臨床的特徴に関する回顧的研究

小島麻里 五十嵐寛高

第 15 会場

3F：315

神経　15-09 座長：伊藤大介・宇塚雄次 運動器　15-10 座長：伊藤大介・宇塚雄次

変性性脊髄症に対しリルゾールによる治療を試みた1治験例 脊髄損傷症例に対する磁気刺激法を応用した 
ニューロリハビリテーションの検討

毛木俊彰 小笠原茂里人

14 : 26 - 14 : 37 14 : 37 - 14 : 48

代謝・内分泌　4-11 座長：米澤智洋・佐々木　東

皮膚科受診犬における VetScan® Thyroxineを用いた 
血清総サイロキシン濃度の測定

園田祐三

社会　5-11 座長：長谷川篤彦・鷲巣月美 社会　5-12 座長：長谷川篤彦・鷲巣月美

キャリア引退犬における日常活動の詳細評価 動物診療施設における医薬品処方実態調査（9） 
～解熱鎮痛消炎剤の処方解析～

増田麻子 高橋　学

泌尿器　6-11 座長：矢吹　映・日笠喜朗 泌尿器　6-12 座長：矢吹　映・日笠喜朗

テルミサルタンの投薬により蛋白尿の寛解が認められた 
蛋白漏出性腎症のイヌの5例

猫慢性腎臓病におけるプロバイオティクスの長期給与が 
生存日数に与える影響

斉藤るみ 稲富太樹夫

皮膚　7-11 座長：川原井晋平・加納　塁 皮膚　7-12 座長：川原井晋平・加納　塁

イヌインターフェロンα発現イチゴの歯肉塗布投与による皮膚炎改善効果 犬ニキビダニ症におけるβグルカン含有高嗜好性サプリメントの臨床評価

伊藤　亮 中野好美

腫瘍　9-11 座長：山﨑淳平・杉山晶彦 腫瘍　9-12 座長：山﨑淳平・杉山晶彦

イヌのリンパ腫に過剰発現する新規治療分子としてのCD70の解析 イヌのリンパ腫症例における 
血清中可溶性インターロイキン-2受容体α鎖の測定

長谷川友紀 水谷格之

血液　10-11 座長：鬼頭克也・高橋　雅 血液　10-12 座長：鬼頭克也・高橋　雅

大動脈血栓を併発した非免疫介在性糸球体腎症の犬の1例 動物用自動血球計数装置Microsemi LC-662に関する評価試験

鈴木由依 根尾櫻子

栄養　13-11 座長：小山秀一

犬の尿中8-OHdG測定の臨床的意義の検討

柘植　彩

消化器　14-11 座長：大田　寛・井手香織 消化器　14-12 座長：大田　寛・井手香織

形質細胞腫による結腸重積の犬の1例 菌血症によりDIC準備段階に陥った 
組織球性潰瘍性大腸炎のボクサー犬の1例

小嶋大亮 田中克尚

運動器　15-11 座長：伊藤大介・宇塚雄次

犬の関節疾患に対する高嗜好性シロップ剤の臨床応用

吉田裕貴


