
会場 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

1
5F：501

（収容数330名）

2
5F：502

（収容数326名）

3
5F:503

（収容数448名）

4
5F：511＋512
（収容数124名）

5
4F：411＋412
（収容数148名）

6
4F：413

（収容数125名）

7
4F：414＋415
（収容数150名）

8
4F：416＋417
（収容数152名）

9
4F：418

（収容数133名）

10
4F：419

（収容数132名）

11
4F：421

（収容数54名）

12
4F：422

（収容数54名）

13
3F：311＋312
（収容数141名）

14
3F：313＋314
（収容数139名）

15
3F：315

（収容数168名）

展示会場

2月18日（日） ※敬称略、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／Timetable

日本獣医循環器学会

獣医コミュニケーション研究会（NDK） 動物介在教育・療法学会

獣医神経病学会

日本獣医腎泌尿器学会

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）〈JCVIM共催〉

比較眼科学会 

小動物臨床血液研究会（動物臨床医学会）〈JCVIM共催〉

日本獣医皮膚科学会

小動物臨床血液研究会（動物臨床医学会）

日本獣医内分泌研究会

日本ペット栄養学会 日仏獣医学会

エキゾチックペット研究会

讃岐みのり研究会

Japanese Society of Feline Medicine （ねこ医学会）

日本獣医画像診断学会

動物医療発明研究会

町田　登［農工大］

今井　泉［大阪府立大］ 松井匠作［日獣大大学院］ 堀北哲也［日大］ 青木博史［日獣大］

秋吉秀保［大阪府立大］

田村恭一［日獣大］ 山田章雄［東大］

内田和幸［東大］

蒔田浩平［酪農大］ 前田　健［山口大］杉浦勝明［東大］

左向敏紀［日獣大］・澤田治美［日獣大］・原　康［日獣大］

村上麻美［岐阜大］

水野拓也［山口大］

市川美佳［日本動物高度医療センター］

富安博隆［東大］

臼井玲子［犬猫耳の病院］

呰上大吾［日獣大］

山下　真［ファーブル動物病院］

森下啓太郎［北大］

伊從慶太［Vet Derm Tokyo］ 今井昭宏［どうぶつの総合病院］ 西藤公司［農工大］

下田哲也［山陽動物医療センター］高橋　雅［鹿児島大］ 呰上大吾［日獣大］・高橋　雅［鹿児島大］・丸山治彦［日大］

松本浩毅［日獣大］

加藤　郁［加藤どうぶつ病院］

田中　綾［農工大］

岡田かおり［アニマルクリニック らぶ］

久末正晴［麻布大］

古瀬充宏［九大］

中田至郎［水前寺公園ペットクリニック］

講座34　犬と猫の心筋症（総論）

飼い主の意思決定を支援する 動物感染症分野からみた 
介在動物の衛生管理

シスプラチンと
アドリアマイシンによる腎障害

獣医領域におけるがん免疫抑制
機構に関する最新知見

〜飼い主中心の意思決定支援〜 〜どう意思決定するか、 
誰が意思決定するか〜〜よりよい意思決定のための情報とは〜

from bench to bedsideを
目指して我々ができること

狂犬病をめぐる最近の状況： 
特に清浄国における狂犬病対策

下垂体・副腎疾患の病理像

数理モデルによる 
わが国への狂犬病 

侵入時の拡散リスク
One Healthからみた

狂犬病：野生動物を知る
日本への 

狂犬病侵入リスク

副腎皮質機能亢進症治療、内科治療、 
外科治療、放射線治療とゴール（ディベート）

チロシンキナーゼ阻害剤による 
腎障害 腫瘍溶解症候群

化学療法耐性予測モデルの探索

ビデオオトスコープによる
耳炎の治療（1）

血液塗抹標本から最大限の情報を引き出す
形態観察（白血球編）

眼科疾患の診断と治療のPitfall

up-date ヘプシジンの発見で変わった 
腎性貧血のメカニズム

皮膚生検総論 〜手技を中心に〜　 症例解説セミナー1 症例解説セミナー2（皮膚生検症例）

細血管障害性溶血性貧血ってなに?血小板が少ない!  鑑別診断は？ 治療は？ 顕微鏡ライブディスカッション
免疫介在性の貧血　 〜診断から治療まで徹底討論〜

動物のサプリメントを考える

ウサギ生殖器の解剖学と雄性生殖器疾患

講座35　犬の心筋症（各論）

ビデオオトスコープによる
耳炎の治療（2）

猫の非再性貧血 
〜診断と治療の極意教えます〜　

ペットにサプリメントは必要か？

ウサギ生殖器の生理学と雌性生殖器疾患

福島隆治［農工大］

藤原亜紀［日獣大］

岸本海織［農工大］

西藤公司［農工大］

西飯直仁［岐阜大］

加納　塁［日大］

荒田明香［東大］

坂井　学［日大］

杉浦勝明［東大］

辻本　元［東大］

國頭英夫［日本赤十字医療センター］

藤田道郎［日獣大］

永富　丈［アトム動物病院］ 山口　潤［希望の丘どうぶつ病院］

網本昭輝［アミカペットクリニック］

森　昭博［日獣大］ 森　昭博［日獣大］

齋藤弥代子［麻布大］

網本昭輝［アミカペットクリニック］

桃井康行［鹿児島大］

三輪恭嗣［みわエキゾチック動物病院］ 三輪恭嗣［みわエキゾチック動物病院］

齋藤弥代子［麻布大］

賀川由美子［ノースラボ］・小林哲也［日本小動物がんセンター］
戸島篤史［日本小動物医療センター］・平田雅彦［アイデックスラボラトリーズ］

坂井　学［日大］・賀川由美子［ノースラボ］・金本英之［DVMsどうぶつ医療センター横浜］

小山秀一［日獣大］

坂根　弘［ブルーバッファロー・ジャパン］

瀬戸口明日香［ベイサイドアニマルクリニック］

小林義崇［アニマルアイケア・東京動物眼科醫院］ 滝山直昭［日大］

滝口満喜［北大］

山谷吉樹［日大］

福島隆治［農工大］

塗木貴臣［TRVA夜間救急動物医療センター］

坂井　学［日大］

伊從慶太［Vet Derm Tokyo］

堀　泰智［酪農大］

西田英高［岐阜大］ 中川貴之［東大］

西田英高［岐阜大］ 田村恭一［日獣大］

入交眞巳［日本ヒルズ・コルゲート］ 入交眞巳［日本ヒルズ・コルゲート］

山崎淳平［北大］

小林哲也［日本小動物がんセンター］

藤田道郎［日獣大］・中村健介［宮崎大］・藤原亜紀［日獣大］

今井　泉［大阪府立大］

血圧測定と降圧剤の適応

猫に特異的な内科疾患 
〜これであなたも猫博士〜

見逃してはいけないX線所見

感染症だけじゃない 〜犬猫の中耳疾患〜

低血糖の鑑別診断と治療

真菌症の診断と治療

イヌとネコの認知症

品種特異的疾患シリーズ：肝疾患

各国（特にフランスおよび英国）における 
獣医師数とわが国の現状

PCRクローン性検査を臨床に生かすには

國頭英夫医師が語る第二弾 
死にゆく人と、どう話すか

CT、MRI診断法

小さなアイデア・快適診療・効率アップ 小動物診療における 
ポータブルPOCT機器の応用

犬の口腔内腫瘤の診断

神経学的検査　Ⅰ シグナルメント、観察

口腔鼻腔瘻の診断と治療

診断にたどり着く！ 院外検査の活用法

ハリネズミの皮膚疾患 モルモットの皮膚疾患

ここに気をつけよう
犬と猫の糖尿病診断

神経学的検査　Ⅱ 姿勢反応、脊髄反射

腫瘍だと思ったのに…  腫瘍性疾患に見える非腫瘍性疾患 2018

肝臓ケースカンファレンス

聴診の心得

中高齢の猫に与えるフードについて考える

ドライラボ消化管内視鏡

「連携力」を鍛える 
〜眼科専門医を使いこなすために〜

内分泌疾患のエコー検査

気管支肺胞洗浄法の適否を再考する

腎泌尿器疾患のエコー検査

呼吸器超音波をやってみよう

猫の膵炎と三臓器炎
〜見落とさない、見間違わないための知識〜

STOP! 皮膚感染症蔓延 
〜薬剤耐性菌と皮膚糸状菌への 

院内対策 最新版〜

心疾患マーカー 
〜診療での利用と問題点〜

リハビリテーションマスター 
〜神経疾患の理学療法について〜 外科手術とドレッシング

脳脊髄液の採取の方法と診断への利用 骨髄検査の方法と解釈

猫のトイレ失敗：問題行動なのか？ 怒れる動物の診療

エピジェネティクス 
〜臨床応用の新たな可能性〜

犬のリンパ腫の治療アップデート 2018
〜気がついたら浦島太郎になってしまっている方へ （ダイジェスト版）〜

呼吸器ケースカンファレンス

動物看護師の抱えるグリーフケア 
事例をもとに共に考えましょう

金子泰之［宮崎大］

金本英之［DVMsどうぶつ医療センター横浜］

井手香織［農工大］

鈴木亮平［府中ウィリアムどうぶつ病院］

坪井誠也［東大］

高橋雅弘［高橋ペットクリニック］ 中村篤史［TRVA夜間救急動物医療センター］

樹下真弥［東京猫医療センター］・佐藤由美子［マーブル動物病院］ 
栗岡大士［動物総合病院ユニベッツ福岡］・小田民美［日獣大］・佐々木涼太［みかん動物病院］

鳥巣至道［宮崎大］

兼島　孝［みずほ台動物病院］ 稲富正治［川崎幸クリニック］中森あづさ［日本小動物医療センター］

五十嵐寛高［麻布大］

鳥巣至道［宮崎大］

伊藤哲郎［麻布大］

望月庸平［DVMｓどうぶつ医療センター横浜］

前田真吾［東大］

腸炎・蛋白漏出性腸症の
食事管理

診断としての胆嚢穿刺

〜低蛋白血症〜

心臓のねじれが心機能に及ぼす影響

〜細胞診・BRAFを含めた膀胱腫瘍の診断〜

消化管内異物の診断と内視鏡下異物の除去例 異物誤飲の現状と対処法
（自然排泄から麻酔処置まで） 失敗から学ぶ外科対応の判断と周術期管理

未然に防ぐために 人医療における
クレーム対応の実際クレームへどのように対応するか

慢性消化器疾患に対する
ステロイドの始め方切り方

治療としての胆嚢穿刺：外科的減黄術

〜高蛋白血症〜

心臓非同期の評価法と重症度判定

〜内科療法の現状と未来〜

難治性の腸疾患に挑む

胆嚢、刺してます？

血清蛋白の異常

心エコーアドバンス

膀胱腫瘍の最前線

内視鏡シンポジウム：消化器疾患のエマージェンシー

診療トラブルをどうする！？

抗がん剤による腎障害のパネルディスカッション

認定医講習会

副腎皮質機能亢進症の今 〜内科治療、外科治療、放射線治療とゴール〜 

臨床研究最前線 〜ここまで進んでいる！ 症例への還元を目指して〜 日本における狂犬病対策を考える

日本獣医皮膚科学会生涯教育セミナー　皮膚生検を見直す

獣医神経病学会 基礎講習プログラム

（事前の登録が必要です［別料金］）

みんなで考えるシリーズ 〜猫にやさしい動物看護〜
［VNセミナー］

［VNセミナー］ ［VNセミナー］

［獣医師・VN向け］

［VNセミナー］ ［VNセミナー］

企業展示 ※12：00より、展示ブースにて軽食をご用意しております。
■ 参加登録：2Fロビー　8：30〜16：00　■ クローク：2F（211＋212）　8：30〜18：00
※ 共催団体代表者会議 12：15〜13：00

※
代
表
者
会
議

糖尿病性ケトアシドーシスの治療


