
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

2月17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

獣医臨床感染症研究会

日本小動物歯科研究会

讃岐みのり研究会

獣医神経病学会

中部小動物臨床研究会

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） 小動物臨床血液研究会（動物臨床医学会）〈JCVIM共催〉 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

日本獣医腎泌尿器学会

日本獣医エキゾチック動物学会

狂犬病臨床研究会

動物介在教育・療法学会

日本獣医内視鏡外科研究会

小動物ウイルス病研究会

日本獣医画像診断学会

日本獣医循環器学会

JSFM（ねこ医学会）

獣医コミュニケーション研究会（NDK）

動物医療発明研究会

日本動物リハビリテーション学会

露木勇三［サンリツセルコバ検査センター］ 木村祐哉［北里大］栗田吾郎［栗田動物病院］ 村田佳輝［むらた動物病院］

遠藤重厚［岩手医科大／盛岡友愛病院］

伊藤大介［日大］ 伊藤大介［日大］

小島健太郎［小島獣医院／あすなろ動物病院］

森下啓太郎［北大］ 瀬川和仁［相模原動物医療センター］ 高橋　雅［鹿児島大］

小山博美［ネオベッツVRセンター］

市居　修［北大］

加藤　郁［加藤どうぶつ病院］

西村亮平［東大］

湯木正史［湯木どうぶつ病院］

呰上大吾［日獣大］ 下田哲也［山陽動物医療センター］

矢吹　映［鹿児島大］

中田至郎［水前寺公園ペットクリニック］

敗血症を通して学んできたこと

免疫介在性溶血性貧血（IMHA）の診断
 再生性貧血の鑑別がきちんとできていますか？

これだけは知っておきたい 
血液凝固検査の基本

抗血栓薬の使い方と 
モニタリング

IMHA, IMTPに対する免疫抑制療法の実際
免疫抑制剤の臨床現場での使い方教えます

眼科の疾患と治療のPitfall
角膜潰瘍を点眼で治療する、あるいは手術前に行うべきこと

蛋白尿
〜糸球体の形態機能とその制御分子から〜

ウサギの画像診断・基礎

犬と猫における敗血症とエンドトキシンのエビデンス

基礎編 実践編

免疫介在性血小板減少症（IMTP）の診断　
血小板減少症の鑑別がきちんとできていますか？

犬と猫の蛋白尿
〜臨床病理、腎生検、そして治療へ〜

ウサギの画像診断・応用 基礎講習プログラム　神経学的検査

藤原亜紀［日獣大］

高橋　香［鹿児島大］

玉本隆司［酪農大］

末松正弘［AMC末松どうぶつ病院］

山岸建太郎［本郷どうぶつ病院］

齋藤弥代子［麻布大］

長谷川大輔［日獣大］

山岸浩之［狂犬病臨床研究会］

土田修一［日獣大］

江原郁也［ルカ動物医療センター］

宮沢孝幸［京大］

福田祥子［どうぶつの総合病院］

藤田道郎［日獣大］

小林哲也［日本小動物がんセンター］

網本昭輝［アミカペットクリニック］

塗木貴臣［TRVA夜間救急動物医療センター］

浅野和之［日大］

桃井康行［鹿児島大］

伊從慶太［Vet Derm Tokyo］ 関口麻衣子［アイデックス ラボラトリーズ］

藤井仁美［代官山動物病院］ 水越美奈［日獣大］

賀川由美子［ノースラボ］

網本昭輝［アミカペットクリニック］

藤田道郎［日獣大］

瀬戸口明日香［ベイサイドアニマルクリニック］

伊藤大介［日大］

河島則天［国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所］

山口  潤［希望の丘動物病院］
清水邦一［清水動物病院］・清水宏子［清水動物病院］ 岸上義弘［岸上獣医科病院］

松永　悟［日本動物高度医療センター］

福島隆治［農工大］

浅野和之［日大］

松井匠作［イオンペット］

兼島　孝［みずほ台動物病院／琉球動物医療センター］

矢吹　映［鹿児島大］

福島隆治［農工大］

佐藤雅彦［東大］

小山秀一［日獣大］

米澤智洋［東大］ 玉本隆司［酪農大］

城下幸仁［犬・猫の呼吸器科］

福島隆治［農工大］

髙島一昭［動物臨床医学研究所］

今井　泉［大阪府立大］

宮下ひろこ［HAAC-Education］

小嶋篤史［鳥と小動物の病院リトルバード］ 田向健一［田園調布動物病院］

藤澤由紀子［埼玉動物医療センター］

高橋　雅［鹿児島大］・藤原亜紀［日獣大］

猫に特異的な内科疾患2019
～これであなたも猫博士Part2～

歯科のヒヤリ・ハットとリカバリー

炎症マーカーをつかいこなせ

呼吸器疾患への治療
どこまで内科？どこから外科？

慢性化を防ぐ！ハンパない外耳炎治療

動画で見る ちょっと変わった神経疾患
～ぱっと見て神経疾患かどうか分かりにくい神経疾患のご紹介～

てんかん発作を起こす神経疾患のMRIと治療

インドにおける狂犬病の現状と対策

遺伝子が関与する身体の表現

100の“ギモン”を解決する胸腔鏡、 
腹腔鏡検査の成功のコツ教えます

腎不全に関連する猫の新興ウイルス感染症

検定試験講習会　腹部超音波診法1.2

日本獣医循環器学会  認定講習会
講座番号40　心エコー検査

皮下尿管バイパス（SUB）を含めた 
尿管疾患への対処法

猫の飼い主との診療会話分析 猫の飼い主の解釈モデル

アイデアで快適な経営
（会員の先生に聞いてみました）

岸上式、最近の発明、30件！ 
～自然の摂理に沿う治療法を求めて～

脊髄損傷後の歩行機能回復に向けた新しいビジョン 
～科学的知見をリハビリテーション臨床につなげる視点～

日本獣医循環器学会  認定講習会
講座番号41　ドプラ心エコー検査

猫の慢性腎臓病に対する薬物治療のパラダイムシフト
～ＲＡ系阻害薬／ベラプロストナトリウムを中心に～

発咳の鑑別

組織球と名のつく疾患を臨床と病理の側面から整理する！

乳歯と永久歯の交換時のトラブルの診断と治療

子宮・前立腺からの分離状況 前立腺膿瘍での感染症 子宮蓄膿症と敗血症

動物看護・みんなで考える

重症呼吸器患者の検査法

胆嚢粘液嚢腫 外科医の思考回路

知っておきたい薬の話、知らないと危ない薬の話

食事で劇的ビフォアアフター！ 
～見落としがちな栄養障害による皮膚病～ 皮膚生検　生検の方法と適応症例

猫の不適切な排泄行動に関する 
ガイドライン 高齢動物の問題行動

ガイドラインに基づいた歯周病の予防・治療の考え方

内視鏡ドライラボ

椎間板ヘルニア
手術すべき？それとも温存？

水頭症と脊髄空洞症
どこまで介入すべきか？

鳥類の皮膚疾患 爬虫類の皮膚疾患

元気なシニア犬でいるために　～リハビリテーションの視点から～

症例検討エンタメ！ 「ドクター H de R」

肝臓ケースカンファレンス

小林哲也［日本小動物がんセンター］・奥田　優［山口大］・上地正実［JASMINEどうぶつ循環器病センター］

華園　究［酪農大］

森下啓太郎［北大］

堀　達也［日獣大］

小林義崇［アニマルアイケア・東京動物眼科醫院］

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］・中川泰輔［東大］

浅野和之［日大］

富安博隆［東大］

太田充治［動物眼科センター］

血管肉腫の治療アプローチ

呼吸器疾患におけるステロイドの使用法・施設毎の報告

内分泌症例の画像診断

非再生性貧血の診断と治療

犬と猫の産科　 助産と帝王切開

副腎腫瘍への治療アプローチ

ミニチュアダックス特有の非再生性貧血

JCVIM ＆ AiCVIM合同シンポジウム
～内科医が斬る血管肉腫と血液凝固異常～

とことん呼吸器
呼吸器シンポジウム

1歳未満からの口腔衛生

情報は得るだけでなく発信しよう！一次診療からの効果的な論文作成のノウハウを教えます！！

展示会場

（事前の登録が必要です［別料金］）

院長に聞く！クレーム対応のコツ

血液疾患と呼吸器疾患の症例検討

意外に身近なファンコーニ症候群

ホルター心電図検査で何がわかる？

臨床医が知っておきたい
レプトスピラ症

抗不整脈薬の適応症例と処方例

多飲多尿への診断アプローチ 「なんとなく元気がない」

メンタルヘルスマネジメント

獣医師・看護師のためのクレームとメンタルヘルス対策

腎臓トピックス

外来診療における不整脈

一般内科で困った症例
～こんな主訴や併発疾患はどうするべきか～

日本獣医内分泌研究会

左向敏紀［日獣大］ 松木直章［まつき動物病院］

ホルモン検査

〜解剖とX線検査正常像〜 〜Ｘ線検査での疾患別異常像〜 Ⅳ 局所診断

①緑内障の分類と治療の原則
〜正しい治療は的確な診断から〜

②治療の実際
〜「すべきこと」と「してはいけないこと」〜

Ⅲ 脳神経検査、感覚

画像診断
甲状腺機能低下症・亢進症の診断を極める

猫の飼い主にどう応対するか

大田　寛［北大］

亘　敏広［日大］

大野耕一［東大］

大森啓太郎［農工大］

中島　亘［日本小動物医療センター］

浅川　翠［どうぶつの総合病院］

高橋雅弘［高橋ペットクリニック］ 田村恭一［日獣大］ 藤田　直［中山動物病院／富士フイルム］

観察の進歩

基礎疾患と危険因子から考える

〜周術期看護についてみんなで考える‼〜

最新の研究から紐解く犬のIBDの 
発症メカニズムIBD以外の慢性腸炎の病態解析

生検手技と解釈

臨床病理検査でのトリアージ

治療としてできること 基本編 アドバンス編

炎症性腸疾患の分子病態

とことん呼吸器 とことん呼吸器

消化管内視鏡でできること2019

胆嚢粘液嚢腫の舞台裏

消化管内視鏡でできること2019
細胞診アクティブラーニング

遠藤泰之［鹿児島大］ 伊從慶太［Vet Derm Tokyo］

本当にあったこんな感染症 それでいいのか！？ニキビダニ症
～イソオキサゾリン系駆虫薬を正しく活用せよ！～

［VNセミナー］
小田民美［日獣大］・佐々木涼太［みかん動物病院］・髙﨑麻理子［相川動物医療センター］・山口冴子［練馬動物医療センターホンド動物病院］

［VNセミナー］

緊急疾患 子宮蓄膿症・前立腺膿瘍を感染症から考える
～古くて新しい疾患の全頭救命を目指すにはどうしたらいいか？～

子宮蓄膿症という感染症

非再生性貧血を攻略する！

［獣医師・VN向け］

ジェネラリストが知っておくべき原発緑内障の治療

■ 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


