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看護　4-03 座長：多川政弘・山下眞理子

在宅リハビリテーションの実施状況を把握するための 
日記とチェックシートの活用

矢野実季子［岩手大］

研究発表（アワード候補演題）　5-03 座長：山﨑裕毅 研究発表（アワード候補演題）　5-04 座長：山﨑裕毅

犬の組織球性肉腫において高頻度に認められた 
TP53遺伝子における2塩基挿入

犬の多中心型高悪性度B細胞リンパ腫における 
新規化学療法耐性因子の発現量解析

浅田　創［東大］ 小川琴子［東大］

眼科　6-03 座長：金井一享

EXPRESS挿入による眼内シャント手術を実施した緑内障の8例

渡邊　祐［美術館前動物病院］

呼吸器　7-03 座長：中村健介 呼吸器　7-04 座長：中村健介

特発性肺線維症の猫の1例 猫の上気道閉塞性疾患における 
咽喉頭の動的変化のメカニズムに関する検討

渋谷健一郎［東京農工大学動物医療センター］ 進藤　允［近畿動物医療研修センター］

皮膚　8-03 座長：松本高太郎 皮膚　8-04 座長：松本高太郎

アレルギー性皮膚炎を呈する犬に対して、抗原特異的IgE検査と 
リンパ球反応検査の結果に基づいて食物除去試験を行った37症例の検討

新しい動物用包帯の開発に向けたプロポリス残渣が有する 
抗菌活性および味の評価

井上慎也［VeC代官山動物病院］ 菅井里子［岐阜大］

血液　9-03 座長：井口愛子 血液　9-04 座長：井口愛子

凝固活性化マーカーとしての血漿TF-PCAの有用性に関する検討 転移性肝臓血管肉腫破裂による腹腔内出血に対して腹腔内自己血回
収式輸血を行い短期間であったがQOLの改善が認められた2例

小林宏祐［山口大］ 酒井洋平［東京農工大学動物医療センター］

栄養学　10-03 座長：石岡克己 栄養学　10-04 座長：石岡克己

食事反応性腸症および炎症性腸疾患の犬に対する 
低アレルギー療法食の免疫学的効果の解析

Effect of Ultra Low-Fat Diet on Peripheral and Mucosal Regula-
tory T Cells in Dogs with Chronic Enteropathy: A Pilot Study

長田大翔［農工大］ Khoirun Nisa［北大］

消化器　13-03 座長：田村　悠

炎症性結直腸ポリープ症例の結直腸粘膜組織を用いた 
Toll様受容体刺激による炎症性サイトカイン発現の評価

横山　望［北大］

腫瘍　14-03 座長：村上麻美

膀胱および皮膚に併発した大顆粒リンパ球性リンパ腫の犬の1症例

足立真実［酪農大］

腫瘍　15-03 座長：田川道人

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］

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
（収容数 124名）

看護　4-01 座長：多川政弘・山下眞理子 看護　4-02 座長：多川政弘・山下眞理子

FXWが糖尿病猫に与える影響についての検討 当院のハイドロセラピーにおける動物看護師の役割

椋木まりあ［日獣大］ 池谷実里［アルマ動物病院］

第 5 会場
4F：411＋412
（収容数 148名）

研究発表（アワード候補演題）　5-01 座長：水野拓也 研究発表（アワード候補演題）　5-02 座長：水野拓也 

イヌにおけるDNAメチル化のゲノムワイド解析法の樹立 全エクソームシークエンシングを用いた犬の多中心型高悪
性度B細胞性リンパ腫における生殖細胞系列変異の検出

久本真也［北大］ 茂木朋貴［東大］

第 6 会場
4F：413

（収容数 125名）

眼科　6-01 座長：金井一享 眼科　6-02 座長：金井一享

犬の特発性水晶体破嚢に対する内科的治療について 末期的緑内障眼に対する 
ゲンタマイシン前房内注入の有用性に関する回顧的調査

益子亜里沙［酪農大］ 土肥裕典［日大］

第 7 会場
4F：414＋415
（収容数 150名）

歯科　7-01 座長：高橋　香 歯科　7-02 座長：高橋　香

犬と猫の歯周病と全身性疾患の関連についての回顧的検討 犬の歯列周囲の拭い液中に認められた 
数種のプロテアーゼ活性とその測定の意義

三浦貴裕［相模大野プリモ動物病院］ 深瀬　徹［葛城生命科学研究所］

第 8 会場
4F：416＋417
（収容数 152名）

検査　8-01 座長：玉本隆司 検査　8-02 座長：玉本隆司

犬の乳酸測定における卓上型血液ガス分析装置と 
携帯型乳酸測定器との機器間誤差 頭蓋内病変を疑う犬における静脈血中乳酸濃度測定の検討

伊丹貴晴［北海道大学附属動物病院］ 関　瀬利［日大］

第 9 会場
4F：418

（収容数 133名）

血液　9-01 座長：高橋　雅 血液　9-02 座長：高橋　雅

犬の播種性血管内凝固（DIC）診断における院内測定機器による 
トロンビン-アンチトロンビン複合体(TAT)測定の有用性

猫における播種性血管内凝固（DIC）の発生とトロンビンー
アンチトロンビン複合体(TAT)測定の有用性に関する検討

林宝謙治［埼玉動物医療センター］ 菅原芽伊［東京大学附属動物医療センター］

第 10 会場
4F：419

（収容数 132名）

栄養学　10-01 座長：西藤公司 栄養学　10-02 座長：西藤公司

フードの変更が家庭犬の糞便マイクロバイオームに 
与える影響について

慢性消化器疾患の猫における 
血漿中アミノ酸プロファイル解析

後藤杏依［日獣大］ 酒居幸生［東大］

第 13 会場
3F：311＋312
（収容数 141名）

消化器　13-01 座長：田村　悠 消化器　13-02 座長：田村　悠

腸間膜に多巣性微小結節を形成した 
猫消化管好酸球性硬化性線維増殖症の1例

血栓塞栓症によって空腸壊死を起こした 
消化管型リンパ腫の犬の一例

神部直樹［東京農工大学動物医療センター］ 古川林太郎［東京農工大学動物医療センター］

第 14 会場
3F：313＋314
（収容数 139名）

腫瘍　14-01 座長：村上麻美 腫瘍　14-02 座長：村上麻美

モルモットに発生した悪性末梢神経鞘腫瘍の1例 初発症状から腫瘍期様の皮疹を呈した 
上皮向性リンパ腫の犬の１例

上田謙吾［フォーゲル動物病院］ 桃﨑　昂［ファミリーアニマルホスピタル高橋動物病院］

第 15 会場
3F：315

（収容数 168名）

腫瘍　15-01 座長：田川道人 腫瘍　15-02 座長：田川道人

FeLV感染陰性であった赤白血病のネコの1例 乳び胸と末梢血中の著しい赤芽球出現を認めた猫の1例

荻野直孝［ACプラザ苅谷動物病院］ 酒井秀夫［諫早ペットクリニック］



43

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

看護　4-07 座長：神田鉄平・長谷川篤彦 看護　4-08 座長：徳本一義・木村祐哉

イヌの心拍数および活動量計測による 
低照度ケージの鎮静効果の検討 イヌのストルバイト尿石症用特別療法食おやつの評価

茂木千恵［ヤマザキ学園大］ 坂尻里奈［帝京科学大］

臨床研究発表（アワード候補演題）　5-07 座長：金子泰之 臨床研究発表（アワード候補演題）　5-08 座長：古家　優

急性膵炎の犬における副腎皮質ステロイド療法の 
治療効果の検討; 65例(2011–2016) 慢性腸症のフレンチ・ブルドッグとボストン・テリアの回顧的検討

岡西広樹［日大］ 小出美沙紀［東大］

症例発表（アワード候補演題）　6-07 座長：土屋　亮 症例発表（アワード候補演題）　6-08 座長：大森啓太郎

血栓塞栓症を併発した免疫介在性溶血性貧血症例における 
リバーロキサバンを用いた抗血栓療法

大腸領域に限局する末梢血管拡張に対して 
大腸亜全摘出術を実施した犬の1例

内田萌菜［東大］ 小山田友大［北里大］

感染症　7-07 座長：山﨑真大 感染症　7-08 座長：山﨑真大

犬のコアワクチン再接種間隔の検討 
～ワクチン抗体価を用いて個別に再接種間隔を提案してみてはどうか～

院内検査キットを用いたワクチン接種後の犬アデノウイルス・ 
犬パルボウイルス及びジステンパーウイルスに対する免疫持続期間の評価

高橋聡美［空の木犬猫病院］ 古坊啓子［安田獣医科医院］

循環器　8-07 座長：岩永朋子 循環器　8-08 座長：菅野信之

徐脈性不整脈に対しシロスタゾールを使用した猫12例 左室二腔症のイヌの1例

横井愛美［日大］ 山田俊介［日本獣医生命科学大学付属動物医療センター］

神経　9-07 座長：齋藤弥代子 神経　9-08 座長：齋藤弥代子

犬における大脳白質病変の臨床的意義に関する検討： 
高齢犬の側脳室周囲高信号は症状に関連するか？ 微小脳内出血（Cerebral microbleeds）が疑われた犬の5例

笹岡一慶［北大］ 山城徳之［近畿動物医療研修センター］

腎泌尿器　10-07 座長：矢吹　映 腎泌尿器　10-08 座長：星　史雄

尿管結石に起因した細菌性腎盂腎炎の犬の１例 多発性嚢胞腎のイヌの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］ 斉藤るみ［日獣大］

内分泌・代謝　13-07 座長：足立真実 内分泌・代謝　13-08 座長：足立真実

無症状の猫における甲状腺機能亢進症の罹患率 高コレステロール血症の犬におけるエゼチミブの有効性の検討

岩佐直樹［羽島動物病院］ 及川　澄［日獣大］

腫瘍　14-07 座長：山﨑淳平 腫瘍　14-08 座長：内田直宏

犬の膀胱移行上皮癌における 
腫瘍浸潤リンパ球の免疫組織化学的検討 悪性腫瘍罹患犬におけるサリドマイドの薬用量の検討

井上亜希子［東大］ 松山富貴子［日本小動物医療センター付属日本小動物がんセンター］

内科全般　15-07 座長：根本有希 内科全般　15-08 座長：加納　塁

膵炎および胃内異物、菌血症に起因した 
特発性多発性関節炎が疑われた犬の2例 血行障害による耳介脱毛にレッグ・ペルテス症を合併した犬の１例

石川雄大［さくら動物病院］ 長谷川　藍［どうぶつの総合病院］

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
（収容数 124名）

看護　4-05 座長：神田鉄平・長谷川篤彦 看護　4-06 座長：神田鉄平・長谷川篤彦

色情報伝達の統一化に向けたDカラースケールの作成 Ｄカラースケール導入前後における事例の比較

佐伯香織［ダクタリ動物病院京都医療センター］ 長澤優紀［ダクタリ動物病院京都医療センター］

第 5 会場
4F：411＋412
（収容数 148名）

研究発表（アワード候補演題）　5-05 座長：滝山直昭 研究発表（アワード候補演題）　5-06 座長：金子泰之

マウス網膜光障害モデルにおけるhalofuginoneの 
神経保護効果について

門脈血栓症の犬における肝臓の動脈化を 
造影超音波検査によって検出する試み

三輪幸裕［慶應義塾大］ 田村昌大［北大］

第 6 会場
4F：413

（収容数 125名）

症例発表（アワード候補演題）　6-05 座長：神志那弘明 症例発表（アワード候補演題）　6-06 座長：土屋　亮

長期生存したラフォラ病の犬の1例 メトヘモグロビン血症と診断した雑種猫の 
生化学的・遺伝学的解析

森　健志［麻布大］ 谷　章禎［北大］

第 7 会場
4F：414＋415
（収容数 150名）

感染症　7-05 座長：常盤俊大 感染症　7-06 座長：常盤俊大 

犬に寄生するジアルジア原虫に対する
フェバンテルの駆除効果

繁殖施設における未処置新生犬の 
消化管内寄生虫の保有状況調査

中村有加里［葛城生命科学研究所］ 佐伯英治［サエキベテリナリィ サイエンス］

第 8 会場
4F：416＋417
（収容数 152名）

循環器　8-05 座長：岩永朋子 循環器　8-06 座長：岩永朋子

異なる転機をとった過剰調節帯型心筋症のネコの2例 不整脈原性右室心筋症が疑われたネコの1例

永井　麻［日本獣医生命科学大学付属動物医療センター］ 矢部摩耶［日獣大］

第 9 会場
4F：418

（収容数 133名）

神経　9-05 座長：入交眞巳 神経　9-06 座長：入交眞巳

塩酸フルオキセチンとトラゾドンの併用が効果的だった 
犬の攻撃行動の1例

大規模調査にもとづく認知機能不全の犬における 
身体機能異常徴候の検出

三木美里［DVMs動物医療センター横浜］ 小澤真希子［東大］

第 10 会場
4F：419

（収容数 132名）

腎泌尿器　10-05 座長：矢吹　映 腎泌尿器　10-06 座長：矢吹　映

蛋白漏出性腎症により低アルブミン血症を呈した 
犬の１症例

シクロスポリンで長期管理している 
免疫介在性糸球体腎炎の犬の一例

久保田　翔［東京農工大学動物医療センター］ 島崎　徹［ノヤ動物病院］

第 13 会場
3F：311＋312
（収容数 141名）

内分泌・代謝　13-05 座長：手嶋隆洋 内分泌・代謝　13-06 座長：手嶋隆洋

両側性副腎皮質腺癌の犬の一例 高Ca血症を伴った猫の副腎皮質機能低下症の一例

鍋田梨奈［東京農工大学動物医療センター］ 原口涼子［アニマルクリニックイスト］

第 14 会場
3F：313＋314
（収容数 139名）

腫瘍　14-05 座長：山﨑淳平 腫瘍　14-06 座長：山﨑淳平

イヌ髄膜腫15症例における腫瘍関連遺伝子の発現解析 犬の脾臓悪性腫瘍における血小板／リンパ球比の診断および 
予後予測因子としての有用性

髙城早希［日大］ 内藤瑛治［湯木どうぶつ病院］

第 15 会場
3F：315

（収容数 168名）

内科全般　15-05 座長：根本有希 内科全般　15-06 座長：根本有希

夜間救急における犬の誤食の現状、及び犬の催吐処置にて 
トラネキサム酸を使用した381例の回顧的研究

放射線治療を実施したスコティッシュ・フォールドの骨軟骨異形成
症における長期経過後の病変部画像および病理組織学的所見

塗木貴臣［TRVA夜間救急動物医療センター］ 藤原亜紀［日獣大］



14 : 21 - 14 : 32 14 : 32 - 14 : 43 14 : 43 - 14 : 54

臨床研究発表（アワード候補演題）  5-11 座長：根本有希 臨床研究発表（アワード候補演題）  5-12 座長：鬼頭克也 臨床研究発表（アワード候補演題）  5-13 座長：鬼頭克也

犬の皮膚型リンパ腫の予後と 
組織学的分類に関する回顧的研究 猫におけるTAT測定の有用性の基礎的検討 AT活性の低下を伴う犬のDICに対する 

人AT濃縮製剤の臨床的有用性

東　一志［東大］ 福岡　玲［安田動物病院］ 林宝謙治［埼玉動物医療センター］

症例発表（アワード候補演題）  6-11 座長：富張瑞樹 症例発表（アワード候補演題）  6-12 座長：富張瑞樹

下垂体性副腎皮質機能亢進症と褐色細胞腫を併発
していた犬において造影超音波検査を実施した1例

造影超音波により副腎皮質の血流を評価した 
副腎皮質機能低下症の犬の１例

道下明日香［北海道大学附属動物病院］ 中島彩乃［北海道大学附属動物病院］

循環器　8-11 座長：田中　綾

Pre-capillary肺高血圧症犬では右室機能低
下および同期障害が起こる

森田智也［北大］

麻酔　9-11 座長：伊藤大介 麻酔　9-12 座長：伊藤大介

犬の麻酔濃度と相関する 
新規脳波指標の模索

麻酔下の犬のburst suppressionにおける 
冪分布

樋口千佳［酪農大］ 樋口千佳［酪農大］

肝・胆・膵　13-11 座長：杉山晶彦

プレドニゾロンが胆嚢の収縮率および 
胆汁組成に与える影響

永原拓朗［東大］

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 : 59 - 14 : 10 14 : 10 - 14 : 21

第 4 会場
5F：511＋512
（収容数 124名）

看護　4-09 座長：徳本一義・木村祐哉 看護　4-10 座長：徳本一義・木村祐哉

超音波診断装置による 
イヌのマッスルコンディションスコア評価の検証 生ゴミ・腐敗物を誤食した犬の22例

小泉亜希子［帝京科学大］ 小野　結［札幌夜間動物病院］

第 5 会場
4F：411＋412
（収容数 148名）

臨床研究発表（アワード候補演題）　5-09 座長：古家　優 臨床研究発表（アワード候補演題）　5-10 座長：根本有希

サブクリニカルな副腎皮質機能亢進症の犬の合併症と予後： 
典型例との比較検討

放射線治療を行ったイヌ鼻腔内癌腫における 
CT値を用いた予後予測

永田矩之［北大］ 佐藤圭輔［岐阜大］

第 6 会場
4F：413

（収容数 125名）

症例発表（アワード候補演題）　6-09 座長：大森啓太郎 症例発表（アワード候補演題）　6-10 座長：富張瑞樹

大腸血管拡張症の犬の2例 猫の気管リンパ腫４症例に関する臨床的・病理学的検討

藤田宏志［日本小動物医療センター］ 阪本恵美［東京大学附属動物医療センター］

第 7 会場
4F：414＋415
（収容数 150名）

感染症　7-09 座長：山﨑真大

茨城県つくば市におけるマダニおよび飼育犬のアナプラズマ症、 
ライム病、ヘモプラズマ症病原体の保有状況調査

福井祐一［こまち動物病院］

第 8 会場
4F：416＋417
（収容数 152名）

循環器　8-09 座長：菅野信之 循環器　8-10 座長：田中　綾

心雑音を認めない若齢のチワワにおける 
慢性房室弁疾患に関する調査

カルペリチド投与による肺水腫を呈した 
犬９症例の神経体液性因子の変化

小林春奈［麻布大］ 榎園昌之［狭山動物心臓病研究会］

第 9 会場
4F：418

（収容数 133名）

神経　9-09 座長：伊藤大介 神経　9-10 座長：伊藤大介

ローレンツプロットによる 
犬の自律神経活動評価の有効性の検証

電気生理学的検査によりポリニューロパチーが疑われた 
若齢ベンガル猫の1例

島村俊介［大阪府立大］ 長谷川裕基［KyotoAR獣医神経病センター］

第 10 会場
4F：419

（収容数 132名）

腎泌尿器　10-09 座長：星　史雄 腎泌尿器　10-10 座長：星　史雄

片側性多嚢胞性腎腫大を認めた若齢猫の1例 血液透析によって救命できた猫の尿石症の1例

若林　伸［日獣大］ 坪松若奈［小滝橋動物病院］

第 13 会場
3F：311＋312
（収容数 141名）

肝・胆・膵　13-09 座長：杉山晶彦 肝・胆・膵　13-10 座長：杉山晶彦

犬、猫の血清α–アミラーゼ活性と 
AMY2遺伝子のコピー数多型

犬の急性肝障害モデルに対する 
他家脂肪由来間葉系幹細胞の効果について

山村拓也［ヤマザキ学園大］ 手嶋隆洋［日獣大］

第 14 会場
3F：313＋314
（収容数 139名）

腫瘍　14-09 座長：内田直宏 腫瘍　14-10 座長：内田直宏

ヘリコバクター除菌療法により寛解に至った 
猫の胃B細胞性リンパ腫の1例

犬における脾臓由来およびリンパ節由来の濾胞辺縁帯リンパ腫の
臨床的特徴に関する比較検討

辻　誠［いしづか動物病院］ 鈴木佳奈子［東京大学附属動物医療センター］

第 15 会場
3F：315

（収容数 168名）

内科全般　15-09 座長：加納　塁

黒色真菌による巨大腹腔内肉芽腫が認められた猫の1例

入江充洋［四国動物医療センター］


