
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23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

小動物呼吸器疾患研究グループ（SARS）〈JCVIM共催〉 日本比較臨床医学会

JSFM（ねこ医学会）

日本動物リハビリテーション学会

日本獣医エキゾチック動物学会

猫感染症研究会

日本獣医皮膚科学会

獣医臨床感染症研究会・小動物ウイルス病研究会

日本獣医動物行動研究会〈JCVIM共催〉

日本獣医臨床病理学会

獣医コミュニケーション研究会（NDK）

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〉

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）

比較眼科学会

日本獣医腎泌尿器学会

狂犬病臨床研究会

動物循環器病学会

獣医臨床感染症研究会・小動物ウイルス病研究会

日本獣医動物行動研究会〈JCVIM共催〉

日本獣医内分泌研究会

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）

日本獣医がん学会

獣医神経病学会

日本獣医循環器学会

動物医療発明研究会

臼井玲子［犬猫耳の病院］

中村篤史［TRVA夜間救急動物医療センター］
塗木貴臣［TRVA夜間救急動物医療センター］

福井えみ子［宇都宮大］

宮川優一［日獣大］伊藤寿朗［アイリス動物病院］

遠藤泰之［鹿児島大］ 前田　健［国立感染症研究所］松鵜　彩［鹿児島大］ 奥山寛子［宮崎県 小動物臨床］

星野友哉［どうぶつの総合病院］

栗田吾郎［栗田動物病院］

武内ゆかり［東大］

矢吹　映［鹿児島大］ 平田雅彦［アイデックス ラボラトリーズ］

根尾櫻子［麻布大］

矢野　淳［次郎丸動物病院］

長谷川大輔［日獣大］

末吉茂雄［女子栄養大］

渡邊力生［梅花女子大 / 大阪ECO動物海洋専門学校］

齋藤弥代子［麻布大］

内田和幸［東大］

辻田裕規［どうぶつ眼科専門クリニック］

三輪恭嗣［みわエキゾチック動物病院 / 東大］

森　啓太［犬と猫の皮膚科］

村田佳輝［むらた動物病院 / 農工大］

入交眞巳［どうぶつの総合病院］

島崎洋太郎［農工大］

高橋　雅［鹿児島大］

耳治療の最前線

緊急症例におけるSAA測定の有用性

イヌにおける耳炎関連遺伝子の探索

先天性止血異常症の診断と治療

慢性腎臓病と腸内細菌叢
～尿毒症の治療管理の将来展望～

神経再生とリハビリテーションによる歩行機能再獲得の可能性

犬のリンパ腫up-date

眼科疾患のピットフォール
～眼科エマージェンシーで失敗しないために～

ウサギの皮膚疾患：解剖生理と検査

SFTS
～発症動物から人への感染リスク～

猫のSFTSの臨床像① 
～それは突然やってくる～

猫のSFTSの臨床像② 
～突然の事態に備えるための基礎的情報～ SFTS感染を経験して

犬の深在性膿皮症　病態と治療管理

抗菌薬

臨床行動学再認識　～できることから始めよう～

臨床現場における尿沈渣の細胞診 泌尿器系の細胞診

小動物臨床領域における臨床検査
（CBC）の精度管理調査トライアル

獣医療における困り事とその解決法

診断編

1. 総論（腫瘍の進展と画像診断） 2. 各論（胸腔内腫瘍の画像診断）

治療編
ACVECC 抗血栓薬のガイドライン

（CURATIVE）

脳脊髄液検査

ヒトにおける臨床検査の標準化・共有化

獣医療におけるメンタルヘルスケア

ウサギの皮膚疾患

治療の幅を広げるステロイド外用薬の使用法

抗真菌薬の使い方

動物病院に連れてこられない、を解決する方法

抗ウイルス薬

臨床現場でストレスや
問題行動の芽を発見する方法

カルシウム異常値の
出る仕組み

難解な高Ca血症・低Ca
血症を読み解く

犬と猫の落葉状天疱瘡：
科学的根拠と経験則に基づいた治療戦略

治療のいらないリンパ腫？　緩徐進行型リンパ腫
治療のいらないリンパ腫？　緩徐進行型リンパ腫

症例検討

藤田　淳［日本小動物医療センター］
小田民美［日獣大］・佐々木涼太［みかん動物病院］

梅原直美［緑の森動物病院］・保戸田亜以［苅谷動物病院グループ市川総合病院］

金園晨一［どうぶつの総合病院］

末松正弘［AMC末松どうぶつ病院 / 鹿児島大学］

都築圭子［東大］

杉山和寿［狂犬病臨床研究会］

髙野裕史［JASMINEどうぶつ循環器病センター］

高野友美［北里大］

藤井仁美［ベックジャパン動物病院グループ 代官山動物病院 / 自由が丘動物医療センター］

西飯直仁［岐阜大］ 桃井康行［東大］ 松木直章［まつき動物病院］

近江俊徳［日獣大］

酒井秀夫
［諫早ペットクリニック］

橋本砂輝
［砂輝動物病院］

浅野　舞
［山陽動物医療センター］

齋藤弥代子［麻布大］

金園晨一［どうぶつの総合病院］

亘　敏広［日大］

吉川和幸［酪農大/北海道動物運動器病院］

高橋　香［鹿児島大］

佐藤雅彦［東大］

長谷川大輔［日獣大］

中島　亘［日本小動物医療センター］

横井慎一［泉南動物病院］

木﨑皓太［LIVES / 荻窪桃井どうぶつ病院 / 杉並どうぶつ循環器クリニック］・佐野洋樹［Massey University］

西飯直仁［岐阜大］

瀬戸口明日香［JASMINEどうぶつ循環器病センター］

大野耕一［東大］・中村篤史［TRVA夜間救急動物医療センター］・他

林　　慶［Cornell University］

山口　潤［希望の丘どうぶつ病院］ 岸上義弘［岸上獣医科病院］

町田　登［農工大］

高橋　雅［鹿児島大］

坂井　学［日大］

松木直章［まつき動物病院］

田中　綾［農工大］

佐々木涼太［みかん動物病院］ 高柳美怜［日本小動物医療センター］

坂井　学［日大］

丸山治彦［日大］

賀川由美子［ノースラボ］・廉澤　剛［酪農学園大学］
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］

創傷観察のポイントとドレッシング
みんなで考える看護シリーズ

猫の神経疾患を知る！

喉頭麻痺と喉頭虚脱はどう違うの？

眼の症状で来院する全身性疾患
～なぜ眼に出るのか？眼に出た時はどんな状態？～

狂騒型及び麻痺型犬狂犬病における
臨床症状の推移について

僧帽弁閉鎖不全症ステージB2を見極める
～変わる診断と治療～

盲導犬、その適性に関係する遺伝子

講座番号34　犬と猫の心筋症（総論）

アイデアでものづくり補助金［実践編］ ワクワクする、発明するための
「ツボとコツ」

講座番号35　犬の心筋症脊髄疾患編

内視鏡検査で何がわかる何ができるか？

実践！シニア犬のリハビリテーション　～その子らしい生き方を最期まで～

ここからはじめる！歯科治療の基本とつまずきやすい落とし穴

実際の症例

脳疾患編

消化管内視鏡検査の生検で何がわかるか？

結果にコミットする犬と猫の減量

術前検査で心臓に異常を発見!!
あなたの評価と戦略は？

～循環器医と麻酔医からのsuggestion～

ユウサイロイドシック症候群

消化管内視鏡ドライラボ

症例検討エンタメ！「ドクターG&Eリターンズ」

神経疾患・運動器疾患のリハビリテーション

難治性てんかん患者に対する新しい治療の試み

併発疾患
～どこで困った、何が困った？～

（１. ベーシック､ ２. アドバンス）

褥瘡を防止する褥瘡の治療 動物病院で実施すべき輸液管理
～安全な入院生活を目指して～

本邦における犬の慢性肝炎の現状

猫の乳腺癌
～乳がんで苦しむ猫をゼロにするために～

横山　望［北大］ 高橋雅弘［高橋ペットクリニック］

戸島篤史［日本小動物医療センター］

加藤久美子［くみ動物病院］

河島則天［国立障害者リハビリテーションセンター研究所］

加藤久美子［くみ動物病院］

見逃さない！消化管の感染症 見逃さない！消化管異物へのアプローチ

胸部の画像診断アドバンス
X線と呼吸器超音波検査

音から考える呼吸疾患の鑑別

ウサギの皮膚の特徴と疾患

“猫の病気”としてのSFTS：臨床の現場からの警告

日本獣医皮膚科学会生涯教育セミナー

感染症治療薬の基礎と臨床

動物と飼い主のストレスを軽減するために　～臨床行動学の実践～

感染症治療薬の基礎と臨床

動物と飼い主のストレスを軽減するために  ～臨床行動学の実践～

カルシウム異常値への挑戦

尿沈渣の細胞診

獣医臨床検査の標準化・共有化：現状とこれから

臨床心理士な獣医さんからみた獣医療

ACVIMコンセンサスガイドラインからおさえるIMHA

腫瘍の画像診断

日本獣医循環器学会認定医講習会

基礎講習プログラム

日本獣医皮膚科学会生涯教育セミナー

展示会場

（事前の登録が必要です［別料金］）

犬の慢性肝炎

糖尿病

ACVIMコンセンサス

あえて極論で語る

宮下ひろこ［アシスト・ヒューマンリレーションズ］

佐野忠士［酪農大］

折戸謙介［麻布大］ 伊藤裕行［苅谷動物病院グループ市川総合病院］

石岡克己［日獣大］

中川泰輔［東大］

水野拓也［山口大］

小野　晋［スカイベッツ］ 小野　晋［スカイベッツ］

玉本隆司［酪農大］・五十嵐寛高［麻布大］

金本英之［DVMsどうぶつ医療センター横浜］

森下啓太郎［北大］

小林沙織［岩手大］ 手島健次［日大］

牧田明美［Pet Wellness 明賢Corp］

廉澤　剛［酪農大］

疼痛管理の基本

よく分かる治療薬の作用機序と3剤の比較 基礎編 臨床編治療薬の選択と治療の実際
～実際の症例をもとに～

なぜ必要か？ 内視鏡検査後の洗浄・消毒

犬の肝酵素上昇：これって肝疾患？ 猫の肝酵素上昇の診断アプローチ 血液ガス分析の測定と評価腎臓病と腎機能評価
～血中クレアチニン値だけで評価していませんか～

ベテランこそ！アンガーコントロール若手スタッフへ！ 
動物病院での気持ちのコントロール術

膀胱腫瘍の外科手術：
どこまでとるのか？とれるのか？

動物病院での気持ちのコントロール

What's your diagnosis?

内視鏡シンポジウム

学び直しシリーズ

ネコの慢性腎臓病の薬物療法
～ACEI, ARB, ベラプロスト～ エキゾチックの眼科

内視鏡シンポジウム

学び直しシリーズ 学び直しシリーズ

あえて極論で語る

［VNセミナー］ ［VNセミナー］

［獣医師・VN］

［VNセミナー］
［VNセミナー］ ［VNセミナー］

PTHの検査値を
どう読むのか？

［獣医師・VN］

小山秀一［日獣大］ 大菅辰幸［北大］

聴診のきほん 心電図を読む

学び直しシリーズ

～看護管理でのヒヤリハット～

※
代
表
者
会
議

■ 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

●学会参加者で希望者の方には採血によるSFTS感染検査を行います（国立感染症研究所）
15：00～15：45　4F：423


