
【小動物系】 
 
獣医神経病研究会 
　8月7日 10:00-10:45 第4会場　教育講演1 諸角　元二 先生　戸ヶ崎動物病院 
  　頭蓋内疾患の診断　 
 11:00-11:45  第4会場　教育講演2  中山　正成 先生　中山獣医科病院  
  　脊髄疾患の診断　 
 

日本獣医循環器学会 
　8月8日 10:00-11:45  第5会場　教育講演1-3 土井口　修 先生　熊本動物病院　 
　 13:15-14:00　 　1. 放射線学 　2. 心エコー検査法 　3. ドプラ心エコー検査法 
 14:15-15:00  第5会場　教育講演4 桑原　正貴 先生　東京大学 
  　ポンプとしての心臓　  
 15:45-17:30  第5会場　教育講演5,6 勝田　新一郎 先生　福島県立医科大学 
  　1. 血管伸展性と動・静脈系の機能 　2. 循環の神経性調節　 
 

獣医呼吸器談話会 
　8月7日 10:00-10:45  第6会場　教育講演1 局　博一 先生　東京大学 
  　犬の咽喉頭部の解剖と生理　  
 11:00-11:45  第6会場　教育講演2 藤田　道郎 先生　日本獣医畜産大学 
  　犬の短頭種気道症候群について　 
 

日本獣医がん研究会 
　8月8日 10:00-10:45  第2会場　教育講演1  信田　卓男 先生　麻布大学 
  　甲状腺癌・肺癌の早期診断と治療　 
 11:00-11:45  第2会場　教育講演2　 山上　哲史 先生　マルピー・ライフテック  
  　がんの病理学的診断のピットホール 
 15:45-16:30  第2会場　教育講演3　 南　毅生 先生　南動物病院　 
  　腫瘍に対する内科・外科そして放射線治療の挑戦　 
 16:45-17:30  第2会場　教育講演4  廉沢　剛 先生　酪農学園大学　 
  　口腔腫瘍の診断・治療の現状 
 17:45-18:30  第2会場　教育講演5 　 小林　哲也 先生　小林犬猫病院　 
  　癌の初期診断のコツ 
 

小動物臨床血液研究会 
　8月8日 10:00-10:45  第3会場　教育講演1 石田　卓夫 先生　赤坂動物病院 
  　- クームスからフローサイトまで - 臨床家のための免疫学的検査のすべて　 
 11:00-11:45  第3会場　教育講演2  下田　哲也 先生　山陽動物医療センター　 
  　症例から学ぶ貧血の鑑別診断法 
 13:15-15:00  第3会場　顕微鏡ディスカッション　石田 卓夫 先生、　辻本 元 先生、　久末 正晴 先生、　亘 敏広 先生 

 15:45-17:30  第3会場　症例検討会 
   

日本獣医臨床病理学会 
　8月7日 16:45-17:30  第6会場　シンポジウム1 松木　直章 先生　東京大学　 
  　内分泌疾患を考える 
 17:45-18:30  第6会場　シンポジウム2 鷲巣　月美 先生　日本獣医畜産大学 
  　肝疾患を考える　 
 

動物行動学研究会 

　8月7日  シンポジウムタイトル：犬の問題行動 -不安関連行動を中心に-   
 13:15-14:00  第4会場　シンポジウム1 森　裕司 先生　東京大学 
  　Introduction　 
 14:15-15:00  第4会場　シンポジウム2 武内　ゆかり 先生　東京大学  
  　問題行動にまつわる遺伝的要因と初生期環境要因～氏か育ちか～　   
 15:45-16:30  第4会場　シンポジウム3 菊水　健史 先生　東京大学　 
  　不安の脳内メカニズム - 薬物療法の作用機序-  
 16:45-17:30  第4会場　シンポジウム4 尾形　庭子 先生　東京大学／どうぶつ行動クリニック・FAU 
  　問題行動と日常診療　 
 17:45-18:30  第4会場　シンポジウム5 内田　佳子 先生　酪農学園大学 
  　不安が関連する主な問題行動 
 

 

第1回日本獣医内科学アカデミー総会　プログラム 



【小動物系】 
 
腎泌尿器研究会 
　8月8日 10:00-10:45  第6会場　教育講演1  小森　正樹 先生　慶應義塾大学医学部附属病院 

  　人工透析の将来展望（仮題）　 
 11:00-11:45  第6会場　教育講演2  大石　明広 先生　鹿児島大学 

  　人工透析の臨床応用と今後の課題（仮題） 
   

日本獣医皮膚科学会 
　8月8日 10:00-10:45  第1会場　教育講演1  岩崎　利郎 先生　東京農工大学 
  　動物の自己免疫性皮膚疾患の最新知識　 
 11:00-11:45 第1会場　教育講演2 小方　宗次 先生　麻布大学　 
  　動物の外部寄生虫疾患の最新知識 
 13:15-15:00  第1会場　教育講演3 永田　雅彦 先生　ASCどうぶつ皮膚病センター 
  　犬アトピー性皮膚炎の最新知識 
 

日本獣医麻酔外科学会 
　8月7日 10:00-10:45  第3会場　教育講演1  西村　亮平 先生　東京大学 
  　癌性疼痛との戦い　 
 11:00-11:45  第3会場　教育講演2  岡野　昇三 先生　北里大学  
  　SIRS, 敗血症、敗血症ショックをどうとらえるか　 
 

獣医東洋医学会 
　8月8日 13:15-14:00  第8会場　教育講演1  長谷川　篤彦 先生　日本大学　 
  　獣医学における東洋医学 
 14:15-15:00  第8会場　教育講演2  小松　靖弘 先生　（有）サン自然薬研究所 
  　漢方薬の獣医科領域における利用　 
 

日本ペット栄養学会 
　8月8日 10:00-11:45  第4会場　研究発表1 

 13:15-15:00  第4会場　研究発表2 

 15:45-18:30  第1会場　教育講演1 Dr. Dennis Chew　オハイオ州立大学 
  　慢性腎疾患の食餌管理 - 確実な栄養補給 - 　 
 

サプリメント研究会 
　8月7日 13:15-14:00  第5会場　教育講演1  辻　智子 先生　（株）ファンケル 
  　疾病予防のためのサプリメントの必要性　 

 14:15-15:00  第5会場　研究発表 
   

日本臨床獣医学フォーラム 
　8月7日 13:15-15:00  第2会場　教育講演1  石田　卓夫 先生　赤坂動物病院 
  　血液化学スクリーニング検査からの臓器別異常の特定　 
 

けやき臨床研究会 
　8月8日 15:45-17:30  第6会場　教育講演1  近藤　誠 先生　慶應義塾大学医学部　 
  　癌治療の現況と将来 
 

日本女性獣医師の会 
　8月8日 16:45-18:30  第8会場　教育講演1 岩崎　利郎 先生　東京農工大学 
  　内科疾患からの皮膚病　 
 

動物用抗菌剤研究会 
　8月8日 15:45-16:30  第4会場　教育講演1  片岡　康 先生　日本獣医畜産大学 
  　小動物における抗菌剤の使用について　 
 

獣医臨床寄生虫学談話会 
　8月8日 15:45-16:30  第8会場　教育講演1  早崎　峯夫 先生　山口大学 
  　犬糸状虫の生き残り戦略　 
 
 

第1回日本獣医内科学アカデミー総会　プログラム 

※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。 

（2004年5月現在） 
＊セミナー協賛企業ロゴの配列は会社名の50音順 

日本ヒルズ・コルゲート株式会社 



【小動物系】 
 

 

日本動物看護学会 
　8月7日 13:15-15:00  第3会場　研究発表 　 

 15:45-17:15  第3会場　教育講演1  中嶋　建介 先生　厚生労働省 健康局  
  　動物由来感染症のリスクをいかに抑えるか -感染症法改正のポイントとサーベイランス体制の最新動向 - 
 17:15-18:30  第3会場　教育講演2  桜井　富士朗 先生　桜井動物病院　　尾崎　裕子 先生　日本獣医畜産大学 
  　ペット産業と動物病院の経済動向　 
   

獣医臨床遺伝研究会 
　8月7日 10:00-10:45  第5会場　教育講演1  国枝　哲夫 先生　岡山大学 
  　獣医領域における遺伝性疾患　　 
 11:00-11:45  第5会場　教育講演2  栗原　裕基 先生　東京大学医学部　 
  　マウス遺伝子操作による先天奇形発症メカニズムの解析 
  　- 顎顔面および心血管系を中心に 
   

日本獣医内科学アカデミー 
　8月7日 10:00-11:45  第1会場　教育講演1　 Dr. Urs Giger　ペンシルバニア大学　 
  　犬と猫における臨床的輸血医療および血液適合性の問題 
 13:15-15:00  第1会場　教育講演2　 Dr. Greg Ogilvie   CVS Angel Care Cancer Center　 
  　リンパ腫と肥満細胞腫の診断と管理の最新情報(2004年)       
 15:45-17:15  第1会場　教育講演3　 Dr. John E. Bauer   テキサス A&M 大学 
  　脂質代謝からみた肥満と関連疾患の治療と予防 
 10:00-10:45  第2会場　教育講演4 大野　耕一 先生　東京大学 
  　嘔吐に対する画像診断アプローチ：超音波をいかに活用するか？ 　 
 11:00-11:45  第2会場　教育講演5 亘　敏広 先生　日本大学 
  　嘔吐・吐出の診断と治療　 
 15:45-18:30  第2会場　症例検討会 

　 13:45-14:00  第6会場　教育講演6　 竹村　直行 先生　日本獣医畜産大学 
  　犬の僧帽弁閉鎖不全の診断  - 身体検査から心エコー検査まで - 
　 14:15-15:00  第6会場　教育講演7　 大和　修 先生　北海道大学 
  　動物のライソゾーム蓄積病  - いま国内で発生している疾患および臨床診断のための指針 -　 
　 15:45-16:30  第6会場　教育講演8　 安田　準 先生　岩手大学    
  　慢性疾患へのサプリメントの応用 - その考え方、使い方 - 　 
　 17:45-18:30  第7会場　教育講演9　 印牧　信行 先生　麻布大学 
  　小動物における視覚障害の診断と眼底検査　 
　8月8日 13:15-15:00  第2会場　教育講演10　  大野　典也 先生　東京慈恵会医科大学　  
  　ガン制圧への新しい戦略 - 副作用の無いガン治療を求めて- 
 17:45-18:30  第3会場　教育講演11　 奥田　優 先生　山口大学　  
  　分子生物学的手法を用いた新しい診断法 - レプトスピラ症とリンパ腫を中心として -  
 17:45-18:30  第5会場　教育講演12　 笹井　和美 先生　大阪府立大学 
  　小動物臨床における人獣共通感染症の認識　 
  第6会場  特別シンポジウム 
  　シンポジウムタイトル：獣医師専門医への道 
 13:15-14:00  　　　　　 シンポジウム1 小林　哲也 先生　小林犬猫病院／米国獣医内科学専門医 
 14:00-14:45                  シンポジウム2 林　　　慶 先生　ミシガン州立大学／米国獣医外科学専門医  

 17:45-18:30  第6会場　教育講演13　 左向　敏紀 先生　日本獣医畜産大学 
  　猫糖尿病の治療戦略　 
 10:00-11:45  第8会場　研究発表 
   

■その他 
●初日8月7日（土）18:45（予定）より、第1会場（5Fオリオン）にて懇親会を開催いたします。 

　皆様是非ご参加下さい。（別途有料：1名3,000円） 

●第9会場（3Fコスモスホール）では、2日間にわたり、関係企業による展示会が併催されておりますので、 

　こちらの方にも是非お立ち寄り下さい。（無料） 

第1回日本獣医内科学アカデミー総会　プログラム 

日本ヒルズ・コルゲート株式会社 

 



獣医輸液研究会 
　8月7日 13:15-14:00  第7会場　教育講演1 田口　清 先生　酪農学園大学　 
  　牛の輸液概論 
 14:15-15:00  第7会場　教育講演2 鈴木　一由 先生　日本大学　 
  　産業動物医療におけるカルシウム輸液剤 
 

牛臨床寄生虫研究会 
　8月7日 13:15-15:00  第8会場　研究発表  

 15:45-16:30  第8会場　教育講演1  安田　宜紘 先生　鹿児島大学 
  　牛の吸虫症の実態　 
 16:45-17:30  第8会場　教育講演2 福本　真一郎 先生　酪農学園大学 
  　牛の線虫症の実態　 
 

日本ウマ科学会 
　8月7日 17:45-18:30  第8会場　教育講演1  吉原　豊彦 先生　日本中央競馬会競走馬総合研究所 
  　馬の寄生虫病 - 疫学・病態・診断・駆虫 -　 
 

日本獣医内科学アカデミー 
　8月7日 15:45-18:30  第2会場　症例検討会 

 10:00-10:45  第7会場　産業動物教育講演1 小久江　栄一 先生　東京農工大学 
  　牛呼吸器病に対する抗菌剤使用の基本　　 
 11:00-11:45  第7会場　産業動物教育講演2 加藤　敏英 先生　NOSAI山形 
  　牛呼吸器感染症起因菌の薬剤耐性と臨床対策　 
 15:45-16:30  第7会場　教育講演1 北川　均 先生　岐阜大学 
  　腎尿細管形成不全　　 
 16:45-17:30  第7会場　教育講演2 川村　清一 先生　大塚　浩道 先生　北里大学 
  　栄養と免疫　 
　8月8日 10:00-11:45  第8会場　研究発表 
     
       
 
 
 
 
 

日本野生動物医学会 
　8月7日 15:45-16:30 第5会場　シンポジウム1 浅川　満彦 先生　酪農学園大学／野生動物医学センター 
  　獣医師が直面する野生動物と寄生虫の外来種問題　 
 16:45-17:30  第5会場　シンポジウム2 柳井　徳麿 先生　岐阜大学 
  　海外における西ナイルウィルスの感染状況と国内への侵入の危険性について　 
 17:45-18:30  第5会場　シンポジウム3 鈴木　正嗣 先生　北海道大学　 
  　野生動物のプリオン病とくにシカのCWD(Chronic Wasting Disease）について 
 

エキゾチックペット研究会 
　8月8日 16:45-17:30  第4会場　教育講演1 斉藤　久美子 先生　さいとうラビットクリニック　斉藤動物病院 
  　うさぎに対する薬剤の使い方　 
 17:45-18:30  第4会場　教育講演2 田中　治 先生　クウ動物病院 
  　かめに対する薬剤の使い方　 

【大動物系】 
 

【野生/エキゾチック系】 

第1回日本獣医内科学アカデミー総会　プログラム 

※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。 

（2004年5月現在） 
＊セミナー協賛企業ロゴの配列は会社名の50音順 


