
第８回 兵庫県開業獣医師会臨床研究会 
平成 30年 2月 4日(日) 於 舞子ビラ神戸（兵庫県神戸市垂水区東舞子町 18-11） 

<<プログラム>> 

～午前の部～ 

 モーニングセミナー 7：30受付開始「藤の間」 

8：00～9：00  セミナー「日常の外科手術に磨きをかける 

    ～手術器具の操作法ちょっとしたコツとピットホール～」 

秋吉 秀保先生（大阪府立大学大学院 生命環境科学研究科 准教授） 

座 長  宮 豊（阪神） 

 開会・午前講演 9：00 受付開始「舞子の間ⅠⅡ」 講師協賛：DSファーマアニマルヘルス株式会社 

9：30～  開会あいさつ  兵庫県開業獣医師会 会長 山田 壽和 

 ～11：50 講 演「犬の僧帽弁閉鎖不全症 診断・管理の基本と実際」 
竹村 直行先生（日本獣医生命科学大学 獣医学部獣医学科 教授） 

座 長  菅野 信二（摂丹） 

11：50～12：00 DSファーマアニマルヘルス株式会社 プレゼンテーション 

 

12：00～13：10 昼食休憩：（昼食時 於同会場）協賛企業様プレゼンテーション（9社様予定） 

 ブース出展会場：舞子ビラ神戸 3 階「舞子の間Ⅲ」（展示は 17：30まで） 

～午後の部～ 

 症例発表 17題        オブザーバー・優秀演題賞審査員：竹村 直行先生・秋吉 秀保先生 

番

号 
タイムスケジュール 演 題（前半１３：１０～１４：４５予定） 

発表演者 

（所属） 
座 長 

1 13：10～13：21 
経時的な MRI 検査により寛解を確認できた起源不明髄膜脳

炎を疑った犬の 1例 

大道 嘉広 

（兵庫ペット医療センター） 

中西 大介 

（西宮） 

2 13：22～13：33 
発咳を主訴とする犬の呼吸器疾患に対する複合注射剤の臨床

検討 

谷口 哲也 
（兵庫ペット医療センター  

東灘病院） 

尾添 雅文 

（西宮） 

3 13：34～13：45 
DICの抗凝固療法に活性化第 X因子阻害薬を使用した犬の 

1例 

豊福 祥生 

（兵庫みなと病院） 

菅野 信二 

（摂丹） 

4 13：46～13：57 
膵炎犬における血漿 TAT濃度と重症度の関連性 築澤 寿栄 

（西宮） 

野口 俊助 

（大阪府大） 

5 13：58～14：09 
心筋トロポニンＩの異常値が、ホルター心電図検査で頻脈性

不整脈を診断する際に有用であった犬の 3症例 

齋藤 礼理 
（兵庫ペット医療センター 

 東灘病院） 

安田 和雄 

（西宮） 

6 14：10～14：21 
洞不全症候群の犬にシロスタゾールを使用した 1例 米富 大祐 

（西宮） 

桑原 岳 

（くわはら動物病院） 

7 14：22～14：33 
睡眠時無呼吸との関連が疑われた不整脈の犬の 1例 加藤 和也 

（西宮） 

金井 浩雄 

（姫路） 

8 14：34～14：45 
外科手術のために一時ペーシングを行った徐脈性不整脈犬の

1例 

安藤 武樹 

（淡路）  

休憩 25分（休憩中ポスター発表コアタイム②開催） 

9 15：10～15：21 
シクロスポリン投与中に低Mg血症を呈した犬の 1例 濱崎 さやか 

（西宮） 

安藤 武樹 

（淡路） 

10 15：22～15：33 
エンドトキシントランスロケーションを起こした猫の 1例 宮 豊 

（阪神） 
 



 

番

号 
タイムスケジュール 演 題（～１６：５７予定） 

発表演者 

（所属） 
座 長 

11 15：34～15：45 
後天性ファンコーニ症候群とバセンジーの遺伝性ファン 

コーニ症候群との相違 

黒田 美奈子 

（西宮） 

廻 信敏 

（但馬） 

12 15：46～15：57 
犬の難治性閉塞性耳疾患に対する耳道切除手術によらない

治療の試み Part2 〜新たな治療法を中心に〜 

杉村 肇 

（淡路）  

13 15：38～16：09 
猫のインスリノーマの免疫組織診断における抗体の特異性

についての考察 

畑 隆介 

（西宮）  

14 16：10～16：21 
非心原性動脈血栓塞栓症による四肢の虚血壊死が認められ

た猫の 1例 

中田 美央 

（西宮） 

宮 豊 

（阪神） 

15 16：22～16：33 
猫の第 XII因子欠乏症の発生率および診断に関する検討 福岡 玲 

（西宮） 

三重 慧一郎 

（大阪府大） 

16 16：34～16：45 
腹腔鏡手術にて偶発的に発見される腹腔内の解剖学的異常

について 

林 武志 

（姫路） 

森 和也 

（西播） 

17 16：46～16：57 
経皮的腎瘻カテーテル設置と血液透析後に SUBシステム手

術を実施した尿管閉塞の猫の 1例 

須藤 寿延 

（摂丹） 

寺田 利史 

（西播） 

   閉会あいさつ  兵庫県開業獣医師会学術委員会 顧問 安田 和雄 

ポスターセッション（コアタイム） 

12：55～13：10（予定）コアタイム①  

14：50～15：05（予定）コアタイム②  

懇親会 

17：10～19：10（予定） 於 2 階「六甲の間」 

表彰式（優秀演題賞※・フロア賞表等）開催 

※ マルピー・ライフテック株式会社副賞ご提供 

 参加者の方へ 

・当日は必ず、受付をお済ませの上会場にお入りください。名札は必ず身に着けてください。 

昼食（お弁当）は先着 100 名様分ご用意。ご希望の方は、受付にて昼食券（おひとり 1 枚）をお受け取りください。 

昼食券がなくなり次第、提供は終了します。 

・質疑される方は、質問マイク前に速やかに移動していただき、所属と氏名を述べてからご発言願います。 

・症例発表終了後アンケートを回収いたしますので、ご記入のほどよろしくお願いいたします。 

・お車でお越しの方は、駐車券を、滞在時間に応じて磁気処理機にとおしてください。（1 回とおすと 6 時間無料） 

 症例発表について 

・講演時間は８分の発表と３分の質疑応答時間（次演者との交代時間 1 分）を設けてあります。スムーズな進行にご協力

をお願いします。 

・発表中、時間を知らせるためにベルが鳴ります。 

ベル：７分で予鈴１回、８分で本鈴２回、質疑応答終了時間１１分で３回 

・各演題の進行については、座長の指示に従ってください。 

・映写トラブル等の場合、操作席から発表を止める場合があります。 

 ポスター発表について 

・ポスターは、ブース会場「舞子の間Ⅲ」にて掲示しています。休憩時間などを利用いただき、ご覧ください。 

・発表者に直接、質疑応答できるコアタイムを 2 回（①12：55～13：10②14：50～15：05）設けています。 

発表者に質問のある方は、コアタイムの時間をぜひご活用ください。（コアタイムの時間は前後する場合があります。） 

（発表者はコアタイム中、ポスター前に待機し、質疑応答を受けてください。） 

発表者が、ポスター前に立って質疑応答を直接 

受け付けます。 

 


