
※敬称略、2017年1月現在（プログラム、会場、講演者は都合により変更になることがあります。）

タイムテーブル／Timetable2月19日（日）

日本獣医循環器学会

日本獣医がん学会

日本獣医画像診断学会

比較眼科学会 エキゾチックペット研究会

日本ペット栄養学会

Japanese Society of Feline Medicine（JSFM）

日本獣医循環器学会

猫感染症研究会

日本比較臨床医学会

小動物臨床血液研究会（動物臨床医学会） 小動物臨床血液研究会（動物臨床医学会）

動物医療発明研究会 動物介在教育・療法学会

小動物臨床血液研究会（動物臨床医学会） 小動物臨床血液研究会（動物臨床医学会）

讃岐みのり研究会

獣医神経病学会

イヌとネコとヒトの健康を考える会

福島隆治［農工大］

高橋　雅［鹿児島大学］
近藤広孝［どうぶつの総合病院］

滝口満喜［北大］

前原誠也［酪農大］ 加藤　郁［加藤どうぶつ病院］ 三輪恭嗣［みわエキゾチック動物病院］

岡田ゆう紀［日獣大］

中島　亘［日本小動物医療センター］

福島隆治［農工大］

高橋　雅［鹿児島大学］
近藤広孝［どうぶつの総合病院］

渡辺隆之［帝京科学大］

大野耕一［東大］

小山秀一［日獣大］

鬼頭克也［岐阜大］ 周本剛大［琉球動物医療センター］

小暮一雄［所沢愛犬病院］

呰上大吾［日獣大］ 下田哲也［山陽動物医療センター］ 高橋　雅［鹿児島大］

清水邦一［清水動物病院］ 石川幸子［わかば動物病院］

久末正晴［麻布大］ 森下啓太郎［北大］

酒井秀夫［諫早ペットクリニック］
小路祐樹［山陽動物医療センター］
高橋義明［ペットクリニック ハレルヤ］ 亘　敏広［日大］・呰上大吾［日獣大］・高橋　雅［鹿児島大］・久末正晴［麻布大］

久保田　馨［日本医科大］ 國頭英夫［日本赤十字医療センター］

中本裕也［Kyoto ＡＲ獣医神経病センター］

北川　均［岐阜大］・高島　諭［岐阜大］

心エコー検査　講座番号40

犬の肥満細胞腫

腹部超音波診断法

眼科の緊急疾患　～2次病院に紹介するまで～
ウサギ：食欲低下のアプローチ　歯科疾患として

ナチュラル・オルガニックフードの誤解 
～米国におけるペットフード業界の傾向と規制の実態～

猫の消化管内視鏡攻略法
～明日から実践できるコツを伝授～

猫の血液化学検査プロファイリング： 
院内迅速検査の活用

ドプラ心エコー検査　講座番号41

猫の肥満細胞腫

ジビエの生食の危険性

心疾患動物の検査　講座番号3

猫のフィラリア感染症； 
特異な病態と予防の重要性

症例から学ぶ猫のフィラリア症: 
どう診る、どう治す、どう防ぐ

家庭動物の終末期獣医療におけるアジェンダ

誤診しないための 
塗抹標本作製テクニック

血液塗抹標本から最大限の情報を引き出す 
形態観察（赤血球編） 出血傾向がみられた時、次にすることは？

ウサギに優しい超音波検査 
（保定と検査のアイデア） 介在動物に実施すべきチェック項目

顕微鏡DEディスカッション －塗抹標本の見方教えます－

獣医師と患者のコミュニケーション：2名の医師から学ぶ贅沢なセッション

非再生性免疫介在性貧血の診断 
～骨髄所見による予後の差はあるのか～

NRIMAの治療 
脾摘は有効な治療手段か？

NRIMA症例カンファレンス

基礎講習プログラム
機能解剖　Ⅲ 末梢神経の機能解剖

新しい尿細管マーカー「L-FABP」による
ネコの慢性腎臓病診断

宮林孝仁［iVEAT福岡VSP］

千村収一［千村どうぶつ病院］

城下幸仁［相模が丘動物病院］

Michael J.Day［ブリストル大］

岩永朋子［鹿児島大学］ 菅野信之［日本大学］

岩﨑利郎［北摂ベッツセンター］

浅川　誠［どうぶつの総合病院］

辻本　元［東大］

長谷川大輔［日獣大］

海老沢和荘［横浜小鳥の病院］

長江秀之［ナガエ動物病院］

伊藤良樹［山口大］・小林義崇［アニマルアイケア・東京動物眼科醫院］

大野耕一［東大］・中村篤史［TRVA夜間救急動物医療センター］

専門医から学ぶＸ線診断のピットフォール

循環器領域でのインターベンションの現状と未来

気管支内視鏡ドライラボ

WSAVA 犬と猫のワクチネーションガイドライン 2015年版

外来症例の不整脈診断 不整脈の内科療法と 
ペースメーカー適応の見極め

犬アトピー性皮膚炎の治療の選択

基礎疾患を有する症例に対する麻酔管理

頼りになる新しい抗血栓療法： 
クロピドグレルとリバーロキサバン

中枢神経系のMRI読影

飼い鳥の慢性発情と関連疾患

栄養輸液はじめてみませんか？

緑内障の治療：治療のコンセンサスを探る

症例検討エンタメ！「ドクターG & E」

五十嵐寛高［酪農大］ 宮川優一［日獣大］

消化器疾患の食事 腎臓疾患の食事
なぜそのフード

［VNセミナー］ ［VNセミナー］
佐々木伸雄［動物看護師統一認定機構］

森下啓太郎［北大］

西藤公司［農工大］

西飯直仁［岐阜大］

山谷吉樹［日大］

小林義崇
［アニマルアイケア・東京動物眼科醫院］

玉本隆司［酪農大］

馬場健司［山口大］

遠藤泰之［鹿児島大］ 前田　健［山口大］

藤田道郎［日獣大］・山谷吉樹［日大］・藤原亜紀［日獣大］

廉澤　剛［酪農大］細谷謙次［北大］

大野耕一［東大］ 手嶋隆洋［日獣大］村上麻美［岐阜大］瀬戸口明日香［ベイサイドアニマルクリニック］

鳥巣至道［宮崎大］

小林哲也［日本小動物がんセンター］

亘　敏広［日大］・中島　亘［日本小動物医療センター］・金本英之［東大］

谷浦督規［谷浦動物病院］・藤原玲奈［東大］・久楽賢治［キャミック］・華園　究［北大］

小田民美［日獣大］・佐々木涼太［みかん動物病院］
橘川麻衣［認定動物看護師］・安部里梅［ペットケアホームどうぶちゅ］ 森　昭博［日獣大］ 入交眞巳［日本ヒルズ・コルゲート］

看護師免許はどうなるの？

造影超音波検査による
門脈高血圧の新しい診断法

あまり知られていない猫のウイルス性皮膚疾患

猫の高カルシウム血症

呼吸器系疾患と治療薬

すぐにできる！ 眼科エコー検査

犬と猫の炎症マーカーと膵炎

もう迷わない！総蛋白異常の鑑別診断

FIPをめぐる最近の話題

呼吸器ケースカンファレンス「臨床徴候から考える呼吸器疾患」

この腫瘍どこまでとれるか固形腫瘍へどう挑むか 
～外科・放射線・抗がん剤治療の実際～

肝胆疾患の治療薬総ざらい 膵炎の内科的治療：私はこうしているクイズで学ぶ細胞診腫瘍：Clinical Questionをもとに
診断について考える 

～最近の論文をレビュー～

チューブフィーディング： 
設置テクニックと臨床例への応用

みんな知っているかも．．． 
犬と猫の腫瘍のあるある2017

PLEに対するUltra Low-fat Dietを用いた治療　施設ごとの比較

肝臓腫瘤の造影CT 
本施設で実施しているプロトコールと検査所見

みんなで考える　高齢動物の看護；伴侶動物の超高齢化に対して何をすべきか 内分泌疾患 災害時に備えて 
（動物病院・飼い主両サイドから）［VNセミナー］ ［VNセミナー］［VNセミナー］ ［VNセミナー］

前田真吾［東大］ 賀川由美子［ノースラボ］ 福島建次郎［東大］

内視鏡における細胞診 生検材料の病理 臨床獣医師はどうすべきか

これってIBD？ リンパ腫？

松木直章［東大］ 西飯直仁［岐阜大］

日本獣医内分泌研究会

猫編 犬の糖尿病治療指針2017
糖尿病治療指針（ガイドライン）の構築へ　インスリン選択法と評価法

非再生性免疫介在性貧血（NRIMA）を徹底攻略（シンポジウム）

伊藤大介［日大］ 長谷川大輔［日獣大］ 北川勝人［日大］

1．概論

〜病態・診断・治療〜 〜なぜ有効な予防法も治療法もないの？〜

2．画像診断 犬の脳脊髄液循環障害の治療法

犬の脳脊髄液循環障害 ～病態・診断そして治療まで～

原田和記［鳥取大］ 桃井康行［鹿児島大］

知っておくと便利な抗菌薬のちしき 
〜抗菌薬の基本と種類について〜 各疾患における抗菌薬の使い方

臨床現場における抗菌薬の使い方

桑原康人［クワハラ動物病院］ 宮川優一［日獣大］

日本獣医腎泌尿器学会

SDMAを腎不全の治療に活かすためには

がん診療におけるコミュニケーション技術 誰のために、なんのために

シスタチンC
腎機能のバイオマーカーを用いた新しい検査法

細谷謙次［北大］藤原亜紀［日獣大］

〜高精度放射線治療の実際〜〜これまでの国内治療成績〜

放射線治療アップデート

アジアの獣医専門医制度が始まった！

（事前の登録が必要です）

栄養学と歯の仕組み 歯科疾患による食欲低下の診断と治療

［レスポンスシステム］★

［レスポンスシステム］★ ［レスポンスシステム］★ ［レスポンスシステム］★ ［レスポンスシステム］★ ［レスポンスシステム］★

★クリッカー装置をつかった双方向講義です。

岩﨑利郎［北摂ベッツセンター］・大嶋有里［犬と猫の皮膚科］・滝山直昭［日大］
奥田　優［山口大学］・木戸伸英［横浜市金沢動物園］

■ 参加登録：会場2F　8：30〜16：00　■ クローク：会場2F（211＋212）　8：30〜18：00
※ 共催団体代表者会議 12：15〜13：00

※逐次通訳

会場名 9：00～ 9：45 10：00～ 10：45 休憩 11：15～ 12：00 休憩 13：15～ 14：00 14：15～ 15：00 休憩 15：45～ 16：30 16：45～ 17：30

第1会場
5F：501

（収容数330名）

第2会場
5F：502

（収容数326名）

第3会場
5F：503

（収容数448名）

第4会場
5F：511＋512
（収容数124名）

第5会場
4F：411＋412
（収容数148名）

第6会場
4F：413

（収容数125名）

第7会場
4F：414＋415
（収容数150名）

第8会場
4F：416＋417
（収容数152名）

第9会場
4F：418

（収容数133名）

第10会場
4F：419

（収容数132名）

第11会場
4F：421

（収容数54名）

第12会場
4F：422

（収容数54名）

第13会場
3F：311＋312
（収容数141名）

第14会場
3F：313＋314
（収容数139名）

第15会場
3F：315

（収容数168名）

展示会場

後藤裕子［東大］

リンパ球クローナリティ

※
代
表
者
会
議

展示会場 ※ 12：００より、展示ブースにて軽食をご用意しております。

文永堂出版株式会社 文永堂出版株式会社


