
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

1
5F：501

呼吸器
1-01 座長：高木　哲［麻布大］ 呼吸器

1-02 座長：高木　哲［麻布大］

犬の鼻腔疾患における診断アルゴリズムの作成 猫の鼻腔疾患における診断アルゴリズムの作成

中澤優太［日獣大］ 小島龍成［日獣大 / ミズノ動物クリニック］

4
5F：511＋512

5
4F：411＋412

疫学
5-01 座長：井口愛子［鳥取大］ 皮膚

5-02 座長：井口愛子［鳥取大］

犬の飼い主による犬糸状虫症予防薬の適切な投与を阻害するリスク要因の抽出 
－愛媛県におけるアンケート調査からの考察－

猫に寄生するミミヒゼンダニに対するセラメクチンの滴下投与剤と 
イミダクロプリド＋モキシデクチンの滴下投与剤の駆除効果

増田未実［岡山理科大］ 中村有加里［葛城生命科学研究所］

6
4F：413

7
4F：414＋415

消化器
7-01 座長：中川泰輔［東大］ 消化器

7-02 座長：中川泰輔［東大］

消化管内視鏡下での摘出を行った小腸内異物の犬4症例 犬の腸管型リンパ腫と
慢性腸炎の超音波検査所見の違いに関する検討

森田　肇［日本小動物医療センター］ 森田　肇［日本小動物医療センター］

8
4F：416＋417

腫瘍
8-01 座長：田川道人［帯広畜産大］ 腫瘍

8-02 座長：田川道人［帯広畜産大］

ゴールデンレトリバーにおける
がん予防フードの二重盲検無作為化予備試験

トセラニブが奏功した
ミニチュア・ダックスフンドの直腸腺癌の1例

丸尾幸嗣［ヤマザキ動物看護大］ 森田大地［日本大学動物病院］

9
4F：418

栄養
9-01 座長：大森啓太郎［農工大］ 栄養

9-02 座長：大森啓太郎［農工大］

ドッグフードの都市伝説を検証する
〜熱湯でふやかすと栄養組成が変わる？ 高齢犬に対する高齢犬食の給与による腸内細菌叢の変化

辻本綾子［アフロ動物病院］ 五十嵐寛高［麻布大 / 酪農大］

10
4F：419

疫学
10-01 座長：長谷川篤彦［東大］ 行動

10-02 座長：長谷川篤彦［東大］

東京大学動物医療センターにおける犬9,803例の疾病調査
（2013–2018年） 行動診療科における遠隔診療の課題と有用性

坪井誠也［東大］ 鵜海敦士［ぎふ動物行動クリニック］

12
4F：422

腫瘍
12-01 座長：横山　望［北大］ 腫瘍

12-02 座長：横山　望［北大］

全身多臓器に血管病変が多発し急速な病態進行を呈した
青色ゴムまり様母斑症候群様疾患を疑う犬の一例 脾臓悪性腫瘍疑いの試験開腹中に初めて膿性腹水を認めた犬の1例

木村真優［岩手大］ 小山田友大［東京農工大学動物医療センター］

13
3F：311＋312

外科
13-01 座長：西村亮平［東大］ 感染症

13-02 座長：遠藤泰之［鹿児島大］

3Dギプスを用いて非観血的治療を行った橈骨尺骨骨折の犬の25例 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7年間の抗体の推移

唐津健輔［いしじま動物病院］ 安田英巳［安田獣医科医院］

14
3F：313＋314

免疫
14-01 座長：伊賀瀬雅也［山口大］ 免疫

14-02 座長：伊賀瀬雅也［山口大］

脾臓腫瘤摘出により多発性関節炎の寛解と緩和を認めた犬の1例 頚長筋における化膿性肉芽腫性筋炎と診断された犬の1例

石川恭平［ふるはし動物病院］ 井上賀之［宮崎大］

11 : 37 -11 : 48 11 : 48 - 11: 59
呼吸器
1-03 座長：新坊弦也［北大］ 呼吸器

1-04 座長：新坊弦也［北大］

非典型的な画像所見を示す慢性鼻炎・副鼻腔炎の猫における 
調査と典型例との比較

副腎皮質機能亢進症の治療により消失した喉頭蓋後傾に伴う 
睡眠時無呼吸症候群の犬の1例

中嶋眞弓［日獣大 / ピジョン動物愛護病院わらび院］ 和田正太［宮崎大学動物病院］

皮膚
5-03 座長：西藤公司［農工大］ 皮膚

5-04 座長：西藤公司［農工大］

同居猫2頭で同時期に発生したボーエン様表皮内癌 腫瘍随伴性脱毛が疑われた猫の2症例

原田佳保［パル動物病院］ 八重樫里菜［酪農大］

消化器
7-03 座長：中川泰輔［東大］

蛋白漏出性腸症を伴う低分化型消化器型リンパ腫の犬における
ブデソニド使用の一例

金谷亜美［東京農工大学動物医療センター］

腫瘍
8-03 座長：田川道人［帯広畜産大］

犬の内蔵型肥満細胞腫にリン酸トセラニブを使用した1例

藤川真美子［アテナ動物病院］

栄養
9-03 座長：大森啓太郎［農工大］

LipoTESTとコレステロール合成・吸収マーカーを用いた
高脂血症の犬に対する食事の影響の検討

河津充伸［王子ペットクリニック］

行動
10-03 座長：小林沙織［岩手大］ 行動

10-04 座長：小林沙織［岩手大］

イヌの認知機能不全症候群に対するフェルラ酸の作用 猫が好むトイレ用砂（猫砂）およびトイレ容器の大きさに関する検討

久世明香［麻布大］ 井上悠美［ライオン商事株式会社］

腹腔疾患
12-03 座長：西村亮平［東大］ 腹腔疾患

12-04 座長：西村亮平［東大］

長期予後が得られた被嚢性腹膜硬化症の犬の1例 腹腔内出血が認められたフェレット10症例の回顧的研究

植田浩之［パル動物病院］ 武山　航［クウ動物病院］

感染症
13-03 座長：遠藤泰之［鹿児島大］ 感染症

13-04 座長：遠藤泰之［鹿児島大］

Babesia gibsoniにおける蛍光色素を用いた薬剤感受性試験 MUTIAN®または既存の治療を行った猫伝染性腹膜炎（FIP）30例の報告

佐藤　良［岩手大］ 佐々木雄祐［さくらペットクリニック］

感染症
14-03 座長：高橋　香［鹿児島大］ 歯科

14-04 座長：高橋　香［鹿児島大］

内科療法で良好な経過を得た肺膿瘍の猫の一例 診断・治療に苦慮した犬の潰瘍性歯周口内炎の1例

西　玲央［東大 / 東京大学附属動物医療センター］ 與名本　輝［日本動物医療センター］



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

1
5F：501

4
5F：511＋512

症例アワード審査
4-05 座長：高橋朋子［日大］ 症例アワード審査

4-06 座長：村上麻美［岐阜大］

犬の大動脈小体腫瘍に対する三次元原体放射線治療 IGF-Ⅱ抗体を用いて免疫組織化学染色を実施した 
Non-islet cell tumor hypoglycemiaの犬3例

前田　淳［岐阜大］ 工藤綾乃［埼玉動物医療センター］

5
4F：411＋412

臨床研究アワード審査
5-05 座長：高橋　雅［鹿児島大］ 臨床研究アワード審査

5-06 座長：高橋　雅［鹿児島大］

非再生性貧血のミニチュア・ダックスフンド11例に対する 
脾臓摘出術の治療成績 リバーロキサバンの投与を行った血栓症の犬23例の回顧的検討

菅原芽伊［北大］ 福岡　玲［東京大学附属動物医療センター］

6
4F：413

研究アワード審査
6-05 座長：富安博隆［東大］ 研究アワード審査

6-06 座長：富安博隆［東大］

Apoptosis Inhibitor of Macrophage（AIM）の 
一塩基多型が犬の組織球性肉腫に与える影響 演題取下げ

内田萌菜［東大］

7
4F：414＋415

腫瘍
7-05 座長：谷川慶一［酪農大］ 腫瘍

7-06 座長：谷川慶一［酪農大］

ネコの乳腺腺癌に対する樹状細胞を用いた
免疫細胞療法の報告

犬猫の悪性腫瘍に対して行った、
γδT細胞によるがん免疫療法について

吉岩香織［東京動物医療センター］ 南　直秀［東京動物医療センター］

8
4F：416＋417

血液
8-05 座長：森下啓太郎［北大］ 血液

8-06 座長：森下啓太郎［北大］

ステージⅣ皮膚肥満細胞腫にPIMAを併発した犬の1例 骨髄Bリンパ球増加症にPIMAを併発した猫の1例

秋吉亮人［AKIYOSHI ANIMAL CLINIC / 麻布大］ 秋吉亮人［AKIYOSHI ANIMAL CLINIC / 麻布大］

9
4F：418

腎泌尿器
9-05 座長：前田真吾［東大］ 腎泌尿器

9-06 座長：前田真吾［東大］

犬慢性腎臓病における血液生化学検査結果と
血中尿毒症物質濃度の相関性 犬移行上皮癌症例における血漿中BRAF遺伝子変異の検出

東　和生［鳥取大］ 田川道人［帯広畜産大学動物医療センター］

10
4F：419

代謝・内分泌
10-05 座長：伊藤大介［日大］ 神経

10-06 座長：伊藤大介［日大］

ミニチュアシュナウザーの特発性高中性脂肪血症に対する
5-アミノレブリン酸の脂質代謝改善効果 ドコサヘキサエン酸を投与した特発性てんかんの犬の5例

原田和記［鳥取大］ 米澤智洋［東大］

12
4F：422

13
3F：311＋312

看護
13-05

座長：小田民美［日獣大］・
　　　山下眞理子［シモゾノ学園］

看護
13-06

座長：小田民美［日獣大］・
　　　山下眞理子［シモゾノ学園］

イヌ腫瘍症例における全身麻酔下での体温低下と
覚醒遅延に関する検討 歯科処置時の体位変更に伴う体温低下の比較

山𥔎　葉［大阪府立大学附属獣医臨床センター］ 谷𥔎ゆり［鹿児島大学共同獣医学部附属動物病院］

14
3F：313＋314

循環器
14-05 座長：森田智也［岩手大］ 循環器

14-06 座長：森田智也［岩手大］

ウェアラブルデバイスを用いた僧帽弁閉鎖不全犬の
自律神経活動に関する検討 日本における犬僧帽弁閉鎖不全症の疫学調査

木村太一［加古川動物病院 / 大阪府立大］ 前田和宏［日本獣医生命科学大学付属動物医療センター］

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

症例アワード審査
4-07 座長：村上麻美［岐阜大］ 症例アワード審査

4-08 座長：松鵜　彩［鹿児島大］

High-grade B細胞リンパ腫の長期治療中に 
T細胞リンパ腫を続発した犬の1例

細胞診でリンパ腫が疑われた 
重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の猫の1例

溝口広樹［山口大］ 入江充洋［四国動物医療センター］

臨床研究アワード審査
5-07 座長：高橋　雅［鹿児島大］ 臨床研究アワード審査

5-08 座長：坂井　学［日大］

蛋白喪失性腸症の犬における治療に伴う凝固系パラメーターの変化 国内の犬における食事反応性腸症および 
炎症性腸疾患の臨床的特徴に関する回顧的研究

永原拓朗［東大］ 古川林太郎［農工大 / 動物先端医療センター・AdAM］

研究アワード審査
6-07 座長：三浦直樹［鹿児島大］ 研究アワード審査

6-08 座長：大菅辰幸［北大］

イヌの悪性黒色腫自然発症例に認められた広範なDNA脱メチル化 拘束型心筋症罹患猫におけるスペックルトラッキング法による
右室心筋機能解析

石𥔎禎太［北大］ 湯地勇之輔［日獣大 / ガーデン動物病院］

腫瘍
7-07 座長：谷川慶一［酪農大］ 腫瘍

7-08 座長：内田直宏［岩手大］

犬リンパ系腫瘍におけるオルサラジンの 
DNAメチル化阻害作用ならびに抗腫瘍効果

脾臓摘出術およびL-アスパラギナーゼ連続投与を実施した
肝脾T細胞リンパ腫の犬の一例

伊藤　智［麻布大］ 山内優樹［相模原どうぶつ医療センター］

血液
8-07 座長：森下啓太郎［北大］ 血液

8-08 座長：久末正晴［麻布大］

ワクチン接種後に免疫介在性溶血性貧血を発症した
3ヵ月齢の仔犬の1例 血液浄化療法を実施した難治性自己免疫性溶血性貧血の犬の2例

西森大洋［木村どうぶつ病院 / 高知大］ 川崎るい［動物救急センター練馬］

消化器
9-07 座長：高木　哲［麻布大］ 腫瘍

9-08 座長：高木　哲［麻布大］

腹腔内に由来不明の大型膿瘍を認めた幼齢犬の一例 子宮の脂肪平滑筋腫の犬の1例

齋藤（森本）望美［相模原どうぶつ医療センター］ 坂本容詩江［北海道大学附属動物病院］

神経
10-07 座長：笹岡一慶［北大］ 神経

10-08 座長：笹岡一慶［北大］

術後重積発作に対する集中管理が奏功した
先天性門脈体循環シャントの犬1例

イヌ間葉系幹細胞を用いた神経細胞分化誘導の評価系構築 
〜標準診療の推進に向けて〜

小島一輝［北大］ 石井隆雅［アニコム先進医療研究所株式会社］

看護
13-07

座長：小田民美［日獣大］・
　　　山下眞理子［シモゾノ学園］

看護
13-08

座長：小田民美［日獣大］・
　　　山下眞理子［シモゾノ学園］

術前栄養給与に関するアンケート調査報告 犬の尿中細菌における薬剤耐性に関する調査

内山心夢［酪農大］ 森井　満［酪農大］

循環器
14-07 座長：森田智也［岩手大］ 循環器

14-08 座長：水野壮司［東大/JASMINEどうぶつ循環器病センター］

左房内血栓を疑診した急性肺水腫を呈した僧帽弁閉鎖不全症の一例 閉塞性肥大型心筋症の猫に対する
アテノロール投与における活動量の変化について

牛尾俊之［小滝橋動物病院グループ / 麻布大学付属動物病院］ 宇治正憲［麻布大学附属動物病院］



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 13 : 59 - 14 : 10 14 : 10 - 14 : 21

1
5F：501

4
5F：511＋512

症例アワード審査
4-09 座長：松鵜　彩［鹿児島大］ 症例アワード審査

4-10 座長：西飯直仁［岐阜大］

結核と診断し抗菌薬による
多剤併用療法を実施した犬の1例

抗犬糸状虫抗体検査が有用であった
重度肺高血圧症の犬の1例

岩岡寿美子［東京大学附属動物医療センター］ 南野　葵［宮崎大］

5
4F：411＋412

臨床研究アワード審査
5-09 座長：坂井　学［日大］ 臨床研究アワード審査

5-10 座長：桃井康行［東大］

臨床徴候を伴わないv-LIP高値を示す犬の膵炎再発リスクに関する
回顧的研究

犬の口腔内悪性メラノーマの肺転移に対する 
フィロコキシブの有効性の検索

中田美央［安田動物病院］ 村越　湧［岐阜大］

6
4F：413

研究アワード審査
6-09 座長：佐藤雅彦［東大］ 研究アワード審査

6-10 座長：佐藤雅彦［東大］

慢性腎臓病のイヌにおける
血清線維芽細胞増殖因子-23濃度の検討

小型野生哺乳動物における人獣共通感染症
Anaplasma phagocytophilumの感染調査

宮川寛済［日獣大］ 福井祐一［こまち動物病院 / 岐阜大］

7
4F：414＋415

腫瘍
7-09 座長：内田直宏［岩手大］ 腫瘍

7-10 座長：内田直宏［岩手大］

ミニュチュア・ダックスフンドのリンパ腫の臨床的特徴 T-zoneリンパ腫と診断した犬10例における臨床的特徴

林宝謙治［埼玉動物医療センター］ 神田拓野［山陽動物医療センター］

8
4F：416＋417

血液
8-09 座長：久末正晴［麻布大］ 血液

8-10 座長：久末正晴［麻布大］

犬の全血輸血における副反応発生頻度および
その危険因子に関する検討 鎮静下採血における献血ドナーの合併症の検討

谷　章禎［東大］ 仙波惠張［日本動物医療センター］

9
4F：418

膵・肝臓
9-09 座長：高木　哲［麻布大］ 膵・肝臓

9-10 座長：田村　悠［麻布大］

犬におけるMagnetic Resonance Cholangiopancreatography
（MRCP）による胆道系の評価

猫膵特異的リパーゼと超音波検査にて診断した
猫の膵炎の予後指標の検討

藤原玲奈［東京大学附属動物医療センター］ 草野幸貴［苅谷動物病院グループ］

10
4F：419

神経
10-09 座長：笹岡一慶［北大］ 代謝・内分泌

10-10 座長：茂木朋貴［東大］

後天性重症筋無力症の猫における治療法の検討 犬の低レニン性選択的低アルドステロン症の1例

小川修平［動物病院 京都］ 杉田明子［ユウ動物病院］

12
4F：422

13
3F：311＋312

看護
13-09 座長：関　瀬利［日獣大］・小沼　守［千葉科学大］ 看護

13-10 座長：関　瀬利［日獣大］・小沼　守［千葉科学大］

大学附属動物病院における環境中の細菌汚染に関する調査 鹿児島大学附属動物病院における献血ドナーの現状

石塚ひかる［酪農大］ 古市汐美［鹿児島大学共同獣医学部附属動物病院］

14
3F：313＋314

循環器
14-09 座長：水野壮司［東大/JASMINEどうぶつ循環器病センター］ 循環器

14-10 座長：水野壮司［東大/JASMINEどうぶつ循環器病センター］

ピモベンダンの高用量投与により、うっ血性心不全の改善と
長期生存が得られた心筋症の猫の1例

重積発作後の心筋障害に対して
ピモベンダン投与が奏功した犬の1例

鈴木由依［東京動物医療センター］ 安部貴之［札幌夜間動物病院］

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

症例アワード審査
4-11 座長：西飯直仁［岐阜大］ 症例アワード審査

4-12 座長：西飯直仁［岐阜大］

小腸の重度拡張を認めた慢性偽性腸閉塞に対し 
回盲部切除を実施した犬の1例 ビタミンD依存性くる病2型と診断した猫の1例

武者　栞［東京大学附属動物医療センター］ 長濱麻子［まつき動物病院］

臨床研究アワード審査
5-11 座長：桃井康行［東大］ 臨床研究アワード審査

5-12 座長：桃井康行［東大］

心肺蘇生を実施した犬、猫における肋骨骨折と気胸についての調査 柴犬における唸りや咬みを伴う尾追い行動の特徴及び関連要因の解析

戸村慎太郎［日本小動物医療センター］ 山田良子［東大］

研究アワード審査
6-11 座長：伊藤大介［日大］ 研究アワード審査

6-12 座長：伊藤大介［日大］

無鎮静・無麻酔下脳波検査によるてんかん罹患犬の発作頻度と
てんかん性異常波の出現頻度に関する検討 CTを用いた犬の骨格筋量評価方法の検討

平嶋洵也［麻布大］ 長尾乙磨［東大］

腫瘍
7-11 座長：大参亜紀［東大］ 腫瘍

7-12 座長：大参亜紀［東大］

クロラムブシルによる治療が奏功した鼻腔内リンパ腫の猫の一例 貧血と血小板減少症を伴う脾臓に発生した組織球性肉腫の犬の一例

馬場敬志［東京農工大学動物医療センター］ 宮𥔎謙二郎［東京農工大学農学部附属動物医療センター］

血液
8-11 座長：山崎淳平［北大］ 血液

8-12 座長：山崎淳平［北大］

犬における全リンパ照射を用いた
骨髄非破壊同種造血幹細胞移植法の確立

ポメラニアン犬で見つかったNADHメトヘモグロビン還元酵素欠損症
原因タンパク質I194L-b5Rの解析

金　尚昊［北大］ 山𥔎弥生［岩手大］

膵・肝臓
9-11 座長：田村　悠［麻布大］ 膵・肝臓

9-12 座長：田村　悠［麻布大］

採血後の血液保存温度および時間の
犬血漿アンモニア値に対する影響 原発性上皮小体機能亢進症に続発した膵炎を疑った犬の1例

鍋嶋健太郎［東京大学附属動物医療センター］ 大門祐太［DVMsどうぶつ医療センター横浜］

代謝・内分泌
10-11 座長：茂木朋貴［東大］ 代謝・内分泌

10-12 座長：茂木朋貴［東大］

先天性下垂体性矮小症と診断したトイ・プードルの1例 甲状腺機能亢進症を伴なうTSH産生性下垂体巨大腺腫の猫の一例

後藤　瞬［相模原プリモ動物医療センター第2病院］ 加藤真理［麻布大学附属動物病院］

看護
13-11 座長：関　瀬利［日獣大］・小沼　守［千葉科学大］ 看護

13-12 座長：関　瀬利［日獣大］・小沼　守［千葉科学大］

犬の左心房破裂に関する回顧的検討 
〜看護学観点からみた、腫瘍性心タンポナーデとの比較〜 当院におけるRECOVERガイドラインの導入に関する考察

三村志保［DVMsどうぶつ医療センター横浜］ 宇佐美泉［まさき動物病院］

救急
14-11 座長：新実誠矢［麻布大］ 救急

14-12 座長：新実誠矢［麻布大］

イブプロフェンを大量誤食したイヌに脂肪乳剤の静脈内投与および
血液透析を実施した1例

救急獣医療における院内cTnI測定と院内TAT測定による
早期の病態区別の重要性

坪松若奈［小滝橋動物病院グループ］ 西尾里志［動物救急センター練馬］


