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

看護　4-03 座長：川添敏弘・佐野忠士 看護　4-04 座長：川添敏弘・佐野忠士

鹿児島大学動物病院で行っている無麻酔CT検査における保定法 動物看護師による血圧測定の推進

谷村明香里［鹿児島大学附属動物病院］ 一丸由里子［鹿児島大学附属動物病院］

骨　5-03 座長：本阿彌宗紀

若齢時のトイ・プードルの膝蓋骨脱臼罹患における遺伝的寄与

前田和宏［アニコム損害保険］

皮膚　6-03 座長：関口麻衣子

花粉飛散時期における室内飼育犬の被毛への花粉付着と除去の検討

白井秀治［東京アレルギー・呼吸器疾患研究所］

呼吸器　7-03 座長：中村健介

イヌ気管支軟化症における低酸素血症と原因の回顧的検討

原　洋平［日大］

腫瘍　8-03 座長：根本有希

頸部に発生した悪性末梢神経鞘腫に対して 
放射線治療を実施した犬の1例

茨木義弘［北里大学附属動物病院］

血液　9-03 座長：富田彬正

犬の原発性免疫介在性血小板減少症（pIMT）の回顧的研究

高村大地［北海道大学附属動物病院］

腎泌尿器　10-03 座長：原田和記

猫の慢性腎疾患に対する猫モルビリウイルス感染の 
影響についての調査

高垣伸吾［酪農大］

神経・行動　13-03 座長：西田英高 神経・行動　13-04 座長：西田英高

高Na血症を伴う全前脳胞症とステロイド反応性髄膜炎・ 
動脈炎の併発により複雑な臨床経過を呈したビーグルの1例 認知機能不全の犬の夜哭き症状がさらに進んだ時の対策について

平本　彰［四国動物医療センター］ 井本史夫［井本動物病院］

代謝・内分泌　14-03 座長：谷　浩行 代謝・内分泌　14-04 座長：谷　浩行

新たなモニタリング法としてトリロスタン投与前のコルチゾール測定と 
臨床症状スコアを利用した副腎皮質機能亢進症の犬の1例

3相ヘリカルCT検査によって分類できなかった 
犬の副腎腫瘤の考察

永田矩之［北大］ 水谷真也［宮崎大学農学部附属動物病院］

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 11 : 15 - 11 : 26 11 : 26 - 11 : 37

4
5F：511＋512
（収容数124 名）

看護　4-01 座長：佐野忠士・川添敏弘 看護　4-02 座長：佐野忠士・川添敏弘

夜間救急動物病院における 
トリアージシステム導入の効果検証

鹿児島大学共同獣医学部附属動物病院における 
夜間診療の実施状況

清水陽香［DVMsどうぶつ医療センター横浜］ 佐野あすか［鹿児島大学附属動物病院］

5
4F：411＋412
（収容数148 名）

骨　5-01 座長：本阿彌宗紀 骨　5-02 座長：本阿彌宗紀

ビタミンD依存性くる病が疑診された 
ボストンテリアの1例 犬の不妊手術が骨密度におよぼす影響

三重慧一郎［大阪府立大］ 酒井理沙子［グラース動物病院］

6
4F：413

（収容数125 名）

皮膚　6-01 座長：関口麻衣子 皮膚　6-02 座長：関口麻衣子

エックリン腺癌を疑う犬の一例 ステロイド治療により腺機能の回復がみられた 
シェーグレン症候群様疾患の犬の一例

井口愛子［岩手大］ 中川優希［農工大］

7
4F：414＋415
（収容数150 名）

呼吸器　7-01 座長：中村健介 呼吸器　7-02 座長：中村健介

発咳を主訴とする犬の呼吸器疾患に対する 
複合注射剤の臨床検討 犬の過敏性肺炎の2例

谷口哲也［兵庫ペット医療センター東灘病院］ 稲葉健一［相模が丘動物病院］

8
4F：416＋417
（収容数152 名）

腫瘍　8-01 座長：根本有希 腫瘍　8-02 座長：根本有希

髄膜腫の犬における放射線と 
ハイドレアの併用療法が与える影響の検討

犬の孤立性肺腺癌に対する少分割放射線治療の効果および 
忍容性についての検討

杉原思穂［日獣大］ 北島有華［岐阜大］

9
4F：418

（収容数133 名）

血液　9-01 座長：富田彬正 血液　9-02 座長：富田彬正

人用測定試薬を用いた犬のFDP測定に関する検討 セルトリ細胞腫による巨核球減少を疑う犬の1例

福岡　玲［安田動物病院］ 酒井秀夫［諫早ペットクリニック］

10
4F：419

（収容数132 名）

腎泌尿器　10-01 座長：原田和記 腎泌尿器　10-02 座長：原田和記

腎・泌尿器症状以外を主訴に来院した犬294頭の 
細菌性膀胱炎の罹患率の調査

細菌性膀胱炎を伴う犬49頭の腎臓超音波所見から 
細菌性腎盂腎炎についての検討

高柳美怜［日本小動物医療センター］ 戸島篤史［日本小動物医療センター］

12
4F：442

（収容数54 名）

13
3F：311＋312
（収容数141名）

神経・行動　13-01 座長：西田英高 神経・行動　13-02 座長：西田英高

GM2ガングリオシドーシス（サンドホフ病）の猫の1例 難治性てんかんを有しMRIで多小脳回と診断された 
若齢犬の一例

毛利　崇［もうり動物病院］ 大崎統雄［麻布大学附属動物病院］

14
3F：313＋314
（収容数139 名）

代謝・内分泌　14-01 座長：谷　浩行 代謝・内分泌　14-02 座長：谷　浩行

副腎皮質機能低下症を自然発症した猫の1例 副腎腫瘍に起因した原発性アルドステロン症の 
ネコに対して外科的摘出を行った2例

村上桃加［東京大学附属動物医療センター］ 周本剛大［琉球動物医療センター］



43

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

看護　4-07 座長：山下眞理子・呰上大吾 看護　4-08 座長：山下眞理子・呰上大吾

飼い主に対し褥瘡発生予測評価表を使用した一考察 周術期栄養管理に関する基礎的検討

佐伯香織［ダクタリ動物病院京都医療センター］ 内山心夢［酪農大］

研究アワード審査　5-07 座長：足立真実 研究アワード審査　5-08 座長：鳩谷晋吾

犬の膀胱移行上皮癌におけるHER2発現解析および 
HER2阻害剤の抗腫瘍効果の検討 Shear Wave Elastography（SWE）を用いた犬の肝硬度測定

酒居幸生［東大］ 田村昌大［北大］

症例アワード審査　6-07 座長：古家　優 症例アワード審査　6-08 座長：古家　優

E-Cadherin発現が認められた播種性組織球性肉腫の 
フラットコーテッド・レトリーバーの1例

尿中メタネフリン分画測定が診断の決め手となった 
副腎偶発腫の犬の2例

林宝謙治［埼玉動物医療センター］ 立花由莉加［北海道大学附属動物病院］

臨床研究アワード審査　7-07 座長：馬場健司 臨床研究アワード審査　7-08 座長：馬場健司

尿道移行上皮癌罹患犬の臨床挙動と転帰： 
膀胱移行上皮癌との症例対照研究 リンパ腫関連血球貪食症候群（LAHS）と診断した犬6例

吉川竜太郎［岐阜大］ 諏訪晃久［山陽動物医療センター］

栄養　8-07 座長：鳥巣至道 栄養　8-08 座長：鳥巣至道

犬の新奇食品由来物質による胆嚢運動性、 
およびコレシストキニンとの相関性の検討

高脂肪食負荷およびプレドニゾロン投与が胆嚢の運動性 
および胆汁組成に与える影響

山本集士［宮崎大］ 永原拓朗［東大］

循環器　9-07 座長：岩永朋子 循環器　9-08 座長：岩永朋子

犬の重度僧帽弁閉鎖不全症例における 
僧帽弁形成術前後の血中心筋トロポニンI濃度

エナラプリルの心筋保護作用の評価に用いたcTnIと 
病理組織学的評価の比較

安平佑正［茶屋ヶ坂動物病院］ 河口貴恵［東京農工大学動物医療センター］

消化器　10-07 座長：井口愛子 消化器　10-08 座長：近澤征史朗

胃の線虫寄生により慢性嘔吐を呈した猫の1例 GLP-1受容体作動薬投与が健常犬の消化管通過時間および 
インクレチンに与える影響

佐多美咲［鹿児島大］ 石王丸春佳［日獣大］

感染症　12-07 座長：長谷川篤彦 感染症　12-08 座長：長谷川篤彦

鹿児島県で発生した猫の重症熱性血小板減少症候群 犬に寄生するノミとマダニに対するアフォキソラネル製剤と 
サロラネル製剤の駆除効果：速効性と残効性の比較

松鵜　彩［鹿児島大］ 深瀬　徹［葛城生命科学研究所］

膵・肝臓　13-07 座長：丹羽昭博 膵・肝臓　13-08 座長：丹羽昭博

膵腺房細胞癌に伴う胆道閉塞により重度の黄疸を呈した猫の一例 犬の胆嚢粘液嚢腫における内分泌疾患と 
胆嚢破裂の関連に関する回顧的研究

竹内亜樹［東京農工大学動物医療センター］ 中薗祐紀子［東大］

代謝・内分泌　14-07 座長：米澤智洋 代謝・内分泌　14-08 座長：米澤智洋

猫の糖尿病性ケトアシドーシスにおける 
血中β-ヒドロキシ酪酸濃度測定の有用性についての検討 著しい脂質代謝異常に急性膵炎を併発した糖尿病の犬の一例

篠﨑達也［小山動物病院］ 末次文雄［マリアペットクリニック］

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 13 :15 - 13: 26 13 : 26 - 13 : 37

4
5F：511＋512
（収容数124 名）

看護　4-05 座長：呰上大吾・山下眞理子 看護　4-06 座長：呰上大吾・山下眞理子

内視鏡生検サンプル病理標本の質に影響する 
要因についての検索

犬の化学療法実施症例における自宅安静時と 
動物病院来院時の体温の比較

伊藤まなみ［日本小動物医療センター］ 吉川　舞［日本小動物医療センター］

5
4F：411＋412
（収容数148 名）

研究アワード審査　5-05 座長：足立真実 研究アワード審査　5-06 座長：足立真実

血中microRNA-133aの犬骨肉腫における 
腫瘍マーカーとしての有用性評価

イヌDLBCLにおけるゲノムワイドDNA 
メチル化パターンと予後との関連

池田凡子［農工大］ 久本真也［北大］

6
4F：413

（収容数125 名）

症例アワード審査　6-05 座長：日笠喜朗 症例アワード審査　6-06 座長：日笠喜朗

異所性上皮小体腫瘍による上皮小体機能亢進症の犬の1例 ポリテトラフルオロエチレン中毒の犬の1例

野矢みどり［宮崎大学附属動物病院］ 浜井　託［すえつぐ動物病院］

7
4F：414＋415
（収容数150 名）

臨床研究アワード審査　7-05 座長：藤原亜紀 臨床研究アワード審査　7-06 座長：藤原亜紀

X線CT検査により診断された
犬の先天性門脈体循環シャントの回顧的研究

猫の鼻腔内リンパ腫56症例における治療法と 
予後に関する回顧的研究

岡田憲幸［松波動物病院メディカルセンター］ 鈴木佳奈子［東京大学附属動物医療センター］

8
4F：416＋417
（収容数152 名）

栄養　8-05 座長：石岡克己 栄養　8-06 座長：石岡克己

ミトコンドリア活性をターゲットとした 
新規サプリメントの犬の肥満に対する効果の検証

イヌにおけるSIRT1のプロモーター領域の解析と 
発現増強物質の探索

陳田能央［鹿児島大］ 佐々木　海［鹿児島大］

9
4F：418

（収容数133 名）

循環器　9-05 座長：福島隆治 循環器　9-06 座長：福島隆治

ウェアラブルセンサーを用いた 
家庭犬の心拍変動解析の有効性の検証

Left atrial longitudinal strain analysis obtained via  
two-dimensional speckle tracking echocardiography  

in dogs; repeatability and normal values
島村俊介［大阪府立大］ Angkhana Dermlim［北大］

10
4F：419

（収容数132 名）

消化器　10-05 座長：井口愛子 消化器　10-06 座長：井口愛子

犬の巨大食道症の予後に関する回顧的研究 犬と猫に寄生するコクシジウムに対するエモデプシドと 
トルトラズリルを有効成分とする経口液剤の駆除効果

土井彬宏［東京大学附属動物医療センター］ 中村有加里［葛城生命科学研究所］

12
4F：442

（収容数54 名）

感染症　12-05 座長：長谷川篤彦 感染症　12-06 座長：長谷川篤彦

前頭洞内アスペルギルス症に対して外科切除 
および抗真菌薬の経口投与を行った犬の1例 Inonotus属真菌による全身性深在性真菌症の犬の一例

村上昭弘［葉山どうぶつ病院］ 古澤　悠［鹿児島大学共同獣医部附属動物病院］

13
3F：311＋312
（収容数141名）

膵・肝臓　13-05 座長：森下啓太郎 膵・肝臓　13-06 座長：森下啓太郎

肝内動脈門脈瘻の猫の一例 リンパ球浸潤を伴ったDuctal Plate Malformationと 
診断した猫の1例

岡　美沙樹［ベイサイドアニマルクリニック］ 大門祐太［DVMsどうぶつ医療センター横浜］

14
3F：313＋314
（収容数139 名）

代謝・内分泌　14-05 座長：森　昭博 代謝・内分泌　14-06 座長：森　昭博

ラット糖尿病モデルに対する酪酸菌液の効果 自然発生糖尿病ハムスターに対して 
酪酸菌液が奏功した1例

原早紀子［農工大］ 島田香寿美［農工大］



65

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

4
5F：511＋512
（収容数124 名）

看護　4-09 座長：佐々木伸雄・山下眞理子 看護　4-10 座長：佐々木伸雄・山下眞理子

安全な麻酔管理のために動物看護師ができること 手術後の犬の痛みの評価についての多面的検討

阪口亜沙美［江別白樺通りアニマルクリニック］ 遠藤咲絵［酪農大］

5
4F：411＋412
（収容数148 名）

研究アワード審査　5-09 座長：鳩谷晋吾 研究アワード審査　5-10 座長：大森啓太郎

犬における持続的糖モニタリング装置を用いた 
血糖管理の基礎的検討

イヌにおけるワクチン接種後の 
アレルギー副反応に関する疫学調査

熊野水希［酪農大］ 伊藤雅人［麻布大］

6
4F：413

（収容数125 名）

症例アワード審査　6-09 座長：古家　優 症例アワード審査　6-10 座長：古家　優

銅関連性肝障害が疑われた若齢猫の1例 脾摘後に判明した高齢の 
先天性門脈体循環シャントの犬の1例

小島麻里［東京大学附属動物医療センター］ 則竹容子［千村どうぶつ病院］

7
4F：414＋415
（収容数150 名）

臨床研究アワード審査　7-09 座長：馬場健司 臨床研究アワード審査　7-10 座長：青木卓磨

炎症性腸疾患に対して糞便微生物移植を行った 
イヌにおける臨床状態と腸内細菌叢の変化

慢性僧帽弁疾患犬において右室strainによる 
右心室機能評価は優れた予後指標となり得るか

新名彩加［日獣大］ 森田智也［北大］

8
4F：416＋417
（収容数152 名）

栄養　8-09 座長：竹内　崇 栄養　8-10 座長：竹内　崇

犬の特発性てんかんにおける血中及び 
脳脊髄液中微量元素濃度の検討

ヘスペリジン・ナリルチン・α-GPCの投与により 
症状緩和を認めた認知機能不全の犬の1例

笹岡一慶［北大］ 大石麻里子［井本動物病院］

9
4F：418

（収容数133 名）

循環器　9-09 座長：菅野信之 循環器　9-10 座長：菅野信之

拡張型心筋症のミニチュア・ダックスフントの2例 E波の増高を伴わない心原性肺水腫を呈した犬の1例

鈴木珠未［DVMsどうぶつ医療センター横浜］ 酒井洋平［東京農工大学動物医療センター］

10
4F：419

（収容数132 名）

消化器　10-09 座長：近澤征史朗 消化器　10-10 座長：田村恭一

代謝性アルカローシスの所見が 
腸閉塞の診断に繋がった犬の2例 重度消化管出血を呈した十二指腸カルチノイドの猫の一例

落合幸介［DVMsどうぶつ医療センター横浜］ 金谷亜美［東京農工大学動物医療センター］

12
4F：442

（収容数54名）

感染症　12-09 座長：松鵜　彩 感染症　12-10 座長：松鵜　彩

コアワクチン抗体保有検査における 
外部検査機関の抗体価と院内検査キットの比較

院内検査キットを用いた犬アデノウイルス・犬パルボウイルス・ 
ジステンパーウイルスに対する免疫持続期間の評価

福井祐一［こまち動物病院］ 福田有華里［安田獣医科医院］

13
3F：311＋312
（収容数141名）

膵・肝臓　13-09 座長：丹羽昭博 腫瘍　13-10 座長：内田直宏

Risk factors for hepatocellular carcinoma in dogs: 
 a retrospective case-control study 血球貪食症候群に肝臓LGLリンパ腫が発生した犬の1例

Rommaneeya Leela-arporn［北大］ 秋吉亮人［AKIYOSHI ANIMAL CLINIC］

14
3F：313＋314
（収容数139 名）

代謝・内分泌　14-09 座長：米澤智洋 代謝・内分泌　14-10 座長：米澤智洋

糖尿病猫におけるInsulin degludecの有用性について FreeStyleリブレproを使ってみた。

大門歩実［日獣大］ 室谷直義［むろや動物病院］

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

研究アワード審査　5-11 座長：大森啓太郎 研究アワード審査　5-12 座長：大森啓太郎

ミニチュア・ダックスフンドの炎症性結直腸ポリープにおける 
制御性T細胞の動態に関する検討 犬の胆嚢粘膜上皮におけるムチン（MUC）遺伝子の発現解析

小西啓介［酪農大］ 辻　可奈子［山口大］

症例アワード審査　6-11 座長：根尾櫻子 症例アワード審査　6-12 座長：根尾櫻子

術前検査で第Ⅺ因子の活性低下を認めた猫の2例 蜂刺傷により横紋筋融解症・凝固障害を呈した1症例

徳山智信［埼玉動物医療センター］ 小崎功太郎［TRVA夜間救急医療センター］

臨床研究アワード審査　7-11 座長：鬼頭克也 臨床研究アワード審査　7-12 座長：鬼頭克也

FDPとD-dimerの乖離とROTEMを用いた 
犬の線溶亢進型DICの診断

6種類の検査項目に基づいた犬における 
新たなDIC診断基準確立の試み

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］

栄養　8-11 座長：金子泰之 栄養　8-12 座長：金子泰之

消化酵素剤および乳酸菌製剤が健康な家庭犬の 
糞便マイクロバイオームに与える影響の検討 発酵玄米サプリメント給与が犬の腸内細菌叢に及ぼす影響調査

小林優衣［日獣大］ 守谷友来［酪農大］

循環器　9-11 座長：菅野信之

アドレナリン持続点滴が心原性肺水腫の 
救急管理に有用であった犬の1例

小島一輝［北海道大学附属動物病院］

消化器　10-11 座長：田村恭一

ジャックラッセルテリアにおける消化管腺癌の臨床的特徴と予後

大参亜紀［東京大学附属動物医療センター］

感染症　12-11 座長：松鵜　彩

犬用ワクチチェックによる猫パルボウイルスワクチンに対する 
血中IgG検出の有用性の評価

高橋　圭［安田獣医科医院］

腫瘍　13-11 座長：内田直宏 腫瘍　13-12 座長：内田直宏

肝臓の形質細胞腫瘍の犬の1例 ドキソルビン/シタラビン療法で治療した 
急性骨髄性白血病の犬の6例

接待創太［DVMsどうぶつ医療センター横浜］ 松山　新［University of Guelph］

代謝・内分泌　14-11 座長：華園　究 代謝・内分泌　14-12 座長：華園　究

小型・中型犬における正常甲状腺および甲状腺疾患時のCT値と 
体積を評価した基礎研究 犬の上皮小体腺腫の1例とホルモン濃度測定の検討

松波登記臣［松波動物病院メディカルセンター］ 末野和瑚［鹿児島大］


