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主　催：動物臨床医学会
　　　　　　公益財団法人 動物臨床医学研究所
共　　催：小動物臨床血液研究会・小動物臨床栄養学研究会・動物のいたみ研究会・人と動物の比較疾患研究会
　　　　　　　日本獣医臨床眼科研究会・日本小動物歯科研究会・日本小動物内視鏡推進連絡会
　　　　　　　NPO法人 野生動物救護獣医師協会（WRV）・日本獣医内視鏡外科研究会・日本犬糸状虫症研究会
　　　　　　　日本獣医救急医療研究会・(一社)犬の遺伝病研究会・獣医行動学研究会

後　　援：農林水産省・文部科学省・環境省・大阪府・(公社)日本獣医学会・(公社)日本獣医師会・(公社)大阪府獣医師会
　　　　　　　(公社)大阪市獣医師会・(公社)鳥取県獣医師会

■より多くのセミナーを聴講いただけるようなプログラムです。
　一日のみ（非会員）の参加枠を新設致しました。多くの先生方の参加をお待ちしています。

平成 28 年 11 月 18日㈮・19日㈯・20日㈰
大阪国際会議場（グランキューブ大阪）

日 程

会 場



2 3

アドバンスセミナー【循環器分科会】
これって正攻法？　裏技？
ピモベンダンの使用法      

福島　隆治

パネルディスカッション【皮膚分科会】
見直してみませんか？抗生物質の適切な選び方、使い方

露木　勇三、村山　信雄、杉村　肇

19：30～21：00 9：30～10：30 10：45～11：45 12：00～13：15 14：15～15：15 15：30～16：30 17：15～18：15 18：30～19：30
11月18日㈮ 11月19日㈯ 11月19日㈯

総合受付 総合受付 総合受付

ベーシックセミナー【循環器分科会】
やさしい心臓病講座　心臓病の基
本的な検査・診断法をしっかり学ぶ

進　学之

クリニカルシンポジウム【腫瘍分野】
血管肉腫を制圧する

髙島　一昭、生川　幹洋、小林　哲也

パネルディスカッション【感染症分科会】
必ず解決できる耐性菌問題
早坂　惇郎、高橋　孝、露木　勇三

パネルディスカッション【呼吸器分科会】
鼻汁・くしゃみ・鼻出血を示す代表疾患の診断と治療

―各論にせまる！―
網本　昭輝、増渕　勝夫、藤田　道郎
パネルディスカッション【消化器分科会】

胆嚢が変だ！切る切らない？いつ切るの？
大野　耕一、鳥巣　至道、内田　和幸

パネルディスカッション【循環器分科会】
様々な病態で発生する血栓症の診断と治療の最前線

田中　綾、才田　祐人

ドライラボ【運動器分科会】（有料開催）（ベーシックセミナー実習）
（9：30～12：15）　［協力：ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱］

内視鏡ドライラボ（有料開催）［協力：㈱AVS］
亘　敏広

ドライラボ【運動器分科会】（有料開催）（アドバンスセミナー実習）
（9：30～12：15）　［協力：㈱キリカン洋行］

ステップアップセミナー【眼科分科会】
痛くなることもあります
水晶体の病気                

太田　充治

ステップアップセミナー【エキゾチックペット分科会】
もっと知りたい小鳥の臨床応用編

小嶋　篤史

繁殖セミナー
牛の受胎性向上のための卵巣所見

三浦　亮太朗

獣医輸液研究会
ビギナー向け牛呼吸器疾患の臨床薬理学（抗生物質・輸液・NSAIDs）

鈴木　一由

分科会報告
1. 国際学会参加報告　    磯　日出夫、鈴木　一由
2. HACCPセミナー：実例報告　　    川邉　久浩
3. 産業動物に興味のある女性の会「畜ガールズ」の活動紹介　　笹倉　春美

症例報告
ランチョンセミナー［㈱フロンティアインターナショナル］
世界の産業動物における超音波診断器の
現状および最新技術を用いた新製品の紹介

教育講演1　 胸部X線とCT画像から
牛呼吸器疾患の病態をひもとく　

柄　武志

ステップアップセミナー【消化器分科会】
肝臓腫瘤性病変の画像診断

中出　哲也

ステップアップセミナー【内分泌分科会】
猫の甲状腺機能亢進症と  
慢性腎疾患の悲喜こもごも

難波　信一
獣医行動学研究会　ベーシックセミナー
犬および猫における問題行動

荒田　明香、藤井　仁美
ベーシックセミナー【運動器分科会】

骨折治療におけるワイヤリングとテ
ンションバンドワイヤーの基本原則

本阿彌　宗紀
アドバンスセミナー【運動器分科会】

Hanging limb techniqueを
用いたリニア創外固定法       

左近允　巌

ステップアップセミナー【腎泌尿器分科会】
猫の腎不全のメカニズムは
人・犬と同じなの？                 

竹中　雅彦

ベーシックセミナー【眼科分科会】
見えない眼

―系統的検査で原因をあぶりだせ!―
梅田　裕祥

ベーシックセミナー【腫瘍分科会】
腫瘍のステージング　―腫瘍診断・
治療の基礎，腫瘍と闘うための検査―

三宅　龍二

ステップアップセミナー【経営分科会】
そろそろ『インターネット』に
対する先入観を捨てませんか

氏政　雄揮

ステップアップセミナー【経営分科会】
動物病院でマネージャーを
活用していますか　　　　

鈴木　建二

ステップアップセミナー【経営分科会】
マルプラクティスとコモンプラクティス

―米国の最低基準診療とは―
西山　ゆう子

ステップアップセミナー【経営分科会】
マネージメントの観点から犬猫用
ワクチン接種の現状と未来を考える

氏政　雄揮

スタッフセミナー【動物看護基礎講座】
あなたはわかりますか？看護の基本　―動物
看護師試験から知識・技術を見つめ直そう―

湯川　尚一郎

スタッフセミナー【動物看護基礎講座】
受付業務（接遇）について

坂上　緑

ランチョンセミナー1-⑩（看護師向）［メリアル・ジャパン㈱］
動物看護師によるペットの
デンタルケア指導　　　　

三浦　紫陽子
スタッフセミナー【動物看護基礎講座】

予防していますか？猫のフィラリア症
星　克一郎

ステップアップセミナー【行動学分科会】
行動診療につなげるための初期対応
―犬猫の困った行動を相談されたら―

藤井　仁美

アドバンスセミナー【腎泌尿器分科会】
猫の腎不全をもっと深く
追求してみませんか        

竹中　雅彦

症例検討

症例検討

症例検討

症例検討

症例検討

理事・評議員会・総会

症例検討

症例検討

症例検討
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獣医総合臨床認定医ポイント対象プログラム 〈敬称略〉　

ランチョンセミナー1-①［富士フイルムメディカル㈱］
肝酵素上昇を見たら：

POC検査での次のステップ
大野　耕一

アドバンスセミナー【眼科分科会】
眼にできた腫れものどうしよう!

辻田　裕規

ステップアップセミナー【理学療法分科会】
こんなに多い？！猫の運動器疾患

―猫にリハビリは可能か？―
枝村　一弥

特別セミナー1［㈱AVS］　
日本小動物内視鏡推進連絡会〔共催〕

小動物の内視鏡検査
～この10年で何が変わったか～

亘　敏広
ステップアップセミナー【生殖器・繁殖分科会】

尿道ステントってどうやって
設置するの？                           

小山田　和央

アドバンスセミナー【呼吸器分科会】
犬の鼻腔内アスペルギルス症
の診断と治療　　　　　　　

山谷　吉樹

アドバンスセミナー【歯科分科会】
意外に多い！犬の歯原性嚢胞
―歯の発生と歯原性嚢胞の治療―

渡邊　一弘

アドバンスセミナー【内分泌分科会】
マニア必見！内分泌のレアケース

松木　直章

アドバンスセミナー【消化器分科会】
胃拡張・胃捻転症候群を極める

神津　善広
アドバンスセミナー【神経分科会】
知っていれば診断できる
犬猫の遺伝性神経疾患 

大和　修

ベーシックセミナー【感染症分科会】
いま問題になっているレプトスピラ症の
対策　―レプトスピラ症の診断・治療―

村田　佳輝

日本獣医内視鏡外科研究会
獣医内視鏡外科手術の基礎から応用

「安心してください。あなたにも使えますよ」
江原　郁也

ベーシックセミナー【内分泌分科会】
刺激的な犬の副腎疾患

古家　優

アドバンスセミナー【エキゾチックペット分科会】
極めてみたいエキゾチック
ペット腫瘍性疾患                

近藤　広孝

ステップアップセミナー【腫瘍分科会】
猫の腫瘍と闘うために　―猫の腫瘍
ならびに犬との違いを理解しよう！―

細谷　謙次
ステップアップセミナー【運動器分科会】
骨、関節外科のアプローチ法

肘関節から前肢端
左近允　巌

ステップアップセミナー【神経分科会】
頭部外傷

―知っておくこと、できること―
宇根　智

ステップアップセミナー【感染症分科会】
エキゾチックアニマルの感染症　―検査
と治療―　両生類・爬虫類の新興感染症

田向　健一
ベーシックセミナー【皮膚分科会】

犬の外耳炎の診断と治療　～動画
で理解、必見、心聴の「初耳学」～

杉村　肇

ベーシックセミナー【消化器分科会】
気になる消化管のポリープ

大野　耕一

ランチョンセミナー1-②［バイエル薬品㈱］
今ここが熱い！

腸内環境について考える
福島　健次郎

ランチョンセミナー1-④［DSファーマアニマルヘルス㈱］
犬の口腔衛生

―歯周病の予防、早期治療―
網本　昭輝

ランチョンセミナー1-⑤［㈱ellman-Japan］
軟部外科における高周波ラジオ波凝固装置
の有用性の評価　―実際の使用例から―

市川　美佳
ランチョンセミナー1-⑥［バイエル薬品㈱］
犬の毛包虫症の「再発予防」
を再考する                                

伊從　慶太
ランチョンセミナー1-⑦［興和創薬㈱］

手持ちスリットランプ入門
～人と動物の眼科外来～

伊藤　典彦、野村　英一
ランチョンセミナー1-⑧［シャープ㈱］

SMSネットワーク接続自動体重・
尿量計測付き猫用トイレの開発

岡本　芳晴
ランチョンセミナー1-⑨［ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン㈱］

猫の糖尿病管理の基礎
～PZI製剤の利点とは～

松木　直章

ランチョンセミナー1-③
飼い主さんからのいたみの質問についての調査

山下　和人

パネルディスカッション【内分泌分科会】
犬の甲状腺機能低下症を誤診しないように

西飯　直仁、滝口　満喜、寺川　和秀

パネルディスカッション【歯科分科会】
根尖周囲病巣を極める

大場　茂夫、江口　徳洋、網本　昭輝

パネルディスカッション【動物病院スタッフ・VT分科会】
あなたも猫好きになりませんか？
水越　美奈、松田　義高、氏政　雄揮

日本犬糸状虫症研究会
犬猫のフィラリア症　～2016アップデート
田口　大介、星　克一郎、萩尾　光美、冨士森　真也

特別セミナー2［DSファーマアニマルヘルス㈱］
犬猫のてんかん診断・治療2016

長谷川　大輔

特別セミナー3［アイデックス ラボラトリーズ㈱］
症例から学ぶ腎臓病の最新検査アプローチ
～病態生理、病理の復習からSDMAまで～

平田　雅彦

専門学校職員に対するセミナー
山根　義久

特別セミナー4［スケアクロウ㈱］
パンフェノンＳ（抗酸化剤ピクノジェノール含有）
を投与し著効を示した僧帽弁閉鎖不全犬の1例
ジェフリー・マイケル・ストロング、村上　和三、

松下　昌文、三橋　郁美、大川　博

一般社団法人  犬の遺伝病研究会
犬と猫の遺伝子病：獣医師、繁殖
者、飼い主の適切な理解のために

大和　修

症例検討 症例検討

症例検討 症例検討

症例検討

一般口演一般口演

スタッフ口頭発表 スタッフ口頭発表 スタッフ口頭発表

症例検討

症例検討

症例検討

ステップアップセミナー【呼吸器分科会】
鼻鏡検査や鼻腔からのサンプリングとそ
の評価 　―そうだ今日は覗いてみよう！―

山谷　吉樹

ベーシックセミナー【エキゾチックペット分科会】
基礎から学べるエキゾチック
ペットの眼疾患                        

沖田　将人
ベーシックセミナー【理学療法分科会】

触診でランドマークを知ろう
今、触診しているのはどこかを知ってリハビリ
をする　筋の触診をして、リハビリにつなげる

山下　眞理子

休
憩（
１
時
間
）

休
憩（
45
分
）

休
憩（
１
時
間
）

休
憩（
45
分
）

産業動物医学フォーラム 産業動物医学フォーラム 産業動物医学フォーラム

シンポジウム　トイプードルの膝蓋骨脱臼を極める
藤木　誠、川田　睦、枝村　一弥

動物のいたみ研究会（14：15～17：15）動物のいたみ研究会

企業展示／美術ギャラリー／ドリンクコーナー（10：30～17：15）／クローク（9：00～18：40）

企業展示／ドリンクコーナー（10：30～17：15）
ポスターセッション（10Fホワイエ）

企業展示／美術ギャラリー／ドリンクコーナー（10：30～17：15）／クローク（9：00～18：40）

企業展示／ドリンクコーナー（10：30～17：15）
ポスターセッション（10Fホワイエ）

第37回動物臨床医学会年次大会　大会日程（予定）
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7：30～8：45 9：00～10：00 10：15～11：15 13：30～14：30 14：45～15：45 16：30～17：3011：30～12：45
11月20日㈰ 11月20日㈰

総合受付 総合受付

モーニングセミナー1
地球温暖化が環境に及ぼす影響

―特に生態系へ―
山根　義久

クリニカルシンポジウム【循環器分野】
もう一度見直す超音波検査法　―基本テクニックと各種疾患の診断・評価法―

田口　大介、滝口　満喜

パネルディスカッション【腫瘍分科会】
腫瘍外科のコツを学んでスキルアップしよう！　―胃腸管編―

賀川　由美子、浅野　和之、廉澤　剛

パネルディスカッション【腎泌尿器分科会】
私のこともっと知って欲しい from AKI（急性腎障害）

秋吉　秀保、矢吹　映、下川　孝子
パネルディスカッション【眼科分科会】

眼球内疾患はどこまで分析できるか?
滝山　直昭、前原　誠也、瀧本　善之

人から動物へ、動物から人へ　―獣医療と人医療の連携―
茂木　正、中村　隆宏、伊藤　典彦、高橋　広樹

パネルディスカッション【経営分科会】
動物病院のベンチマークを考える

牛草　貴博、井上　舞、上野　弘道

パネルディスカッション【理学療法分科会】
局所解剖を知ってリハビリをする：「頸部、頭蓋頸椎移行部」

柄本　浩一、長坂　佳世

ステップアップセミナー【循環器分科会】
不整脈をいかに診断し、
いかに治療するか           

小山　秀一

ベーシックセミナー【生殖器・繁殖分科会】
新生子犬のケア法～新生子犬
について知っておくべきこと　

堀　達也

モーニングセミナー2【呼吸器分科会】
気道内刺激物と咳感受性

―動物ものどがイガイガするの？―
山谷　吉樹

ベーシックセミナー【血液・免疫分科会】
CBCデータと血液塗抹の見方を
もう一度見直してみませんか  　

森下　啓太郎

アドバンスセミナー【経営分科会】
札幌市ではどのようにペットショップ
と上手くつきあっているか　　　　　

玉井　聡

アドバンスセミナー【経営分科会】
企業病院が目指す動物病院の
在り方と病院運営　　　　　　

永井　貴志

アドバンスセミナー【経営分科会】
理想の動物病院像とは

上野　弘道

スタッフセミナー
あなたは理解していますか「エキノコックス」

森田　達志

ステップアップセミナー【血液・免疫分科会】
一歩進んだ血液疾患診断の必須アイテム、
骨髄検査を基礎から学んでみましょう　　

下田　哲也
ステップアップセミナー【皮膚分科会】
戦（いくさ）の前に敵を知る・ 

イキモノとしての疥癬虫と毛包虫
森田　達志

スタッフセミナー
ペット業界の現状と将来について

望月　和美

スタッフセミナー【動物看護技術講座（上級編）】
より専門的な看護の為に「麻酔」

北尾　貴史

アドバンスセミナー【皮膚分科会】
犬の毛包虫症の治療　フルララ
ネル以降の以前、および疥癬と   

百田　豊

救急医療の誤飲の実態？
―催嘔剤について―

神津　善広
救急医療知るべき3つのポイント

小宮山　典寛

症例検討

症例検討

症例検討

症例検討

症例検討

動物臨床医学会
企画実行委員会

症例検討

症例検討

症例検討

一般口演

ベーシックセミナー【神経分科会】
動画でみる神経症状パートⅢ

― 小脳・前庭症状 ―
田村　慎司
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獣医総合臨床認定医ポイント対象プログラム 〈敬称略〉　

ランチョンセミナー2-①［東芝医療用品㈱］
肝細胞腫瘤を攻略する
―CTによる手術設計―

宇根　智

レジェンドセミナー【循環器分科会】
匠がみせる僧帽弁閉鎖不全症の治療

千村　収一

レジェンドセミナー【運動器分科会】
匠がみせる骨折の治療

樋口　雅仁

レジェンドセミナー【神経分科会】
匠がみせる椎間板ヘルニアの治療

中山　正成
ベーシックセミナー【神経分科会】

動画で見る神経症状パート１
―前脳症状―

田村　慎司

アドバンスセミナー【運動器分科会】
前十字靭帯損傷の診断と治療

最近の考え方
望月　学

アドバンスセミナー【腫瘍分科会】
獣医師が知っておくべきリンパ球クローン性解析

～基礎をマスターし問題点を認識しよう！～
後藤　裕子

アドバンスセミナー【感染症分科会】
いま臨床で注目すべき猫モルビリウイ
ルス感染症　―腎炎との関係― 　　

宮沢　孝幸、古谷　哲也
アドバンスセミナー【生殖器・繁殖分科会】

前立腺嚢胞ってどんな病気？
宇根　智

ランチョンセミナー2-③［日本農産工業㈱］
胃腸に優しい消化器フードのご紹介

（Dr'S Care犬用ストマックケア）
鳥巣　至道

ランチョンセミナー2-②［㈱島津製作所］
伊藤　典彦

ランチョンセミナー2-⑤
［㈱サスティナコンサルティング・㈱緑書房］

未来志向の動物病院経営学
藤原　慎一郎

ランチョンセミナー2-⑥［獣医医療開発㈱］
ミニチュア・ダックスフントの呼吸器疾患

藤原　亜紀
ランチョンセミナー2-⑦［飛鳥メディカル㈱］

緑内障への新治療：
内視鏡下レーザー隅角形成術

印牧　信行、寺門　邦彦、辻田　裕規
ランチョンセミナー2-⑧［㈱サン・メディカ］

総合獣医療のすすめ②　―急性慢性炎症
に対するクルクミン＋ボスウェリア活用例―

嶋田　照雅

ランチョンセミナー2-⑩［㈱ヒューベス］
ショックの判断と治療方法

上田　悠

ランチョンセミナー2-⑨［大扇産業㈱・日本全薬工業㈱］
動物皮膚科最前線

―デイリースキンケアという新概念―
伊從　慶太

ランチョンセミナー2-④
皮膚および消化器のアレルギー疾患
―食物アレルギーを見逃さないポイント―

増田　健一

パネルディスカッション【運動器分科会】
周術期管理における外副子固定

櫻田　晃、森　淳和、桂　太郎
パネルディスカッション【エキゾチックペット分科会】

あなたならどう治療しますか？ウサギの消化管疾患
今西　修大、毛利　崇、伊藤　寿朗

特別セミナー5［Meiji Seikaファルマ㈱］
アルファキサロンを使ってみよう：どこから始める？

三宅　ゆかり

特別セミナー6［千寿製薬㈱］
明日から使える眼科検査Ⅴ　―動画で見る眼科検査・2―

瀧本　善之

シンポジウム　尿石症を見直そう　―尿石症の診断と治療―
星　史雄、大石　明広

セミナー　高齢猫の臨床栄養：動物病院から家まで
Rachel Korman

パネルディスカッション【血液・免疫分科会】　顕微鏡ディスカッション
2系統以上の血球減少症

亘　敏広、呰上　大吾、久末　正晴、高橋　雅

アドバンスセミナー【血液・免疫分科会】
以外に身近にあるDIC、PreDIC

辻本　元
ステップアップセミナー【消化器分科会】

帰してはいけない外来患者
―腹部疾患編―

中村　篤史

パネルディスカッション【神経分科会】
神経病としての犬の下垂体腫瘍　―クッシング症状だけじゃないもう一つの側面―

伊藤　大介、森　　崇、原　　康

症例検討 症例検討

症例検討 症例検討

症例検討

症例検討

症例検討

一般口演

スタッフ口頭発表スタッフ口頭発表

症例検討

症例検討

症例検討

症例検討

症例検討

ベーシックセミナー【歯科分科会】
臨床医として知っておきたい
犬猫の歯周病の原因と発症

市橋　弘章

ベーシックセミナー【呼吸器分科会】
鼻汁・くしゃみ・鼻出血からのアプローチ
―単なる鼻炎と片づけていませんか？―

城下　幸仁

アドバンスセミナー【野生鳥獣分科会】
小笠原諸島における自然環境保護事業

―猫対策について―
堀越　和夫

アドバンスセミナー【行動学分科会】
犬の問題行動を考えるときに理解してほしいこと

―犬とはどんな動物なのか？犬は人をどのように見ているのか？―
菊水　健二

市民公開シンポジウム（13：00～15：00）
動物とのふれあいが子供や高齢者に与える影響と具体的効果

山根　義久、太田　光明、冨永　佳与子

休
憩（
45
分
）

休
憩（
45
分
）

休
憩（
45
分
）

休
憩（
45
分
）

産業動物医療フォーラム 産業動物医療フォーラム 産業動物医療フォーラム

小動物臨床栄養学研究会 小動物臨床栄養学研究会（13：15～15：15） 小動物臨床栄養学研究会（15：30～17：30）

日本獣医救急医療研究会

人と動物の比較疾患研究会

第46回小動物臨床血液研究会 第46回小動物臨床血液研究会 第46回小動物臨床血液研究会

企業展示／美術ギャラリー／ドリンクコーナー（10：00～16：30）／クローク（9：00～17：40）

企業展示／ドリンクコーナー（10：00～16：30）
ポスターセッション（10Fホワイエ）

企業展示／美術ギャラリー／ドリンクコーナー（10：00～16：30）／クローク（9：00～17：40）

企業展示／ドリンクコーナー（10：00～16：30）
ポスターセッション（10Fホワイエ）

教育講演 2
牛呼吸器疾患を正しく診断する

山田　裕、佐藤　礼一郎

分科会セミナー
牛呼吸器疾患の集団予防と個体治療

松田　敬一
症例報告とアワード表彰ランチョンセミナー［バイエル薬品㈱］

呼吸器疾患の抗生物質療法
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神経分科会
■ベーシックセミナー　　　20 日㈰ 16:30 ～ 17:30 座長：真下　忠久（舞鶴動物医療センター）

動画で見る神経症状パート１　―前脳症状― 田村　慎司（たむら動物病院）

■ステップアップセミナー　19 日㈯ 18:30 ～ 19:30 座長：徳力　幹彦（山口大学名誉教授）
頭部外傷　―知っておくこと、できること― 宇根　智（ネオベッツ VR センター）

■アドバンスセミナー　　　19 日㈯ 17:15 ～ 18:15 座長：長谷川　大輔（日本獣医生命科学大学）
知っていれば診断できる犬猫の遺伝性神経疾患 大和　修（鹿児島大学）

■パネルディスカッション　20 日㈰ 13:30 ～ 15:45 座長：西飯　直仁（岐阜大学）
 　　　宇根　智（ネオベッツ VR センター）

神経病としての犬の下垂体腫瘍　―クッシング症状だけじゃないもう一つの側面―
1. 病態生理と診断 伊藤　大介（日本大学）
2. 放射線治療 森　　崇（岐阜大学）
3. 外科的治療と術後管理 原　　康（日本獣医生命科学大学）

■レジェンドセミナー　　　20 日㈰ 16:30 ～ 17:30
匠がみせる椎間板ヘルニアの治療　―頸部椎間板ヘルニアの治療― 中山　正成（中山獣医科病院）

呼吸器分科会
■ベーシックセミナー　　　20 日㈰ 14:45 ～ 15:45 座長：北尾　貴史（動物メディカルセンター）

鼻汁・くしゃみ・鼻出血からのアプローチ
―単なる鼻炎と片づけていませんか？― 城下　幸仁（相模が丘動物病院）

■ステップアップセミナー　19 日㈯ 14:15 ～ 15:15 座長：米澤　覚（アトム動物病院）
鼻鏡検査や鼻腔からのサンプリングとその評価
―そうだ今日は覗いてみよう！― 山谷　吉樹（日本大学）

■アドバンスセミナー　　　19 日㈯ 18:30 ～ 19:30
犬の鼻腔内アスペルギルス症の診断と治療 山谷　吉樹（日本大学）

■パネルディスカッション　19 日㈯ 9:30 ～ 11:45 座長：永延　清和（宮崎大学）
鼻汁・くしゃみ・鼻出血を示す代表疾患の診断と治療 　―各論にせまる！―
1. 歯科関連鼻腔疾患 網本　昭輝（アミカペットクリニック）
2. 猫の上部気道感染症 増渕　勝夫（㈱微生物化学研究所）
3. 鼻腔内腫瘍 藤田　道郎（日本獣医生命科学大学）

循環器分科会
■ベーシックセミナー　　　18 日㈮ 19:30 ～ 21:00 座長：須崎　信茂（すざき動物病院）

やさしい心臓病講座
心臓病の基本的な検査・診断法をしっかり学ぶ 進　学之（しん動物病院）

■ステップアップセミナー　20 日㈰ 9:00 ～ 10:00 座長：栗田　徹（天童動物病院）
不整脈をいかに診断し、いかに治療するか 小山　秀一（日本獣医生命科学大学）

■アドバンスセミナー　〈協賛：ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン㈱〉
　　　　　　　　　　　　　19 日㈯ 17:15 ～ 18:15 座長：松本　英樹（まつもと動物病院）

これって正攻法？　裏技？　ピモベンダンの使用法 福島　隆治（東京農工大学）

■パネルディスカッション　19 日㈯ 9:30 ～ 11:45 座長：小山　秀一（日本獣医生命科学大学）
 　　　山根　剛（(公財) 動物臨床医学研究所）

様々な病態で発生する血栓症の診断と治療の最前線
1. 犬の血栓症 田中　綾（東京農工大学）
2. 猫の血栓症 才田　祐人（矢田獣医科病院）

■レジェンドセミナー　〈協賛：DSファーマアニマルヘルス㈱〉
　　　20 日㈰ 13:30 ～ 14:30

匠がみせる僧帽弁閉鎖不全症の治療 千村　収一（千村どうぶつ病院）

腎泌尿器分科会
■ステップアップセミナー　19 日㈯ 9:30 ～ 10:30 座長：桑原　康人（クワハラ動物病院）

猫の腎不全のメカニズムは人・犬と同じなの？ 竹中　雅彦（竹中動物病院）

■アドバンスセミナー　　　19 日㈯ 10:45 ～ 11:45 座長：桑原　康人（クワハラ動物病院）
猫の腎不全をもっと深く追求してみませんか 竹中　雅彦（竹中動物病院）

■パネルディスカッション　20 日㈰ 9:00 ～ 11:15 座長：佐藤　れえ子（岩手大学）
私のこともっと知って欲しい from AKI（急性腎障害）
1. 概論 秋吉　秀保（大阪府立大学）
2. 急性腎障害の内科療法 矢吹　映（鹿児島大学）
3. 透析療法 下川　孝子（山口大学）

生殖器・繁殖分科会
■ベーシックセミナー　　　20 日㈰ 10:15 ～ 11:15 座長：松川　拓哉（まつかわ動物病院）

新生子犬のケア法～新生子犬について知っておくべきこと 堀　達也（日本獣医生命科学大学）

■ステップアップセミナー　19 日㈯ 17:15 ～ 18:15 座長：赤木　哲也（赤木動物病院）
尿道ステントってどうやって設置するの？ 小山田　和央（松原動物病院）

■アドバンスセミナー　　　20 日㈰ 16:30 ～ 17:30 座長：糀場　仁（こうじば動物病院）
前立腺嚢胞ってどんな病気？ 宇根　智（ネオベッツ VR センター）

運動器分科会
■ベーシックセミナー　　　18 日㈮ 19:30 ～ 21:00

①ドライラボ：ベーシックセミナー講義 座長：望月　学（東京大学）
　 骨折治療におけるワイヤリングとテンションバンドワイヤーの基本原則 講師：本阿彌　宗紀（東京大学）

②ドライラボ：アドバンスセミナー講義
　 Hanging limb technique を用いたリニア創外固定法 講師：左近允　巌（北里大学）

■ドライラボ［有料（別途事前申し込み必要）］
　　　　　　　　　　　　　19 日㈯ 9:30 ～ 12:15

①ベーシックセミナー実習　〈協賛：ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱〉	 テーブルインストラクター：
　「サークラージワイヤー（シングルループ）」 望月　学（東京大学）
　「脛骨粗面に対するテンションバンドワイヤー」 櫻田　晃（さくらだ動物病院）
　「大腿骨に対するサークレージワイヤー及び 本阿彌　宗紀（東京大学）
　  ロッキングコンプレッションプレート」

②アドバンスセミナー実習　〈協賛：㈱キリカン洋行〉 テーブルインストラクター：
　 左近允　巌（北里大学）
　 古田　健介（横浜青葉どうぶつ病院）
　 米地　謙介（奈良動物二次診療クリニック）

■ステップアップセミナー　〈協賛：㈱キリカン洋行〉
　　　　　　　　　　　　　19 日㈯ 18:30 ～ 19:30 座長：櫻田　晃（さくらだ動物病院）

整形外科手術に必要な局所解剖学とアプローチ　Ⅱ. 肘関節から前肢端 左近允　巌（北里大学）

■アドバンスセミナー　　　20 日㈰ 16:30 ～ 17:30 座長：是枝　哲彰（藤井寺動物病院・
 　　　　　　　　　動物人工関節センター）

前十字靭帯損傷の診断と治療　最近の考え方 望月　学（東京大学）

■パネルディスカッション　20 日㈰ 13:30 ～ 15:45 座長：望月　学（東京大学）
 　　　川田　睦（ネオベッツ VR センター）

周術期管理における外副子固定
1. 固定素材、KPS による私の実際 櫻田　晃（さくらだ動物病院）
2. 固定素材、ポリフォームによる私の実際 森　淳和（ONE for Animals、
 　　　　　DVMs どうぶつ医療センター横浜）
3. 固定素材、スコッチキャストによる私の実際 桂　太郎（カツラ犬猫病院）

■レジェンドセミナー　　　20 日㈰ 14:15 ～ 15:45
匠がみせる骨折の治療 樋口　雅仁（動物整形外科病院）

市 民 公 開 シ ン ポ
動物とのふれあいが子供や高齢者に与える影響と具体的効果 司会：林　良博（国立科学博物館）

1. 人と動物達とのふれあいによる、幼児・青少年への効能・効果 山根　義久（(公財) 動物臨床医学研究所）
2. 人と動物達とのふれあいによる高齢者への効能・効果 太田　光明（東京農業大学）
3. 人と動物達とのふれあいによる効能・効果をより確実にするため何をすべきか 冨永　佳与子（公益社団法人 Knots）

ジ ウ ム

開催内容（予定）　＊敬称略、内容・講師等は変更になる事があります。

　20 日㈰ 13:00 ～ 15:00
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消化器分科会
■ベーシックセミナー　　　19 日㈯ 18:30 ～ 19:30 座長：小出　和欣（小出動物病院）

気になる消化管のポリープ 大野　耕一（東京大学）

■ステップアップセミナー　20 日㈰ 16:30 ～ 17:30 座長：船津　敏弘（動物環境科学研究所）
・帰してはいけない外来患者　―腹部疾患編― 中村　篤史（TRVA 夜間動物医療センター）

　　　　　　　　　　　　　19 日㈯ 10:45 ～ 11:45
・肝臓腫瘤性病変の画像診断 中出　哲也（酪農学園大学）

■アドバンスセミナー　　　19 日㈯ 17:15 ～ 18:15 座長：前谷　茂樹（まえたに動物病院）
胃拡張・胃捻転症候群を極める 神津　善広（北摂夜間救急動物病院）

■パネルディスカッション　19 日㈯ 9:30 ～ 11:45
胆嚢が変だ！切る切らない？いつ切るの？ 座長：滝口　満喜（北海道大学）
 　　　小出　和欣（小出動物病院）
1. 内科医の見解 大野　耕一（東京大学）
2. 外科医の見解 鳥巣　至道（宮崎大学）
3. 病理医の見解 内田　和幸（東京大学）

歯科分科会
■ベーシックセミナー　　　20 日㈰ 13:30 ～ 14:30 座長：武藤　具弘（武藤ペットクリニック）

臨床医として知っておきたい犬猫の歯周病の原因と発症 藤田　桂一（フジタ動物病院）
 市橋　弘章（フジタ動物病院）

■アドバンスセミナー（共催：日本小動物歯科研究会）
　　　　　　　　　　　　　19 日㈯ 18:30 ～ 19:30 座長：本田　洋（本田動物病院）

意外に多い！犬の歯原性嚢胞　―歯の発生と歯原性嚢胞の治療― 渡邊　一弘（岐阜大学）

■パネルディスカッション　〈協賛：マースジャパンリミテッド〉
　　　　　　　　　　　　　19 日㈯ 14:15 ～ 16:30 座長：幅田　功（センターヴィル動物病院）
 　　　加藤　郁（加藤どうぶつ病院）

根尖周囲病巣を極める
1. 根尖周囲病巣の原因と診断は？ 大場　茂夫（日本大学）
2. 根尖周囲病巣を放置するとどうなるの？ 江口　徳洋（千村どうぶつ病院）
3. 根尖周囲病巣の治療は 網本　昭輝（アミカペットクリニック）

眼科分科会
■ベーシックセミナー　　　19 日㈯ 9:30 ～ 10:30 座長：上岡　尚民（うえおか動物病院）

見えない眼　―系統的検査で原因をあぶりだせ !― 梅田　裕祥（横浜どうぶつ眼科）

■ステップアップセミナー　18 日㈮ 19:30 ～ 21:00 座長：長谷川　貴史（大阪府立大学）
痛くなることもあります水晶体の病気 太田　充治（動物眼科センター）

■アドバンスセミナー（共催：日本獣医臨床眼科研究会）
　　　　　　　　　　　　　19 日㈯ 15:30 ～ 16:30 座長：西　　賢（おんが動物病院）

眼にできた腫れものどうしよう ! 辻田　裕規（どうぶつ眼科専門クリニック）

■パネルディスカッション　〈協賛：千寿製薬㈱／㈱メニワン〉
　　　　　　　　　　　　　20 日㈰ 9:00 ～ 11:15 座長：滝山　昭（滝山獣医科病院）
 　　　山形　静夫（山形動物病院）

眼球内疾患はどこまで分析できるか ?
1. 眼の疾患と超音波検査 滝山　直昭（日本大学）
2. 眼底疾患と電気生理学的所見 前原　誠也（酪農学園大学）
3. 眼底所見から得られる情報 瀧本　善之（ナディア動物クリニック・動物眼科）

皮膚分科会
■ベーシックセミナー　〈協賛：日本ヒルズ・コルゲート㈱〉
　　　　　　　　　　　　　19 日㈯ 18:30 ～ 19:30 座長：野中　雄一（のなか動物病院）

犬の外耳炎の診断と治療　～動画で理解、必見、心聴の「初耳学」～ 杉村　肇（どうぶつ耳科専門クリニック　主の枝）

■ステップアップセミナー　20 日㈰ 9:00 ～ 10:00 座長：宇野　雄博（セントラルシティ動物病院）
戦（いくさ）の前に敵を知る・イキモノとしての疥癬虫と毛包虫 森田　達志（日本獣医生命科学大学）

■アドバンスセミナー　　　20 日㈰ 10:15 ～ 11:15 座長：安川　邦美（山陽動物医療センター）
犬の毛包虫症の治療、フルララネル以降の以前、および疥癬と 百田　豊（日本獣医生命科学大学）

■パネルディスカッション　19 日㈯ 14:15 ～ 16:30 座長：山田　茂夫（山田動物病院）
 　　　藤村　正人（ふじむら動物病院）

見直してみませんか？抗生物質の適切な選び方、使い方
1. 小動物臨床における抗菌薬の使用状況と薬剤耐性菌について 露木　勇三（㈱サンリツセルコバ検査センター）
2. 小動物皮膚科領域における抗生物質の使い方 村山　信雄（犬と猫の皮膚科）
3. 外耳炎における抗生物質の使い方 杉村　肇（どうぶつ耳科専門クリニック　主の枝）

内分泌分科会
■ベーシックセミナー　　　19 日㈯ 17:15 ～ 18:15 座長：飯田　一英（飯田犬猫病院）

刺激的な犬の副腎疾患 古家　優（大阪府立大学）

■ステップアップセミナー　18 日㈮ 19:30 ～ 21:00 座長：西飯　直仁（岐阜大学）
猫の甲状腺機能亢進症と慢性腎疾患の悲喜こもごも 難波　信一（マーブル動物医療センター）

■アドバンスセミナー　〈協賛：富士フイルムモノリス㈱〉
　　　　　　　　　　　　　19 日㈯ 18:30 ～ 19:30 座長：金澤　稔郎（緑ヶ丘動物病院）

マニア必見！内分泌のレアケース 松木　直章（東京大学）

■パネルディスカッション　19 日㈯ 14:15 ～ 16:30 座長：松木　直章（東京大学）
犬の甲状腺機能低下症を誤診しないように
1. 総論 西飯　直仁（岐阜大学）
2. 画像診断 滝口　満喜（北海道大学）
3. 検査 寺川　和秀（富士フイルムメディカル㈱）

血液・免疫分科会　第46回小動物臨床血液研究会
■ベーシックセミナー　　　20 日㈰ 9:00 ～ 10:00 座長：酒井　秀夫（諫早ペットクリニック）

CBC データと血液塗抹の見方をもう一度見直してみませんか 森下　啓太郎（北海道大学）

■ステップアップセミナー　20 日㈰ 10:15 ～ 11:15 座長：呰上　大吾（日本獣医生命科学大学）
一歩進んだ血液疾患診断の必須アイテム、骨髄検査を基礎から
学んでみましょう 下田　哲也（山陽動物医療センター）

■アドバンスセミナー　　　20 日㈰ 16:30 ～ 17:30 座長：高橋　雅（鹿児島大学）
以外に身近にある DIC、PreDIC 辻本　元（東京大学）

■パネルディスカッション（顕微鏡ディスカッション）　〈協賛：シスメックス㈱、顕微鏡提供：㈱AVS〉
　　　　　　　　　　　　　20 日㈰ 13:30 ～ 15:45 座長：下田　哲也（山陽動物医療センター）

2 系統以上の血球減少症 アドバイザー：
 亘　敏広（日本大学）
 呰上　大吾（日本獣医生命科学大学）　
 久末　正晴（麻布大学）
 高橋　雅（鹿児島大学）

腫瘍分科会
■ベーシックセミナー　　　19 日㈯ 10:45 ～ 11:45 座長：児玉　和仁（児玉どうぶつ病院）

腫瘍のステージング　―腫瘍診断・治療の基礎，腫瘍と闘うための検査― 三宅　龍二（岡山動物がんセンター　三宅動物病院）

■ステップアップセミナー　19 日㈯ 18:30 ～ 19:30 座長：高良　広之（アース動物病院）
猫の腫瘍と闘うために　―猫の腫瘍ならびに犬との違いを理解しよう！― 細谷　謙次（北海道大学）

■アドバンスセミナー　　　20 日㈰ 16:30 ～ 17:30 座長：入江　充洋（四国動物医療センター）
獣医師が知っておくべきリンパ球クローン性解析
～基礎をマスターし問題点を認識しよう！～ 後藤　裕子（東京大学）

■パネルディスカッション　20 日㈰ 9:00 ～ 11:15 座長：細谷　謙次（北海道大学）
 　　　入江　充洋（四国動物医療センター）

腫瘍外科のコツを学んでスキルアップしよう！　―胃腸管編―
1. 消化管の病理 賀川　由美子（病理組織検査　ノースラボ）
2. 私の手術法とコツ（胃の腫瘍） 浅野　和之（日本大学）
3. 私の手術法とコツ（腸の腫瘍） 廉澤　剛　（酪農学園大学）
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エキゾチックペット分科会
■ベーシックセミナー　　　19 日㈯ 14:15 ～ 15:15 座長：片岡　智徳（あゆとも動物病院）

基礎から学べるエキゾチックペットの眼疾患 沖田　将人（アレス動物医療センター）

■ステップアップセミナー　19 日㈯ 9:30 ～ 10:30 座長：藤原　明（フジワラ動物病院）
もっと知りたい小鳥の臨床応用編 小嶋　篤史（鳥と小動物の病院 リトル･バード）

■アドバンスセミナー　　　19 日㈯ 18:30 ～ 19:30 座長：佐々井　浩志（北須磨動物病院）
極めてみたいエキゾチックペット腫瘍性疾患 近藤　広孝（どうぶつの総合病院）

■パネルディスカッション　20 日㈰ 13:30 ～ 15:45 座長：深瀬　徹（葛城生命科学研究所）
 　　　藤原　明（フジワラ動物病院）

あなたならどう治療しますか？ウサギの消化管疾患
1. 当院での診断方法 今西　修大（春日丘動物病院）
 毛利　崇　（もうり動物病院）
 伊藤　寿朗（アイリス動物病院）

理学療法分科会
■ベーシックセミナー　　　19 日㈯ 15:30 ～ 16:30 座長：小林　孝之（アニマルクリニック　こばやし）

触診でランドマークを知ろう　今、触診しているのはどこかを知って
リハビリをする　筋の触診をして、リハビリにつなげる 山下　眞理子（学校法人シモゾノ学園）

■ステップアップセミナー　〈協賛：ベッツペッツ（㈱V	and	P）〉
　　　　　　　　　　　　　19 日㈯ 17:15 ～ 18:15 座長：種子島　貢司（マーレ動物クリニック）

こんなに多い？！猫の運動器疾患　―猫にリハビリは可能か？― 枝村　一弥（日本大学）

■パネルディスカッション　20 日㈰ 9:00 ～ 11:15 座長：佐野　忠士（酪農学園大学）
局所解剖を知ってリハビリをする：「頸部、頭蓋頸椎移行部」
1. どこがこわれたら、どのような症状が出るのか 柄本　浩一（えのもと動物病院）
2. 症例について…「頸部、頭蓋頸椎移行部」 柄本　浩一（えのもと動物病院）
3. リハビリ実例紹介 長坂　佳世（D&C Physical Therapy）

野生鳥獣分科会（共催：NPO法人		野生動物救護獣医師協会（WRV））
■アドバンスセミナー　　　20 日㈰ 14:45 ～ 15:45 座長：手塚　泰文（高島平手塚動物病院）

小笠原諸島における自然環境保護事業　―猫対策について― 堀越　和夫（NPO 法人 小笠原自然文化研究所）

行動学分科会
■ステップアップセミナー　19 日㈯ 10:45 ～ 11:45 座長：内田　恵子

行動診療につなげるための初期対応
―犬猫の困った行動を相談されたら― 藤井　仁美（代官山動物病院）

■アドバンスセミナー　　　20 日㈰ 13:30 ～ 14:30 座長：村田　香織（もみの木動物病院）
犬の問題行動を考えるときに理解してほしいこと
―犬とはどんな動物なのか？犬は人をどのように見ているのか？― 菊水　健二（麻布大学）

経営分科会
■ステップアップセミナー
　　　　　　　　　　　　　19 日㈯ 10:45 ～ 11:45

・そろそろ『インターネット』に対する先入観を捨てませんか 氏政　雄揮（㈱ブイエムスリー）
　　　　　　　　　　　　　19 日㈯ 14:15 ～ 15:15

・動物病院でマネージャーを活用していますか 鈴木　建二（光が丘動物病院、一般社団法人日本
 　　　　　　動物病院マネージャー協会）

　　　　　　　　　　　　　19 日㈯ 15:30 ～ 16:30
・マルプラクティスとコモンプラクティス　―米国の最低基準診療とは― 西山　ゆう子（保護動物アドバイザー、シェルターコンサルト）

　　　　　　　　　　　　　19 日㈯ 17:15 ～ 18:15
・マネージメントの観点から犬猫用ワクチン接種の現状と未来を考える 氏政　雄揮（㈱ブイエムスリー）

■アドバンスセミナー
　　　　　　　　　　　　　20 日㈰ 13:30 ～ 14:30

・札幌市ではどのようにペットショップと上手く付き合っているか 玉井　聡（( 一社 )札幌市小動物獣医師会、玉井動物病院）
　　　　　　　　　　　　　20 日㈰ 14:45 ～ 15:45

・企業病院が目指す動物病院の在り方と病院運営 永井　貴志（イオン動物医療センター　幕張新都心）
　　　　　　　　　　　　　20 日㈰ 16:30 ～ 17:30

・理想の動物病院像とは 上野　弘道（日本動物医療センター）

■パネルディスカッション　20 日㈰ 9:00 ～ 11:15
動物病院のベンチマークを考える
1. 動物病院の人材育成の観点から 牛草　貴博（セルトラスト・アニマル・セラビューテイク㈱）　
2. アニコム損保の保険金請求から 井上　舞（アニコムホールディングス）　
3. MBA の立場から 上野　弘道（日本動物医療センター）

感染症分科会
■ベーシックセミナー　　　19 日㈯ 17:15 ～ 18:15 座長：杉山　和寿（杉山獣医科病院）

いま問題になっているレプトスピラ症の対策　―レプトスピラ症の診断・治療― 村田　佳輝（むらた動物病院）

■ステップアップセミナー　19 日㈯ 18:30 ～ 19:30 座長：三輪　恭嗣（みわエキゾチック動物病院）
エキゾチックアニマルの感染症　―検査と治療―　両生類・爬虫類の新興感染症 田向　健一（田園調布動物病院）

■アドバンスセミナー　　　20 日㈰ 16:30 ～ 17:30 座長：水谷　哲也（東京農工大学）
いま臨床で注目すべき猫モルビリウイルス感染症　―腎炎との関係― 宮沢　孝幸（京都大学）
 古谷　哲也（東京農工大学）

■パネルディスカッション　19 日㈯ 9:30 ～ 11:45 座長：兼島　孝（みずほ台動物病院）
必ず解決できる耐性菌問題 　　　村田　佳輝（むらた動物病院）
1. 獣医療現場で生まれる耐性菌について考える 早坂　惇郎（みずほ台動物病院）
2. ヒト臨床現場での立場から　―基質特異性拡張型βラクタマーゼ
　（ESBL）産生菌を中心― 高橋　孝　（北里大学）
3. 小動物細菌検査室の立場から　―基質拡張型βラクタマーゼ（ESBL）
　産生菌を中心― 露木　勇三（㈱サンリツセルコバ検査センター）

クリニカルシンポジウム
〈腫瘍分野〉　　19 日㈯ 9:30 ～ 11:45

血管肉腫を制圧する 座長：入江　充洋（四国動物医療センター）
1. 胸腔内に発生する血管肉腫をいかに診断し治療するか 髙島　一昭（(公財) 動物臨床医学研究所）
2. 腹腔内に発生する血管肉腫をいかに診断し治療するか 生川　幹洋（三重動物医療センター　なるかわ動物病院）
3. 血管肉腫に対する内科療法と予後
　腫瘍随伴症候群に対する対応術 小林　哲也（日本小動物がんセンター）

〈循環器分野〉　20 日㈰ 9:00 ～ 11:15
もう一度見直す超音波検査法　―基本テクニックと各種疾患の診断・評価法― 座長：髙島　一昭（(公財) 動物臨床医学研究所）
1. 心エコー検査でどこまで病態が把握できるか 田口　大介（グリーン動物病院）
2. 腹部エコー診断がどこまで治療に役立つか 滝口　満喜（北海道大学）

モーニングセミナー　20日㈰ 7:30 ～ 8:45

①獣医師・企業対象
地球温暖化が環境に及ぼす影響　―特に生態系へ― 山根　義久（(公財) 動物臨床医学研究所）

②獣医師対象（呼吸器分野）	 座長：永延　清和（宮崎大学）
気道内刺激物と咳感受性　―動物も喉がイガイガするの？― 山谷　吉樹（日本大学）

人と動物の比較疾患研究会〔共催〕　20日㈰ 9:00 ～ 11:15

人から動物へ、動物から人へ　―獣医療と人医療の連携―
1. 獣医療と人医療の連携　―イノベーションの可能性― 茂木　正（経済産業省）
2. 人の角膜の再生医療 中村　隆宏（京都府立医科大学）
3. 動物の角膜の再生医療 伊藤　典彦（鳥取大学）
4. 動物と人の眼の違い 高橋　広樹（どうぶつ眼科専門クリニック）

動物のいたみ研究会〔共催〕
■ランチョンセミナー　19 日㈯ 12:00 ～ 13:15

飼い主さんからのいたみの質問について調査 山下　和人（酪農学園大学）

■シンポジウム　　　　19 日㈯ 14:15 ～ 17:15
トイプードルの膝蓋骨脱臼を極める 藤木　誠（鹿児島大学）
 川田　睦（ネオベッツ VR センター）
 枝村　一弥（日本大学）
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小動物臨床栄養学研究会〔共催〕
■ランチョンセミナー　20 日㈰ 11:30 ～ 12:45

皮膚および消化器のアレルギー疾患　―食物アレルギーを見逃さないポイント― 増田　健一（動物アレルギー検査㈱）

■シンポジウム　　　　20 日㈰ 13:15 ～ 15:15
尿石症を見直そう　―尿石症の診断と治療― 座長：辻本　元（東京大学）
1. 尿石症診断の基本        星　史雄 （北里大学
2. 尿石症治療のあれこれ　  大石　明広（帯広畜産大学）

■セミナー　20 日㈰ 15:30 ～ 17:30　〈協力：マースジャパンリミテッド〉	 座長：髙島　一昭（(公財) 動物臨床医学研究所）
高齢猫の臨床栄養：動物病院から家まで Dr. Rachel Korman（BVSc MANZCVS Small Animal 
                                         Internal Medicine）

内視鏡ドライラボ（有料開催）		協力：㈱AVS　19日㈯ 9:30 ～ 11:45

＊別途事前申し込みが必要です 亘　敏広（日本大学）

日本獣医内視鏡外科研究会〔共催〕　19日㈯ 17:15 ～ 18:15

獣医内視鏡外科手術の基礎から応用「安心してください。あなたにも使えますよ」 江原　郁也（ルカ動物医療センター）

日本犬糸状虫症研究会〔共催〕　19日㈯ 14:15 ～ 16:30

犬猫のフィラリア症　～2016 アップデート
1. 犬のフィラリア症の治療 田口　大介（グリーン動物病院）
2. 猫のフィラリア症の治し方 星　克一郎（見附動物病院）
3. 2016  AHS シンポジウムの話題提供 萩尾　光美（前宮崎大学）
4. 新しいフレキシブルアリゲーター鉗子の開発・販売 冨士森　真也（シンメディコ㈱）

日本獣医救急医療研究会〔共催〕
・20 日㈰ 9:00 ～ 10:00

救急医療の誤飲の実態？　―催嘔剤について― 神津　善広（北摂夜間救急動物病院）

・20 日㈰ 10:15 ～ 11:15
救急医療知るべき 3 つのポイント 小宮山　典寛（㈲日本ベェツ・グループ）

獣医行動学研究会〔共催〕
■ベーシックセミナー　18 日㈮ 19:30 ～ 21:00

犬および猫における問題行動
・犬における攻撃性に関連する問題行動 荒田　明香（東京大学）
・犬における恐怖・不安に起因する問題行動およびその他の問題行動 荒田　明香（東京大学）
・猫における問題行動 藤井　仁美（代官山動物病院）

一般社団法人　犬の遺伝病研究会〔共催〕　19日㈯ 15:30 ～ 16:30

 座長：津曲　茂久（日本大学）
犬と猫の遺伝子病：獣医師、繁殖者、飼い主の適切な理解のために 大和　修（鹿児島大学）

産業動物分科会
■第1日目（19 日㈯）
繁殖セミナー　　　　9:30 ～ 10:30 座長：石井　一功（石井動物病院）

牛の受胎性向上のための卵巣所見 三浦　亮太朗（日本獣医生命科学大学）

教育講演１　　　　　10:45 ～ 11:45	 座長：山田　裕（日本獣医生命科学大学）
胸部 X 線と CT 画像から牛呼吸器疾患の病態をひもとく 柄　武志（鳥取大学）

ランチョンセミナー　12:30 ～ 13:30　〈協賛：㈱フロンティアインターナショナル〉
世界の産業動物における超音波診断器の現状および最新技術を用いた新製品の紹介

獣医輸液研究会　　　14:15 ～ 16:30 座長：磯　日出夫（磯動物病院）
ビギナー向け牛呼吸器疾患の臨床薬理学（抗生物質・輸液・NSAIDs） 鈴木　一由（酪農学園大学）

症例報告　　　　　　17:15 ～ 18:15 座長：水谷　尚（日本獣医生命科学大学）

分科会報告　　　　　18:30 ～ 19:30
1. 国際学会参加報告

① 2016 WBC（アイルランド、ダブリン） 磯　日出夫（磯動物病院）
② 2016 AABP（米国、NC） 鈴木　一由（酪農学園大学）

2. HACCP セミナー：実例報告 川邉　久浩（熊本県城北家畜保健衛生所）
3. 産業動物に興味のある女性の会「畜ガールズ」の活動紹介 笹倉　春美（NOSAI 兵庫）

■第2日目（20 日㈰）
教育講演２　　　　　9:00 ～ 11:15 座長：石井　一功（石井動物病院）

牛呼吸器疾患を正しく診断する
1. 呼吸器疾患の胸部聴診および打診　　　　　 山田　裕（日本獣医生命科学大学）
2. フィールドでできる肺エコー診断　　　 佐藤　礼一郎（麻布大学）

ランチョンセミナー　12:00 ～ 13:00　（協賛：バイエル薬品㈱）
呼吸器疾患の抗生物質療法 

分科会セミナー　　　13:30 ～ 15:45 座長：犬丸　憲之（筑豊家畜診療所）
牛呼吸器疾患の集団予防と個体治療 松田　敬一（NOSAI 宮城）

症例報告とアワード表彰　16:30 ～ 17:30 座長：柄　武志（鳥取大学）
アワード表彰と総評 浜名　克己（鹿児島大名誉教授）

動物病院スタッフ・VT分科会
■専門学校職員に対するセミナー　19 日㈯ 14:15 ～ 16:30

 山根　義久（(公財) 動物臨床医学研究所）

■セミナー
（動物看護基礎講座）　　　　		

　1. 受付業務（接遇）について　　　                 19 日㈯ 9:30 ～ 10:30 坂上　緑（動物病院　接遇コンサルタント）

　2. 予防していますか？猫のフィラリア症　―動物看護師さんの出番です― 星　克一郎（見附動物病院）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     19 日㈯ 10:45 ～ 11:45

　3. あなたはわかりますか？看護の基本　         19 日㈯ 17:15 ～ 18:15
　     ―動物看護師試験から知識・技術を見つめ直そう― 湯川　尚一郎（倉敷芸術科学大学）

ペット業界の現状と将来について　　　　　      20 日㈰ 9:00 ～ 10:00 望月　和美（㈱コジマ）

あなたは理解していますか「エキノコックス」      20 日㈰ 14:45 ～ 15:45 森田　達志（日本獣医生命科学大学）　

■パネルディスカッション　　　　19 日㈯ 14:15 ～ 16:30
あなたも猫好きになりませんか？ 水越　美奈（日本獣医生命科学大学）
 松田　義高（㈱パメラ・ルースト）
 氏政　雄揮（㈱ブイエムスリー）

■動物看護技術講座（上級編）　　　20 日㈰ 10:15 ～ 11:15
より専門的な看護のために「麻酔」 北尾　貴史（動物メデイカルセンター）

ランチョンセミナー
19 日㈯ 12:00 ～ 13:15

1. 肝酵素上昇を見たら：POC 検査での次のステップ 大野　耕一（東京大学）
　協賛：富士フイルムメディカル㈱	 定員100名

2. 今ここが熱い！腸内環境について考える 福島　健次郎（東京大学）
　協賛：バイエル薬品㈱	 定員100名

3. 飼い主さんからのいたみの質問についての調査 山下　和人（酪農学園大学）
　協賛：動物のいたみ研究会	 定員100名

4. 犬の口腔衛生　―歯周病の予防、早期治療― 網本　昭輝（アミカペットクリニック）
　協賛：DSファーマアニマルヘルス㈱	 定員80名
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5. 軟部外科における高周波ラジオ波凝固装置の有用性の評価　―実際の使用例から― 座長：中山　正成（中山獣医科病院）
 市川　美佳（日本動物高度医療センター）
　協賛：㈱ellman-Japan	 定員80名

6. 犬の毛包虫症の「再発予防」を再考する 伊從　慶太（Vet Derm Tokyo）
　協賛：バイエル薬品㈱	 定員80名

7. 手持ちスリットランプ入門　～人と動物の眼科外来～ 伊藤　典彦（鳥取大学）
 野村　英一（横浜市立大学）
　協賛：興和創薬㈱	 定員80名

8. SMS ネットワーク接続自動体重・尿量計測付き猫用トイレの開発 岡本　芳晴（鳥取大学）
　協賛：シャープ㈱	 定員100名

9. 猫の糖尿病管理の基礎　～PZI 製剤の利点とは～ 松木　直章（東京大学）
　協賛：ベーリンガーインゲルハイムベトメディカジャパン㈱	 定員100名

10.（動物看護師対象） 
　動物看護師によるペットのデンタルケア指導 三浦　紫陽子（フジタ動物病院）
　協賛：メリアル・ジャパン㈱	 定員200名

20 日㈰ 11:30 ～ 12:45

1. 肝細胞腫瘤を攻略する　―CT による手術設計― 宇根　智（ネオベッツ VR センター）
　協賛：東芝医療用品㈱	 定員100名

2. 「もの言わぬ動物たちのために」最先端分析機器が教えてくれる動物達の気持ち 伊藤　典彦（鳥取大学）
　協賛：㈱島津製作所	 定員100名

3. 胃腸に優しい消化器フードのご紹介（Dr'S Care 犬用ストマックケア） 鳥巣　至道（宮崎大学）
　協賛：日本農産工業㈱	 定員100名

4. 皮膚および消化器のアレルギー疾患　―食物アレルギーを見逃さないポイント― 増田　健一（動物アレルギー検査㈱）
　協賛：小動物臨床栄養学研究会	 定員100名

5. 未来志向の動物病院経営学 藤原　慎一郎（㈱サスティナコンサルティング）
　協賛：㈱サスティナコンサルティング・㈱緑書房	 定員80名

6. ミニチュア・ダックスフントの呼吸器疾患 藤原　亜紀（日本獣医生命科学大学）
　協賛：獣医医療開発㈱	 定員80名

7. 緑内障への新治療：内視鏡下レーザー隅角形成術 印牧　信行（麻布大学）
 寺門　邦彦（麻布大学）
 辻田　裕規（どうぶつ眼科専門クリニック）
　協賛：飛鳥メディカル㈱	 定員80名

8. 総合獣医療のすすめ②
　―急性慢性炎症に対するクルクミン＋ボスウェリア活用例― 嶋田　照雅（大阪府立大学）
　協賛：㈱サン・メディカ	 定員80名

9. 動物皮膚科最前線　―デイリースキンケアという新概念― 伊從　慶太（㈱ Vet Derm Tokyo）
　協賛：大扇産業㈱・日本全薬工業㈱	 定員100名

10. ショックの判断と治療方法 上田　悠（カリフォルニア大学デービス校）
　協賛：㈱ヒューベス	 定員80名

特別セミナー

1. ［19 日㈯ 14:15 ～ 15:15］
　日本小動物内視鏡推進連絡会〔共催〕
　小動物の内視鏡検査　～この 10 年で何が変わったか～ 亘　敏広（日本大学）
　協賛：㈱AVS

2. ［19 日㈯ 14:15 ～ 16:30］
　犬猫のてんかん診断・治療 2016 長谷川　大輔（日本獣医生命科学大学）
　協賛：DSファーマアニマルヘルス㈱

3. ［19 日㈯ 14:15 ～ 16:30］
　症例から学ぶ腎臓病の最新検査アプローチ
　～病態生理、病理の復習から SDMA まで～ 平田　雅彦（アイデックスラボラトリーズ㈱）
　協賛：アイデックスラボラトリーズ㈱

4. ［19 日㈯ 14:15 ～ 15:15］ 座長：鯉江　洋（日本大学）
　パンフェノンＳ（抗酸化剤ピクノジェノール含有）を投与し著効を示した
　僧帽弁閉鎖不全犬の 1 例 ジェフリー・マイケル・ストロング（ホーファーリサーチ社）
 村上　和三（アフィネ動物病院）
 松下　昌文（㈱トレードピア）
 三橋　郁美（㈱スケアクロウ）
 大川　博（㈱スケアクロウ）
　協賛：㈱スケアクロウ

5. ［20 日㈰ 13:30 ～ 15:45］
　アルファキサロンを使ってみよう：どこから始める？ 三宅　ゆかり（ジェームスクック大学）
　協賛：Meiji	Seikaファルマ㈱

6. ［20 日㈰ 13:30 ～ 15:45］
　明日から使える眼科検査Ⅴ　―動画で見る眼科検査・2― 瀧本　善之（ナディア動物クリニック・動物眼科）
　協賛：千寿製薬㈱

一般口演（順不同）＊タイトルは変更となる場合があります。ご了承下さい。 19日㈯・20日㈰

・高齢犬の行動変化に関するアンケート調査 水越　美奈（日本獣医生命科学大学）
・犬における歯周病進行と年齢・犬種およびPorphylomonas gulae 荒井　延明（スペクトラムラボジャパン㈱）
　菌保有の関連性

・ネコモルビリウイルスの血清診断法の開発と疫学調査 小出　りえ（京都大学）
・犬の皮膚腫瘍発生頻度に関する品種間の比較検討 原田　知享（㈱アマネセル）
・犬の非甲状腺疾患における院内測定機器を用いた血漿 T4 および 岡田　梨江（岐阜大学）
　TSH 濃度測定

・覚醒下僧帽弁閉鎖不全症モデル犬における観血的血圧測定と 合屋　征二郎（東京農工大学）
　非観血的血圧測定の比較

・犬の血液透析におけるアルガトロバンの有用性の検討 堀本　茜（東京農工大学）
・犬と猫における脂質系検査項目の測定値標準化に向けた検討 三木　陽平（富士フィルムモノリス㈱）
・犬に寄生するジアルジア原虫に対するメトロニダゾールの駆除効果 深瀬　徹（葛城生命科学研究所）
・基準範囲共用に向けた臨床化学検査の標準化に関する検討 後藤　真由子（富士フイルムメディカル㈱）
・血液凝固異常を疑う犬におけるトロンビン－アンキトロンビン複合体の有用性 大滝　進吾（辻堂犬猫病院）

症例検討（順不同）＊タイトルは変更となる場合があります。ご了承下さい。 19日㈯・20日㈰

神経
・絹糸起因性無菌性脂肪織炎による後軀麻痺および融解性角膜潰瘍を 坂東　秀紀（南が丘動物病院）
　呈した犬の 1 例

・同部位反対側への椎間板ヘルニア再発に対して小範囲片側椎弓 大道　嘉広（兵庫ペット医療センター）
　切除術とコルセット外固定による術後管理を行った犬の 1 例

・てんかん重積の犬を想定したレベチラセタム直腸内投与の緊急処置法
　としての評価 高村　広樹（岩手大学）

・環椎・軸椎不安定症の犬における CT および MRI 所見の回顧的検討 華園　究（北海道大学）
・外科切除にて治療を行った犬の頚部脊髄領域に発生した 王子　隆（ネオベッツ VR センター）
　硬膜内―髄外腫瘍 14 症例

・胸腰部椎間板ヘルニアに対する低侵襲手術の検討 井尻　篤木（アツキ動物医療センター）
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・脳外科手術によって前頭葉の退形成性希突起膠細胞腫と診断された 中本　裕也（KyotoAR 獣医神経病センター）
　犬 8 頭に関する回顧的検討

・小脳に肉芽腫を形成した若齢犬の 1 例 春日　佐和子（フジサト動物病院）
・脳腫瘍に対し外科手術と放射線療法を実施した犬の 3 例 井上　克徳（アツキ動物医療センター）
・犬の胸腰部椎間板ヘルニアグレードⅤ 19 例の予後調査 谷　亮真（(公財) 動物臨床医学研究所）

呼吸器
・気管支鏡検査にて気道分泌物過剰を示し細気管支肺胞上皮癌と 城下　幸仁（相模が丘動物病院）
　診断した猫の 2 例

・診断に苦慮した気胸の犬の 1 例 進藤　允（近畿動物医療研修センター附属動物病院）
・下垂体性クッシング症候群による肺塞栓症と診断した犬の 1 例 岩田　徳余（舞鶴動物医療センター）
・特発性肺線維症と診断した犬の 1 例 秋山　道子（舞鶴動物医療センター）
・気管内異物に対して気管内視鏡下異物除去を実施した猫 1 例および犬 1 例 高橋　雅弘（高橋ペットクリニック）
・呼気・吸気における肺 CT 画像について 嶋崎　等（大阪府立大学）
・気管支軟骨の形成不全により自然気胸を発症した犬の 1 例 望月　俊輔（ネオベッツ VR センター）
・鼻咽頭狭窄症の猫の 2 例 船橋　めぐみ（すざき動物病院）
・好酸球性心嚢水貯留を認めた猫の 1 例 小西　翔（(公財) 動物臨床医学研究所）

循環器
・慢性心臓弁膜症の犬における短期心拍変動解析 大石　隆光（長居動物病院）
・急性膵炎からの回復期に僧帽弁形成術を実施した犬の 1 例 大島　奈公子（さくら動物病院）
・肺水腫を伴う僧帽弁閉鎖不全症に対して僧房弁形成術を実施した 1 例 橋爪　拓哉（南が丘動物病院）
・僧帽弁形成術における早期抜管に関連する因子の検討 新実　誠矢（茶屋ヶ坂動物病院）
・甲状腺機能低下症と左心室内に腫瘤を認めた肺高血圧症の犬の 1 例 松川　拓哉（まつかわ動物病院）
・Twiddler's syndrome の猫の 1 例 三島　良昌（さぎのみや動物病院・狭山動物心臓病研究会）
・犬の後大静脈欠損・左奇静脈連結の 1 例 松葉　萌香（岐阜大学）
・体外循環下開心術により整復した右室二腔症の犬の 1 例 柴崎　哲（関西動物ハートセンター）
・左大動脈弓と右大動脈管索による血管輪異常の犬の 2 例 柴崎　哲（関西動物ハートセンター）
・ペースメーカーを埋め込み後に重度肺高血圧症を発症した猫の 1 例 鈴木　陽彦（動物循環器・胸部外科センター、白石動物病院）
・僧帽弁形成術実施後に心房細動を起こした犬の 1 例 横井　愛美（日本大学）
・メラルソミン 1 回注射プロトコルによる犬の大静脈症候群の治療経験 池水　智博（北条動物病院）
・高脂血症を伴う僧帽弁閉鎖不全犬に対してプラバスタチンが 佐橋　悠（佐橋動物病院）
　有効であった 1 症例

・異なる状況の動脈管開存症 3 症例における外科治療戦略およびその考察 森　拓也（近畿動物医療研修センター）
・洞不全症候群を併発した肺高血圧症の犬の 1 例 陶山　雄一郎（(公財) 動物臨床医学研究所）
・重度の僧帽弁狭窄症を呈した心内膜線維化型拘束型心筋症の猫の 1 例 清水　美希（東京農工大学）
・開胸下ハイブリッドアプローチにて心房中隔欠損症のアンプラッツ 田中　綾（東京農工大学）
　塞栓術を行った犬の 1 例

・僧帽弁閉鎖不全症犬に対する他社ピモベンダン製剤からピモハート 上村　睦子（東京農工大学）
　への切り替え症例の報告

腎泌尿器
・尿管結石による尿管閉塞および破裂に対する術後に 西峯　健介（松原動物病院）
　急性呼吸窮迫症候群の発症を疑った犬の 1 救命例

・急性腎不全により乏尿に陥った犬に対して血液透析を行った 1 例 下茂　悠作（松原動物病院）
・4 カ月齢の猫で起こった結石関連と思われる両側の尿管通過障害の 1 例 藤原　昌雄（長崎どうぶつ病院）
・SDMA と既存の腎マーカーを比較検討した犬猫の 100 例 森川　玲　（AC プラザ苅谷動物病院明治通り病院）
・会陰尿道造瘻術を実施した猫 33 例における予後調査 川﨑　美苗（(公財) 動物臨床医学研究所）
・多発性外傷を伴った尿道損傷の犬の 2 例 小野　高宏（きび動物クリニック）
・犬の腎嚢胞性疾患の診断 鈴木　敬子（日本動物高度医療センター）
・蛋白漏出性腎症の治療中に動脈血栓塞栓症を発症した犬の 1 例 安川　邦美（山陽動物医療センター）
・尿管結石の犬の 1 例 伊藤　千恵子（(公財) 動物臨床医学研究所）
・尿管膀胱吻合術および腎臓膀胱バイパス術を実施した尿管結石の猫の 1 例 小笠原　淳子（(公財) 動物臨床医学研究所）

生殖器・繁殖
・子宮断端に発生した子宮多形細胞肉腫により、排便困難を呈した猫の 1 例 山田　昭彦（西京極どうぶつ病院）
・異所性尿管を伴う共通尿生殖洞の犬の 1 例 宇野　理恵（セントラルシティ動物病院）
・縫合糸反応性肉芽腫による水腎症に対し尿管ステントを使用した犬の 1 例 船橋　めぐみ（すざき動物病院）

運動器
・長期間経過した犬のレッグ・カルベ・ペルテス病を大腿骨頭回転術 樋口  雅仁（動物整形外科病院）
　により完治させた１治験例

・犬肘関節後方アプローチの肘頭骨切りをセェブロン骨切り術にて 樋口  雅仁（動物整形外科病院）
　行った上腕骨顆間骨折の５治験例

・肘関節脱臼の整復を行った猫の 1 例 陶山　雄一郎（(公財) 動物臨床医学研究所）
・軸椎歯突起骨折による環軸不安定症に対して外科治療を行った若齢猫の 1 例 井野　寛之（にいはま動物病院）

消化器
・CT 検査および腹腔鏡下生検を併用した肝臓腫瘤の犬の 5 症例 三澤　果林（Pet Clinic アニホス）
・骨化生を伴う皮下腫瘤を認めた会陰ヘルニアの犬の 1 例 佐々木　啓允（大阪府立大学）
・犬の肝損傷に対する初期治療の検討 臼井　政寿（相模原どうぶつ医療センター）
・胆石と胆嚢壊死および腹膜炎を認めた胆嚢破裂の犬の 2 例 山下　陽平（小出動物病院）

・中央区域の肝内性門脈体循環シャント犬 2 例における 小出　和欣（小出動物病院）
　肝外アプローチ法による結紮部位の比較と考察

・家族性に炎症性結直腸ポリープと直腸腺癌を発症した 市橋　弘章（フジタ動物病院）
　ミニチュアダックスフントの 4 症例

・犬におけるプラジクアンテルとピランテルパモ酸塩およびフェバンテル 深瀬　徹（葛城生命科学研究所）
　を有効成分とする駆虫薬投与後の嘔吐の発生とマロピタントクエン酸塩－
　水和物製剤の前投薬によるその予防

・局所型重症筋無力症の犬の 1 例 辻　英里子（西京極どうぶつ病院）
・外科的切除を行った腸リンパ管拡張症の犬の 1 例 大東　勇介（おおひがし動物病院）
・重度貧血を認めた多発性肝嚢胞の猫の 1 例 林　雄平（日本動物高度医療センター）
・外科切除された犬の胆嚢病変 394 例の病理学的特徴 二瓶　和美（日本動物高度医療センター）
・結腸亜全摘出術を実施した特発性巨大結腸症の犬の 1 例 佐藤　勇希（日本動物高度医療センター）
・静脈血栓塞栓症ののちに大動脈血栓塞栓症を併発した犬の 1 例 西森　大洋（山陽動物医療センター）
・巨細胞性肝炎と診断した猫の 1 例 小出　美沙紀（東京大学）
・形質細胞性口内炎の猫の 1 例 坂本　惠（(公財) 動物臨床医学研究所）
・当院における胆嚢摘出後の予後調査 小西　翔（(公財) 動物臨床医学研究所）
・胃拡張胃捻転症候群の小型犬の 6 例 伊藤　千恵子（(公財) 動物臨床医学研究所）
歯科

・犬の歯周病に対するstreptococcus salivarius  k12（口腔内善玉菌） 大蔵　佳織（ダクタリ動物病院　京都医療センター）
　の臨床検討

・口腔内プロバイオティクスで維持している慢性潰瘍性歯周口内炎 中西　淳（なかにし動物病院）
　（CUPS) の犬の 1 例

・ウサギの不正咬合処置時の頻回麻酔が回復時間に及ぼす影響 大成　衷子（アミカペットクリニック）
・眼窩下膿瘍、歯瘻、口腔鼻腔瘻の術前検査からみた全身への影響 小川　祐生（アミカペットクリニック）
・犬の歯肉炎に対するイヌインターフェロンα製剤投与後の長期経過観察 山木　誠也（アミカペットクリニック）
・肉眼所見では原因歯が判明できなかった外歯瘻の犬の 1 例 松木薗　麻里子（フジタ動物病院）
・犬の口腔鼻腔瘻における疫学的特徴 山地　七菜子（フジタ動物病院）
・抜歯手技の検討 樋口　翔太（動物整形外科病院）
・口腔内のスピロヘーターがみられた歯周症症例にアジスロマイシン 坂田　好美（坂田犬猫病院）
　を投与した犬 33 頭と猫 21 頭の回顧的研究
眼科

・眼瞼に原発性 T 細胞性リンパ腫を認めた犬の 1 例 中泉　直樹（横浜どうぶつ眼科）
・猫の高血圧性網膜症の原因に褐色細胞腫が疑われた 1 例 平島　享（千村どうぶつ病院）
・原発性開放隅角緑内障の犬の 1 症例 池田　健一郎（大分小動物病院）
・ジャックラッセルテリアのブドウ膜炎の 1 症例 吉野　信秀（大分小動物病院）
・眼球突出を主訴に来院した頬骨唾液腺疾患の犬の 3 例 佐藤　秀樹（トピア動物病院）
・深部角膜潰瘍を伴う慢性緑内障や慢性眼内炎に対して眼球温存を試みた犬の4 例 川上　亮（ネクスト動物病院）
・眼科リンパ腫の犬の 1 例 西村　紳（大阪府立大学）
・虹彩前癒着部の角膜混濁が進行性に悪化した猫の 1 例 山形　静夫（山形動物病院）
耳鼻咽喉科

・全耳道切除術を実施した犬の 1 例 小笠原　淳子（(公財) 動物臨床医学研究所）
皮膚

・多発性色素性プラークからパピローマウイルスが検出された犬の 1 例 古川　恵子（古川動物病院）
・トリミング後に発症した若年性蜂窩織炎様疾患の 1 例 杉山　直也（兵庫ペット医療センター）
・オクラシチニブで治療を行った慢性再発性の掻痒性皮膚疾患の犬 69 例 池　順子（吉田動物病院）
・瘙痒を示す犬にポリフェノール含有サプリメントを使用した 2 例 晴山　明日香（表参道ペットクリニック）
・犬の皮膚 T 細胞リンパ腫の組織分類と予後 長峯　栄路（サンリツセルコバ検査センター）
・病理組織学的検査により上皮向性リンパ腫と診断された皮膚 元山　奈津美（倉敷動物医療センター・
　エリテマトーデス疑いの犬の 1 例 　　　　　　　アイビー動物クリニック）

・犬の毛刈り後に認められた被毛の伸長の異常とクモノスカビの一種Rhizopus  中村　有加里（イオン動物病院イオンモール KYOTO）
　oryzae を用いて作成した麹からの抽出物を含有する製品によるその治療の試み

・イソオキサゾリン系薬物を有効成分とする外部寄生虫駆除薬による 中村　有加里（イオン動物病院イオンモール KYOTO）
　犬に寄生するニキビダニの駆除

・全身性組織球症と診断したバーニーズマウンテンドッグの 1 例 秋山　今日子（舞鶴動物医療センター）
・ミルベマイシン・アフォキソラネルの合剤による薬疹と診断した犬の 1 例 毛利　崇（もうり動物病院）
・食物アレルギー性皮膚炎の治療後に発症した犬アトピー性皮膚炎に 井上　慎也（代官山動物病院）
　アポキル錠が奏功した犬の１例

・慢性再発性外耳炎で耳垢の細菌培養検査に基づいた抗生剤の選択と 井上　慎也（代官山動物病院）
　食物除去試験が奏功した犬の 1 例

・イトラコナゾールによる落葉状天疱瘡様薬物反応が疑われた猫の 1 例 合田　直樹（セントラルシティ動物病院）
内分泌

・高カルシウム血症が認められた犬に甲状腺の片側 1/2 を残し 佐藤　岳（おさむら動物病院）
　全摘出術を行った 1 例

・猫の糖尿病を伴う非定型アジソン症と考えられた 1 例 柴田　恵美子（中郷どうぶつ病院）
・甲状腺機能低下症に併発した甲状腺濾胞細胞癌の犬の 1 例 長尾　拓真（グリーン動物病院）
・原発性上皮小体機能亢進症の猫の 1 例 柳本　勲（まさき動物病院）
・原発性高アルドステロン症の猫の 1 例 佐藤　遼（松原動物病院）
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血液・免疫
・化学療法による治療が困難であった多発性骨髄腫の犬の 1 例 羽迫　広人（山陽動物医療センター）
・体表リンパ節の腫大を伴った B 細胞性胃リンパ腫の犬の 1 例 藤井　祐至（山陽動物医療センター）
・ペルゲル・フェット異常のノルウェージャンフォレストキャットの 1 例 酒井　秀夫（諫早ペットクリニック）
・脾摘を行った脾リンパ腫の猫の 2 例 酒井　秀夫（諫早ペットクリニック）
・真性赤血球増加症の猫の 1 例 高橋　義明（ペットクリニック ハレルヤ ）
・全身性反応性組織球症と診断されたバーニーズマウンテンドッグの 1 例 古澤　香奈（光が丘動物病院）
・出血傾向を全血血栓形成観測システム（T-TAS）により確認できた犬の3例 安川　洋子（東京農工大学）
・無症状の血小板減少症の犬の 1 例 中川　泰輝（いぶきの動物病院）
・播種性血管内凝固 (DIC) 診断におけるトロンビン - アンチトロンビン 竹田　沙和子（本牧通り動物病院）
　複合体（TAT）とトロンボエラストメトリー（ROTEM®）の有用性の検討

・血球貪食症候群を疑った猫の 2 例 小路　祐樹（山陽動物医療センター）
・本態性血小板減少症の犬の 3 例 小路　祐樹（山陽動物医療センター）
・脾摘が有効であった NRIMA の犬の 1 例 西森　大洋（山陽動物医療センター）
・化学療法が奏功したリヒター症候群を疑う犬の 1 例 羽迫　広人（山陽動物医療センター）

腫瘍
・単純性腎嚢胞との鑑別が困難であった単房性嚢胞状腎細胞癌の犬の 1 例 澤　康二郎（澤動物病院　神奈川動物医療センター）
・T-cell low grade から T-cell high grade に悪性転化し、 加藤　直之（カトウ獣医科クリニック）
　さらに 2 次がんが併発した消化管リンパ腫の猫の 1 例

・dynamic CT にて肝細胞腺腫の典型的画像所見を示した犬の 1 例 澤　康二郎（澤動物病院　神奈川動物医療センター）
・右心房に線維肉腫が発生した犬の 1 例 太田　茉耶（ハート動物クリニック）
・犬の甲状腺腫瘤における細針吸引生検の有用性と限界 米富　大祐（岐阜大学動物病院）
・胸腔内腫瘤病変のみを主訴に紹介された犬の症例における原発部位の検討 牧野　真幸（岐阜大学）
・T zone リンパ腫の治療中に高悪性度消化器型リンパ腫を起こした犬の 1 例 米地　若菜（奈良動物二次診療クリニック ）
・犬猫におけるリン酸トセラニブの副作用の検討 西戸　達郎（ファーブル動物医療センター）
・偶発的に発見された肝細胞癌の犬の 2 例 小出　由紀子（小出動物病院）
・薬剤溶出性ビーズを用いて肝動脈化学塞栓療法を実施した犬の 1 例 坪居　穏佳（アツキ動物病院）
・大網原発粘液肉腫と診断した犬の 1 例 和田　貴仁（ピジョン動物愛護病院　川口院）
・超音波診断装置が役立った猫の腸腺癌の 1 例 田邉　悌次郎（きりん動物病院）
・犬の腫瘍随伴症候群の 6 例 島崎　博美（表参道ペットクリニック）
・外科的摘出後にロムスチンを使用した回腸大顆粒リンパ球性 橋本　直幸（倉敷動物医療センター・アイビー動物クリニック）
・膵転移を認めた頬粘膜に発生した悪性黒色腫の犬の 1 例 田村　和也（倉敷動物医療センター・アイビー動物クリニック）
・術後早期に再発転移した回腸部未分化肉腫（悪性末梢神経鞘腫疑い） 松木  ジーン  豪平（倉敷動物医療センター・
　の犬の 1 例 　　　　　　　　　アイビー動物クリニック）

・血管肉腫の犬の 1 例 坂本　惠（(公財) 動物臨床医学研究所）
・腸管に発生した猫の消化器間質腫瘍（GIST) の 1 例 諏訪　晃久（山陽動物医療センター）
・鼻腔内腫瘍および眼窩腫瘍における CT・MRI 所見 田中　利幸（近畿動物医療研修センター）
・皮下埋め込みポートで腹腔内化学療法を行った卵巣性索間質細胞腫瘍 岡野　久美子（日本動物高度医療センター）
　の犬の 1 例

・下顎骨の骨皮質菲薄化と骨膨隆を認めた骨肉腫の猫の 1 例 中道　潤（日本動物高度医療センター）
・喉頭および気管に発生したリンパ腫の猫の 1 例 大谷　豪（セナ動物病院）
・SUB システムを用い膀胱－前立腺全摘出を行った前立腺癌の犬の 1 例 佐藤　晃大（草村動物病院）
・膀胱前立腺全摘出術を実施した前立腺癌の犬の 1 例 三谷　浩気（舞鶴動物医療センター）
・腹腔内に浸潤を認めた左大腰部巨大脂肪肉腫を外科的に摘出した犬の1例 山岸　雅博（三重動物医療センター・なるかわ動物病院）
・犬の口腔内肥満細胞腫の 1 例 谷　亮真（(公財) 動物臨床医学研究所）
・Liposarcoma of the spermatic cord in a Miniature Poodle dog: a rare case LEE, KIJA（李奇子）（College of Veterinary Medicine 
 　　　　　　　　　 Kyungpook National University）

・脾臓に発生した骨髄脂肪腫の犬の 1 例 北村　憲彦（大阪府立大学）

エキゾチックペット
・外科的整復を行った踵骨骨折のウサギの 2 例 原田　高志（ハート動物クリニック）
・貧血を呈したウサギの 25 例 岡村　健作（ときわ動物病院）
・後肢跛行を呈したウサギの骨肉腫の 1 例 上田　憲吾（北須磨動物病院）
・外科治療で回復したグリーンイグアナ（Iguana iguana）の卵塞症の 1 症例 川口　太平（北須磨動物病院）
・ウサギの腹腔内膿瘍の診断に関する検討 岡本　佳奈子（北須磨動物病院）
・吻側下顎骨切除術を施したウサギの下顎骨肉腫の 1 例 清水　茉莉香（北須磨動物病院）
・ウサギの子宮疾患 211 症例の回顧的検討 傳田　有希（北須磨動物病院）
・肥大性骨症を伴った顆粒膜細胞腫のツナギトゲオイグアナの 1 例 毛利　崇（もうり動物病院）

行動学
・保護猫を引き取った後に生じた、猫同士の攻撃行動の 1 例 小田　健郎（札幌動物行動クリニック）
・強い不安や恐怖を示した特発性てんかんの犬の 1 例 近藤　悦子（神戸いぬ・ねこ問題行動診療）

感染症
・犬猫糞便中 Helicobacter  pylori 抗原の検索 鶴岡　浩志（みみ動物病院）
・腹腔内に異所寄生が認められた犬糸状虫の犬の 1 例 加山　英（山田動物病院）
・1 回の胸水除去後プレドニゾロンの継続投与で 1 年半生存した 福井　健太（サン・ペットクリニック）
　猫伝染性腹膜炎の 1 例

・滲出型より非滲出型 FIP に移行した子猫の 1 例 亀山　佳奈（セナ動物病院）
・臨床症状がぶどう膜炎から始まり診断に苦慮したクリプトコックス症の犬の１例 樋笠　正晃（セントラルシティ動物病院）

その他
・鳥取県中西部における飼育猫の性別、飼育環境別、飼育頭数別の死亡年齢 水谷　雄一郎（(公財) 動物臨床医学研究所）
・鳥取県中西部における飼育猫の FIV/FeLV 陽性猫の死亡年齢 水谷　雄一郎（(公財) 動物臨床医学研究所）
・狂犬病ワクチンと混合ワクチンの同時注射による臨床観察と抗体価測定 小久保　貴史（コジマ動物病院）
・脂肪酸製品 PC50-524（アンチノール）投与にて一定の改善をみた 日笠　喜朗（鳥取大学）
　高脂血症犬の 9 頭

・低侵襲手術に適した手術室の設計 金井　浩雄（かない動物病院）
・猫の飼い主に行ったアンケート調査 山中　智代（もみの木動物病院）
・人と動物の未来センター・アミティエにおける保護犬・猫の 川﨑　美苗（(公財) 動物臨床医学研究所）
　健康状態および譲渡後の追跡調査

・1.5T  MRI による犬の肝臓領域撮像に関する検討 山城　徳之（近畿動物医療研修センター）

ポスターセッション（順不同）＊タイトルは変更となる場合があります。ご了承下さい。 19日㈯・20日㈰

・繁殖施設の飼育猫から検出されたジアルジアの遺伝子型解析 伊藤　洋一（伊藤動物病院）
・Tibial plateau leveling osteotomy（TPLO）実施後に膝蓋骨内方脱臼 杉浦　光裕（あいち犬猫医療センター）
　の再発が認められた犬の 1 例

・低線量放射線ホルミシスシートの抗がん作用 加藤　明久（D&C 獣医科クリニック）
・水素の動物臨床への応用　～最新の知見～ 加藤　明久（D&C 獣医科クリニック）
・手術支援としての 3D-CT 画像の活用 町田　由佳（奈良動物二次診療クリニック）
・健常犬への蛋白加水分解フード給与による腸内細菌叢の変化と 飯島　裕子（北里大学）
　アップルファイバー添加の効果

・鳥取県中西部における傷病野生鳥獣救護の現状 小椋　美佳（倉吉動物医療センター・山根動物病院）
・犬と猫におけるオーラルケア歯ブラシとガーゼとの効果の比較 澤田　眞弓（成城こばやし動物病院）
・当院のパピークラスでの子犬の行動変化について 小川　美香（倉吉動物医療センター・山根動物病院）
・寄生虫　―身近にある危険― 田中　諒他（専門学校穴吹動物看護カレッジ）
・涙やけの改善 恵比須　菜緒（専門学校穴吹動物看護カレッジ）
・震災とペット　―香川県の取り組み― 天野　沙帆（専門学校穴吹動物看護カレッジ）
・日本と外国の愛玩動物に対する考え方の違いについて 三宅　桃子（岡山理科大専門学校）
・エキゾチックアニマルの人獣共通感染症について 松井　沙也加（岡山理科大専門学校）
・身近に潜む室内の危険とその防止法 築地　克弥（岡山理科大専門学校）
・日本における犬の混合ワクチンの現状と理想的な混合ワクチン接種について 美甘　莉甫（岡山理科大専門学校）
・チワワのアップルヘッドについて 瀧澤　沙帆（岡山理科大専門学校）
・耳垢の役割について 横地　知保（岡山理科大専門学校）
・当院におけるデンタルケアセミナーの取り組みとその成果 宮田　歩実（米子動物医療センター）
・当院における過去 5 年間の熱中症来院数の推移 米田　沙也加（米子動物医療センター）
・おもちゃの細菌について 甲斐　稚秀子（穴吹動物専門学校）
・目の大切さ 静政　貴文（穴吹動物専門学校）
・シニアになったら 武田　潮美（穴吹動物専門学校）
・耳について 小笠原　遥（穴吹動物専門学校）
・手洗い後の条件と細菌繁殖に関する研究 中垣　志菜（大阪 ECO 動物海洋専門学校）
・高機能自閉症スペクトラム障害児への犬の介在効果 伊藤　可那子（大阪 ECO 動物海洋専門学校）
・犬に危険な食べ物の認知度と飼い主の意識の関係 桑名　美佳（大阪 ECO 動物海洋専門学校）
・動物園における環境エンリッチメント 広島アニマルケア専門学校

スタッフ口頭発表（順不同）＊タイトルは変更となる場合があります。ご了承下さい。 19日㈯・20日㈰

・ホームケアーの情報提供における効果 佐倉井　美紅（アリス動物病院）
・飼い主がもっと使いたくなる食道カテーテルのすすめ方 櫻井　香保（ミドリペットクリニック）
・IT 機器の積極的活用によるホスピタリティの向上について 川島　瞳（もうり動物病院）
・再生医療における動物看護師の新たな専門性 赤堀　未来（ときわ動物病院）
・「犬褥瘡発生予測評価表」を使用した事例に関する一考 阿部　真由美（ダクタリ動物病院　京都医療センター）
・TPLO（脛骨高平部水平化骨切り術）の術後管理 藪野　公子（藤井寺動物病院　動物人工関節センター）
・当院のパピークラスでの子犬の行動変化について 小川　美香（倉吉動物医療センター・山根動物病院）
・若齢犬に発生したマイクロチップ挿入に関する有害事象の 2 例 中里　遥佳（ハート動物クリニック）
・猫の飼い主さまの意識調査 笠松　晴香（もみの木動物病院）
　―高齢猫ちゃん検診で行ったアンケート結果より―

・飼い主へのアンケート調査　―ペットが腹腔鏡下不妊手術を受けて― 高野　莉英（クウ動物病院）
・小型犬を用いた子猫教室の試み 田邉　美貴（きりん動物病院）
・整形外科手術後の理学療法 堀田　直美（藤井寺動物病院　動物人工関節センター）
・PDCA サイクルを用いた動物看護師の取り組みと役割 名本　圭太（フジタ動物病院）
・当院におけるデンタルケアセミナーの取り組みとその成果 宮田　歩実（米子動物医療センター）
・高反発および低反発マットレスにおける体圧分散効果の比較 阿部　真由美（ダクタリ動物病院　京都医療センター）
・手洗い後の条件と細菌繁殖に関する研究 中垣　志菜（大阪 ECO 動物海洋専門学校）
・高機能自閉症スペクトラム障害児への犬の介在効果 伊藤　可那子（大阪 ECO 動物海洋専門学校）
・犬に危険な食べ物の認知度と飼い主の意識の関係 桑名　美佳（大阪 ECO 動物海洋専門学校）
・日本と外国の愛玩動物に対する考え方の違いについて 三宅　桃子（岡山理科大専門学校）
・日本における犬の混合ワクチンの現状と理想的な混合ワクチン接種について 美甘　莉甫（岡山理科大専門学校）
・耳垢の役割について 横地　知保（岡山理科大専門学 校 ）
・介護老人保健施設、グループホームにおける動物介在活動での 大島　睦美（神戸ブレーメン動物専門学校）
　ストレス軽減の証明

・犬のマッサージを通しての動物病院での順化の検討 広島アニマルケア専門学校



●お問い合わせ先
動物臨床医学会年次大会事務局
〒682-0025 鳥取県倉吉市八屋214-10
　（公財）動物臨床医学研究所内
TEL: 0858-26-0851　FAX: 0858-26-2158
E-mail: dorinken@apionet.or.jp
URL: http://www.dourinken.com/

■参加登録料
事前登録 当日登録

個人（A・B・C）会員、団体会員、特別会員 10,000 円 15,000 円
個人 A 会員の家族及びそこに勤務する獣医師 12,000 円 17,000 円
非会員（プロシーディングのデジタル版付、事前登録のみ） 25,000 円 30,000 円
非会員（19 日㈯のみ） 18,000 円 20,000 円
非会員（20 日㈰のみ） 18,000 円 20,000 円
学生（社会人大学院生及び社会人研究生は含みません）  3,000 円  5,000 円
産業動物獣医師 10,000 円 15,000 円
スタッフ（VT）  （19 日㈯, 20 日㈰） 12,000 円 13,000 円
スタッフ（VT）  （19 日㈯のみ）  7,000 円  8,000 円
スタッフ（VT）  （20 日㈰のみ）  7,000 円  8,000 円
ベーシックセミナー（18 日㈮ 19:30 ～ 21:00）ステップアップセミナー

事前登録及び当日登録されていれば入場可能です。
18 日㈮のセミナーのみ聴講希望の場合は、参加費 2,000 円で当日受け付けます。

歓迎交流会（19 日㈯ 19:00 ～ 21:00） 参加費 5,000 円　 リーガロイヤルホテルにて
＊プロシーディング1セット（No.1 ～ 3）　22,000円

■獣医総合臨床認定医取得の概略
①基本資格

  i）小動物臨床経験を 5 年間以上有する者。
  ii） 申請時より過去 5 年間以上連続して本学会の会員であり、会費を

完納している者。
 iii）申請時より過去 5 年間以内に 3 回以上本学会へ出席している者。

＊規定および細則につきましてはホームページを参照下さい。
＊ポイント手帳（2,000 円）は当日会場でも販売します

②ポイント制
　ポイントの取得は以下の基準により、
　合計 50 ポイント以上が必要です（ポイント手帳に確認印）。

  i） 受講：認定医委員会が定めた本学会のセミナー等を受講し、各
分野において 2 ポイント以上 6 ポイントまで、合計 30 ポイント
以上のポイント取得が必須です。

  ii） その他、当学会等での発表、司会・座長、論文掲載、講習会等
の出席に対しても細則に定めるポイントが取得できます。

　　（各ポイントは取得より 5 年間有効）

ステップ	Ⅰ ポイント手帳購入（2,000円）

ステップ	Ⅱ ポイント取得
ステップ	Ⅲ 受験資格審査
ステップ	Ⅳ 認定医試験
ステップ	Ⅴ 認定医登録申請

基本資格を有し、過去5年以内に取得したポイントが50ポイント以上になったら、
受験資格申請書を提出（財団HPよりダウンロード）。

1年に1回行われる認定試験を受験（HPやニュースレターなどで公示）。

認定医試験に合格したら1年以内に獣医総合臨床認定医認定登録申請書を提出。

■その他
●19日㈯の終了後、歓迎交流会を開催（会場：リーガロイヤルホテル）　・ACRF Award 授与式（5Fにて）
　同伴の奥様、スタッフの方々も是非ご参加下さい。（参加費  5,000円）
●19日㈯、20日㈰、展示会場（3F・5F）にて薬品、医療器具、ペット関係、書籍等の展示があります。
●美術ギャラリー（5F）にて、会員の先生方の趣味の作品を展示します。

●同封の振替用紙（青色用紙）で必要事項を記入の上お振込み下さい。
●ウェブサイトでも事前登録を受け付けております。（但し、クレジットカード決済のみ）
　詳しくは  https://v3.apollon.nta.co.jp/dorinken16/  又は  http://www.dourinken.com/  をご覧下さい。
●事前参加登録締切日は11月4日㈮ 必着厳守でお願いします。
●ランチョンセミナー、モーニングセミナー参加ご希望の場合は、
　事前登録の際に併せてお申込み下さい。先着順にて受付けます。
　（ウェブサイト、郵便振込のいづれの方法でもお申込み可能です。）
●発表者・展示会場のみの入場の方も登録をお願い致します。依頼講演の方は参加登録料は免除。
●事前参加登録をされた場合、登録料金の返金は致しかねます。
●会員入会希望の方は同封の振替用紙（赤色用紙）で年次大会までに（11月4日㈮ 必着）お振込み下さい。

■交通のご案内
◇関西国際空港から
 ・JR「大阪駅」まで約 55 分
 ・南海電鉄「なんば駅」まで約 30 分
 ・空港リムジンバスで「大阪駅」まで約 60 分

◆会場へのアクセス
＜電車＞ 
・ 京阪電車中之島線「中之島（大阪国際会議場）駅」

（2 番出口）すぐ
・JR 大阪環状線「福島駅」から徒歩約 10 分
・ JR 東西線「新福島駅」（2 番・3 番出口）から徒歩

約 10 分
・ 阪神本線「福島駅」（3 番出口）から徒歩約 10 分
・ 大阪市営地下鉄「阿波座駅」（中央線 1 号出口・

千日前線 9 号出口）から徒歩約 10 分

◇大阪国際空港（伊丹）から
 ・空港リムジンバスで「大阪駅」まで約 30 分

◇新幹線（新大阪駅）から
 ・JR 在来線で「大阪駅」まで約 5 分

＜バス＞
・ JR「大阪駅」駅前バスターミナルから、大阪市営

バス（53系統 船津橋行）または（55系統 鶴町四行）
で約 15 分「堂島大橋」バス停下車すぐ

・ 無料シャトルバスが、「リーガロイヤルホテル」
（学会会場隣）とJR「大阪駅」西側（高架下）の間

で運行されており、ご利用頂けます
・ 中之島ループバス「ふらら」で「淀屋橋」バス停

（淀屋橋西詰：住友ビル 1 号館前）から約 13 分

至  広島
To Hiroshima

JR山陽新幹線
JR Sanyo Shinkansen

新神戸
JR Shin-Kobe 新大阪

JR Shin-Osaka

関西国際空港
Kansai International Airport

至  東京
To Tokyo

京都
JR Kyoto

JR東海道新幹線
JR Tokaido Shinkansen

JR Osaka
大阪

大阪国際空港（伊丹）
Osaka International Airport


