
日本獣医内科学アカデミー（JCVIM）
症例検討・研究発表

■ 症例アワード審査

アワード協賛：株式会社ファームプレス

Anaplasma platys感染症による血小板減少症を認めた犬の1例
座長：西藤公司［東京農工大学］

宮澤昌嵩［東京大学附属動物医療センター］ 

後天性ファンコーニ症候群を疑う犬における近位尿細管傷害の尿中肝臓型脂肪酸結合タンパク質を用いた評価
座長：田村昌大［酪農学園大学］

那須智美［岐阜大学］ 

膵・胆管合流異常に伴う先天性胆道拡張症が疑われた猫の1症例
座長：田村昌大［酪農学園大学］

藤本晋輔［大津動物クリニック / 宮崎大学附属動物病院］ 

点滴胆管造影CT検査で胆汁漏出部位を特定できたBilomaの犬の1例
座長：笹岡一慶［北海道大学］

長谷川寧 ［々酪農学園大学附属動物医療センター］ 

抗利尿ホルモン不適切分泌症候群を呈した犬6症例の特徴
座長：笹岡一慶［北海道大学］

島野翔太朗［東京大学］ 

二次性多血症を伴うアイゼンメンジャー症候群を呈した心室中隔欠損症の犬の2例
座長：青木卓磨［麻布大学］

山藤あかり［東京大学附属動物医療センター］ 

犬の高悪性度T細胞リンパ腫の寛解導入療法としてプロカルバジンを用いた成績
座長：呰上大吾［東京農工大学］

多田勇太［東京農工大学］ 

長期的にコントロール可能であったガストリノーマの犬の3例
座長：呰上大吾［東京農工大学］

角田　健［東京大学附属動物医療センター］ 

■ 臨床研究アワード審査

アワード協賛：ゾエティス・ジャパン株式会社

大顆粒リンパ球性リンパ腫の猫に対するニムスチンの有効性および安全性
座長：金井一享［北里大学］

三宅　史［東京大学附属動物医療センター］ 

犬の骨転移病変に対する疼痛緩和を目的とした放射線治療の有用性の検討
座長：山﨑裕毅［酪農学園大学］

熊崎茉友［岐阜大学］ 

犬の原発性副腎腫瘍に対する放射線治療の有効性および安全性の検討
座長：山﨑裕毅［酪農学園大学］

中津央貴［岐阜大学附属動物病院］ 



犬のクッシング症候群に対する非侵襲的で高精度な診断法を目指した尿中ステロイドホルモンの網羅的測定
座長：茂木朋貴［東京大学］

澤村飛龍［北海道大学］ 

シロスタゾールにより治療した徐脈性不整脈の犬59例の回顧的研究
座長：森田智也［岩手大学］

松村悠里［東京農工大学動物医療センター］ 

後毛細血管性肺高血圧症罹患犬における高用量ベラプロストナトリウムの臨床的有用性の検討
座長：森田智也［岩手大学］

湯地勇之輔［日本獣医生命科学大学］ 

犬の尿路上皮癌における尿沈渣細胞診の有用性の検討
座長：大森啓太郎［東京農工大学］

河畠　杏［千葉シーサイド動物病院 / 東京大学附属動物医療センター］ 

細菌性尿路感染症における起炎菌の分類および抗菌薬治療に伴う薬剤耐性菌出現頻度の回顧的解析
座長：大森啓太郎［東京農工大学］

宮澤昌嵩［東京大学附属動物医療センター］ 

■ 研究アワード審査

アワード協賛：文永堂出版株式会社

イヌの悪性黒色腫におけるTransforming�Growth�Factor-βのオートクリンシグナル伝達とその機能解析
座長：山﨑淳平［北海道大学］

中村友紀［大阪府立大学］ 

イヌ正常膀胱オルガノイド培養モデルの確立
座長：米澤智洋［東京大学］

山本　晴［東京農工大学 / エアデックmini株式会社］ 

猫の多発性嚢胞腎における大規模疫学調査と新規遺伝子多型の探索
座長：市居　修［北海道大学］

野々垣彩香［東京大学］ 

細菌性膀胱炎の猫における尿中脂質代謝物プロファイル
座長：市居　修［北海道大学］

篠崎達也［小山動物病院 / 東京大学］ 

国内初の猫ヘパドナウイルス感染症例の報告と国内の猫における疫学調査
座長：遠藤泰之［鹿児島大学］

阪本晴香［東京大学］ 

ドッグフードの都市伝説を検証する�～原材料に表記のないアレルゲンの混入はあるのか？（缶詰編）
座長：山﨑真大［岩手大学］

辻本綾子［アフロ動物病院］ 

■ 消化器
腸間膜腫瘤を形成したT�cell�rich�B�cell�リンパ腫の猫の1例

福岡　玲［東京大学附属動物医療センター］ 

腫瘤形成せずに全身性転移を認めた回盲部腺癌の犬の一例
齋藤（森本）望美［相模原どうぶつ医療センター］ 
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長期的にコントロール可能であったガストリノーマの犬の3例
角田　健［東京大学附属動物医療センター］ 

ジャックラッセルテリアの消化管ポリポーシスにおける家系内伝播の証明ならびにその臨床病態
米地若菜［奈良動物二次診療クリニック / 岐阜大学］ 

■ 栄養
ドッグフードの都市伝説を検証する�～原材料に表記のないアレルゲンの混入はあるのか？（缶詰編）

辻本綾子［アフロ動物病院］ 

■ 肝胆膵
膵・胆管合流異常に伴う先天性胆道拡張症が疑われた猫の1症例

藤本晋輔［大津動物クリニック / 宮崎大学附属動物病院］ 

猫の膵外分泌腺癌の2例
入江雄亮［日本大学動物病院］ 

点滴胆管造影CT検査で胆汁漏出部位を特定できたBilomaの犬の1例
長谷川寧 ［々酪農学園大学附属動物医療センター］ 

■ 腫瘍
腸間膜腫瘤を形成したT�cell�rich�B�cell�リンパ腫の猫の1例

福岡　玲［東京大学附属動物医療センター］ 

皮疹の再発により膵腺癌転移が発見された腫瘍随伴性脱毛症の猫の1例
成田朋恵［辻堂犬猫病院］ 

リン酸トセラニブとフィロコキシブの併用により部分寛解した鼻腔内肉腫の犬の1例
長田大翔［東京農工大学附属動物医療センター］ 

犬の高悪性度T細胞リンパ腫の寛解導入療法としてプロカルバジンを用いた成績
多田勇太［東京農工大学］ 

腫瘤形成せずに全身性転移を認めた回盲部腺癌の犬の一例
齋藤（森本）望美［相模原どうぶつ医療センター］ 

直腸に発生した末梢神経鞘腫瘍の猫の1例
金　尚昊［北海道大学］ 

猫の膵外分泌腺癌の2例
入江雄亮［日本大学動物病院］ 

長期的にコントロール可能であったガストリノーマの犬の3例
角田　健［東京大学附属動物医療センター］ 

膵外分泌腺癌の犬2例における造影CT検査所見
塩澤　仁［日本大学動物病院］ 

イヌの腹膜リンパ腫症の1例
浅倉大輝［DVMsどうぶつ医療センター横浜］ 

腎間質性細胞腫瘍による二次性多血症が認められた犬の1例
松田康良［東京農工大学動物医療センター］ 
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犬の骨転移病変に対する疼痛緩和を目的とした放射線治療の有用性の検討
熊崎茉友［岐阜大学］ 

大顆粒リンパ球性リンパ腫の猫に対するニムスチンの有効性および安全性
三宅　史［東京大学附属動物医療センター］ 

ジャックラッセルテリアの消化管ポリポーシスにおける家系内伝播の証明ならびにその臨床病態
米地若菜［奈良動物二次診療クリニック / 岐阜大学］ 

犬の原発性副腎腫瘍に対する放射線治療の有効性および安全性の検討
中津央貴［岐阜大学附属動物病院］ 

犬リンパ腫における血漿cell-free�DNA濃度の測定およびクローン性解析への応用
上林聡之［山口大学］ 

犬の肺原発性組織球性肉腫に対する放射線療法および化学療法の併用治療における治療効果についての検討
大澤加奈子［岐阜大学］ 

犬の尿路上皮癌における尿沈渣細胞診の有用性の検討
河畠　杏［千葉シーサイド動物病院 / 東京大学附属動物医療センター］ 

全脊髄放射線照射の忍容性と有用性の検討
木戸崚太［岐阜大学］ 

猫の気管腫瘍に関する回顧的調査
金本英之［DVMsどうぶつ医療センター横浜］ 

イヌの悪性黒色腫におけるTransforming�Growth�Factor-βのオートクリンシグナル伝達とその機能解析
中村友紀［大阪府立大学］ 

イヌ正常膀胱オルガノイド培養モデルの確立
山本　晴［東京農工大学 / エアデックmini株式会社］ 

■ 循環器
二次性多血症を伴うアイゼンメンジャー症候群を呈した心室中隔欠損症の犬の2例

山藤あかり［東京大学附属動物医療センター］ 

粥状動脈硬化症により心筋梗塞を発症した犬の1例
宮西恭平［山口大学］ 

急性腎障害で心拡大を併発した猫の4例
宮川明子［日本獣医生命科学大学］ 

シロスタゾールにより治療した徐脈性不整脈の犬59例の回顧的研究
松村悠里［東京農工大学動物医療センター］ 

心原性肺水腫と診断し内科的治療を実施した猫の短期生命予後と血液ガス検査結果の比較検討
谷　章禎［TRVA夜間救急動物医療センター］ 

後毛細血管性肺高血圧症罹患犬における高用量ベラプロストナトリウムの臨床的有用性の検討
湯地勇之輔［日本獣医生命科学大学］ 

茶屋ヶ坂動物病院における犬の僧帽弁形成術の生存率に関する検討
伊藤健太郎［茶屋ヶ坂動物病院］ 

血清NT-ProANP濃度は1年後の心雑音の発生を予測する
川上侑記［北海道大学動物医療センター］ 
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陽圧換気を要した心原性肺水腫の犬19例の回顧的研究
大重春菜［ダクタリ動物病院 東京医療センター］ 

呼吸器疾患に続発した肺高血圧症罹患犬における心機能解析
湯地勇之輔［日本獣医生命科学大学］ 

■ 腎・泌尿器
急性腎障害で心拡大を併発した猫の4例

宮川明子［日本獣医生命科学大学］ 

後天性ファンコーニ症候群を疑う犬における近位尿細管傷害の尿中肝臓型脂肪酸結合タンパク質を用いた評価
那須智美［岐阜大学］ 

犬の尿路上皮癌における尿沈渣細胞診の有用性の検討
河畠　杏［千葉シーサイド動物病院 / 東京大学附属動物医療センター］ 

細菌性尿路感染症における起炎菌の分類および抗菌薬治療に伴う薬剤耐性菌出現頻度の回顧的解析
宮澤昌嵩［東京大学附属動物医療センター］ 

猫の多発性嚢胞腎における大規模疫学調査と新規遺伝子多型の探索
野々垣彩香［東京大学］ 

細菌性膀胱炎の猫における尿中脂質代謝物プロファイル
篠崎達也［小山動物病院 / 東京大学］ 

イヌ正常膀胱オルガノイド培養モデルの確立
山本　晴［東京農工大学 / エアデックmini株式会社］ 

■ 呼吸器
縦隔気腫を発症した関節リウマチに伴う間質性肺疾患（RA-ILD）と診断した犬の1例

谷口哲也［兵庫ペット医療センター 東灘病院］ 

後天性気管支閉鎖症と診断した犬の1例
濵田　興［岐阜大学附属動物病院］ 

リン酸トセラニブとフィロコキシブの併用により部分寛解した鼻腔内肉腫の犬の1例
長田大翔［東京農工大学附属動物医療センター］ 

猫の鼻腔・鼻咽頭内疾患における診断アルゴリズムの作成
猪野雅俊［日本獣医生命科学大学］ 

呼吸器徴候を主訴に来院した猫540頭の回顧的研究（2003年～2020年）
小島龍成［日本獣医生命科学大学］ 

陽圧換気を要した心原性肺水腫の犬19例の回顧的研究
大重春菜［ダクタリ動物病院 東京医療センター］ 

呼吸器疾患に続発した肺高血圧症罹患犬における心機能解析
湯地勇之輔［日本獣医生命科学大学］ 

呼吸器疾患を有する472頭の猫における臨床徴候および期間の調査
大島嵩史［日本獣医生命科学大学］ 

犬の肺原発性組織球性肉腫に対する放射線療法および化学療法の併用治療における治療効果についての検討
大澤加奈子［岐阜大学］ 
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猫の気管腫瘍に関する回顧的調査
金本英之［DVMsどうぶつ医療センター横浜］ 

後毛細血管性肺高血圧症罹患犬における高用量ベラプロストナトリウムの臨床的有用性の検討
湯地勇之輔［日本獣医生命科学大学］ 

■ 血液・免疫
新規遺伝子多型が同定された第VII因子欠乏症の犬1例

福岡　玲［東京大学附属動物医療センター］ 

腎間質性細胞腫瘍による二次性多血症が認められた犬の1例
松田康良［東京農工大学動物医療センター］ 

免疫介在性溶血性貧血に続発した血球貪食症候群の猫の一症例
青木みのり［帯広畜産大学動物医療センター］ 

脾機能亢進症および類白血病反応が疑われた犬の一例
山内優樹［相模原どうぶつ医療センター］ 

イヌの腹膜リンパ腫症の1例
浅倉大輝［DVMsどうぶつ医療センター横浜］ 

Anaplasma platys感染症による血小板減少症を認めた犬の1例
宮澤昌嵩［東京大学附属動物医療センター］ 

当施設1651例における犬種ごとの血液型分布
高橋由貴［JASMINEどうぶつ総合医療センター］ 

非再生性免疫介在性貧血の猫8例の回顧的研究
橋本淳史［山陽動物医療センター］ 

犬リンパ腫における血漿cell-free�DNA濃度の測定およびクローン性解析への応用
上林聡之［山口大学］ 

■ 感染症
Anaplasma platys感染症による血小板減少症を認めた犬の1例

宮澤昌嵩［東京大学附属動物医療センター］ 

細菌性尿路感染症における起炎菌の分類および抗菌薬治療に伴う薬剤耐性菌出現頻度の回顧的解析
宮澤昌嵩［東京大学附属動物医療センター］ 

重症熱性血小板減少症候群（SFTS）を発症した猫における予後を予測する因子の解明
松浦佑希子［鹿児島大学］ 

国内初の猫ヘパドナウイルス感染症例の報告と国内の猫における疫学調査
阪本晴香［東京大学］ 

細菌性膀胱炎の猫における尿中脂質代謝物プロファイル
篠崎達也［小山動物病院 / 東京大学］ 

■ 代謝・内分泌
重度高張性脱水から脳死に至った中枢性尿崩症の犬の一例

佐伯かんな［岡山理科大学獣医学教育病院］ 
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副腎皮質機能亢進症に伴うミオトニアにより膝蓋骨外方脱臼および股関節脱臼を起こした犬の一例
若山賢人［岐阜大学］ 

抗利尿ホルモン不適切分泌症候群を呈した犬6症例の特徴
島野翔太朗［東京大学］ 

糖尿病犬における持続血糖測定器の有用性の評価
芳賀亜依子［日本獣医生命科学大学］ 

糖尿病猫における糖代謝関連ホルモンの分泌に関する検討
小田民美［日本獣医生命科学大学］ 

犬のクッシング症候群に対する非侵襲的で高精度な診断法を目指した尿中ステロイドホルモンの網羅的測定
澤村飛龍［北海道大学］ 

血中コルチゾール測定におけるコルチゾール以外のステロイドホルモンの影響
中村伽奈［北海道大学］ 

犬の原発性副腎腫瘍に対する放射線治療の有効性および安全性の検討
中津央貴［岐阜大学附属動物病院］ 

■ 皮膚
皮疹の再発により膵腺癌転移が発見された腫瘍随伴性脱毛症の猫の1例

成田朋恵［辻堂犬猫病院］ 

猫アトピー性皮膚症候群に行動療法とカンナビジオール（CBD）投与を行なった一例
茂木千恵［ヤマザキ動物看護大学］ 

犬アトピー性皮膚炎の臨床症状および腸内細菌叢に対する単回経口糞便移植療法の効果の検証
杉田浩児［東京農工大学 / すぎた動物病院］ 

■ 神経
直腸に発生した末梢神経鞘腫瘍の猫の1例

金　尚昊［北海道大学］ 

全脊髄放射線照射の忍容性と有用性の検討
木戸崚太［岐阜大学］ 

■ 行動
猫アトピー性皮膚症候群に行動療法とカンナビジオール（CBD）投与を行なった一例

茂木千恵［ヤマザキ動物看護大学］ 

尾追い行動の柴犬の1例
近藤悦子［神戸いぬ・ねこ問題行動診療］ 

ジアゼパムと比較してトラゾドンが有効であった分離不安の犬の1例
礒見　優［ALLONE動物病院］ 

散歩への恐怖から全般性不安障害になりかけた犬の1例
中野あや［動物行動クリニックなかの］ 
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■ 眼科
獣医眼科臨床における点眼アドヒアランスに関連する因子の探索

森田希輔［アニマルアイケア・東京動物眼科醫院］ 

■ その他
動物診療施設における適切な呼称：「さん」か「さま」か

木村祐哉［北里大学］ 

資料にみるペット飼育者の減少についての一考察
土田あさみ［東京農業大学 / 特定非営利活動法人 動物介在校育・療法学会］ 

■ 画像
点滴胆管造影CT検査で胆汁漏出部位を特定できたBilomaの犬の1例

長谷川寧 ［々酪農学園大学附属動物医療センター］ 

膵外分泌腺癌の犬2例における造影CT検査所見
塩澤　仁［日本大学動物病院］ 

■ 救急・麻酔
看護部エマージェンシーチーム設立によるCPRの質の変化についての調査

戸村慎太郎［日本小動物医療センター］ 

■ 看護

アワード協賛：株式会社HACHI

犬における網状赤血球のHeilmeyer分類の評価
鈴木友美［すわ動物病院］ 

糖尿病犬における新規動物用インスリン製剤の有効性の検討
小山　薫［日本獣医生命科学大学］ 

薬剤分包における薬剤の損失及び分包誤差に対する賦形剤の重要性
井村健聖［まさき動物病院］ 

右後肢を断脚した大型犬への自作カート導入　～個別性に重きを置いた動物看護～
矢野実季子［帝京科学大学大学院］ 

高齢犬に対するリハビリテーション介入によりQOL向上を認めた一例
青山由佳［まさき動物病院］ 

肺水腫が疑われた犬1例に対する人工呼吸器管理後のモニタリング報告
新藤彩乃［日本動物医療センター］ 
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