
平成28年度 小動物獣医学会（北海道）
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柄本浩一1） （1）えのもと動物病院 2）札幌夜間動物病院）
小‐19 脳 塞を続発した脾 塞の犬の1症例 …………………………………………………………………………… 92

○山本悠平1） 田川道人1） 新坊弦也1） 大村 寛1、2） 宮原和郎1）

（1）帯畜大獣医臨床学 2）ほうせいアニマルクリニック）
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○麸山洋昭1） 田村 悠1） 椿下早絵2） 松田一哉3） 金野 弥4） 井坂光宏1） 上野博史1）

（1）酪農大伴侶動物医療学 2）酪農大獣医保健看護学 3）酪農大感染・病理学
4）酪農大附属動物医療センター）
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○甲斐さつき1） 金野 弥2） 堀 あい1） 三好健二郎1） 椿下早絵3） 井坂光宏1） 上野博史1）

（1）酪農大伴侶動物医療学 2）酪農大附属動物医療センター 3）酪農大獣医保健看護学）
小‐22 胸部脊髄の硬膜外腔に認められたリンパ腫の猫の1症例 ……………………………………………………… 93

○金野 弥1） 高橋歩土2） 田村 悠3） 椿下早絵4） 井坂光宏3） 上野博史3）

（1）酪農大附属動物医療センター 2）山本動物病院 3）酪農大伴侶動物医療学
4）酪農大獣医保健看護学）
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○細谷謙次1） 金 尚昊1） 出口辰弥1） 星 清貴2） 武内 亮2） 坂本英一2） 華園 究2）

石塚友人2） 柄本浩一3） 星野有希2） 高木 哲2） 奥村正裕1）

（1）北大獣医外科学 2）北大附属動物病院 3）えのもと動物病院）
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10：30～11：10 座長：泉澤 康晴（北海道動物運動器病院） 桂 太郎（カツラ犬猫病院）
小‐24 ラブラドール・レトリーバーで認められたスイマーパピー2症例と同犬種群での発生状況に

関する検討 …………………………………………………………………………………………………………… 94
○中島永実1） 富張瑞樹1） 上田裕貴1） 薦岡勇気1） 新保すみれ1） 柳川将志1） 阿部靖之2）

鈴木宏志2） 大石明広1） （1）帯畜大臨床獣医学 2）帯畜大基礎獣医学）
小‐25 前肢義足を適応した犬の3症例 …………………………………………………………………………………… 95

○椿下早絵1） 廉澤 剛2） 遠藤能史2） 松原裕幸3） 伊藤暁史2） 丹羽昭博4） 小倉美咲5）

坂巻彩夏5）

（1）酪農大獣医保健看護学 2）酪農大伴侶動物医療学 3）北科大義肢装具学
4）酪農大附属動物医療センター 5）酪農大院獣医学）

小‐26 スコティッシュフォールドの骨軟骨形成不全症に対して低線量放射線療法を実施した1症例 …………… 95
○星 清貴1） 細谷謙次2） 金 尚昊2） 星野有希1） 高木 哲1） 奥村正裕2）

（1）北大附属動物病院 2）北大獣医外科学）
小‐27 犬の免疫介在性関節炎の疫学的および臨床的特徴 ……………………………………………………………… 96

○永田矩之1） 中村健介1） 森下啓太郎1） 越後良介1） 奥村正裕2） 佐々木 東3） 大田 寛3）

滝口満喜3） （1）北大附属動物病院 2）北大獣医外科学 3）北大獣医内科学）

11：20～12：00 座長：堀 泰智（酪農大） 松本 英樹（まつもと動物病院）
小‐28 犬心臓病における単球走化性蛋白（monocyte chemotactic protein : MCP）－1の動態…………………… 96

○高村彩帆1） 田村 悠1） 宮庄 拓2） 金野 弥3） 井坂光宏1） 上野博史1）

（1）酪農大伴侶動物医療学 2）酪農大獣医保健看護学 3）酪農大附属動物医療センター）
小‐29 猫の閉塞性肥大型心筋症における僧帽弁収縮期前方運動の発症機序についての考察3 …………………… 97

○大池三千男1） 犬飼久生2） （1）おおいけ動物病院 2）猫の病院）
小‐30 心エコー図検査にて急性期および回復後の変化を捉えた急性肺血栓塞栓症の犬の1症例 ………………… 97

○森田智也1） 中村健介2） 森下啓太郎2） 竹内恭介2） 大菅辰幸1） 那須香菜子2） 華園 究2）

滝口満喜1） （1）北大獣医内科学 2）北大附属動物病院）
小‐31 線維素性心外膜炎の猫の1症例 …………………………………………………………………………………… 98

○倉島千尋1） 田川道人1） 新坊弦也1） 大村 寛1、2） 小山憲司3） 堀内雅之3） 古林与志安3）

川本恵子4） 鈴木裕弥5） 宮原和郎1）

（1）帯畜大臨床獣医学 2）ほうせいアニマルクリニック 3）帯畜大基礎獣医学
4）帯畜大動物食品検査診断センター 5）22条動物病院）

13：00～13：40 座長：大石 明広（帯畜大） 玉本 隆司（酪農大）
小‐32 大腸血管拡張症の犬の1症例 ……………………………………………………………………………………… 98

○竹内恭介1） 大田 寛2） 高木 哲1） 中島彩乃1） 佐々木 東2） 森下啓太郎1） 中村健介1）

滝口満喜2） （1）北大附属動物病院 2）北大獣医内科学）
小‐33 炎症性結直腸ポリープのミニチュア・ダックスフンドにおける糞便中短鎖脂肪酸濃度と腸内細菌叢との

関連性 ………………………………………………………………………………………………………………… 99
○五十嵐寛高1、2） 大野耕一2） 松木直章3） 藤原亜紀2） 金本英之2） 福島建次郎2） 内田和幸4）

辻本 元2）

（1）酪農大生体機能学 2）東京大獣医内科学 3）東京大獣医臨床病理学 4）東京大獣医病理学）
小‐34 犬の炎症性疾患における自己抗体の検出 ………………………………………………………………………… 99

○長尾有紀 玉本隆司 堀 泰智 （酪農大伴侶動物医療学）
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小‐35 北見におけるスコティッシュフォールドの多発性嚢胞腎の発生状況について ………………………………100
○犬飼久生 （猫の病院）

13：40～14：10 座長：福井 翔（江別白樺通りアニマルクリニック）
小‐36 猫における乳び胸の1症例 …………………………………………………………………………………………100

○主濱宏美 松崎 勉 （紋別家畜診療センター）
小‐37 体軸に平行な右側膁部切開により卵巣子宮摘出術を行ったモルモットの子宮腺筋症の1症例 ……………101

○大橋英二 （あかしや動物病院）
小‐38 重度の尿管拡張・狭窄に対して側側吻合により尿路変更した猫の1症例 ……………………………………101

○武内 亮1） 高木 哲1） 星 清貴1） 細谷謙次2） 星野有希1） 金 尚昊2） 伊丹貴晴1）

石塚友人1） 奥村正裕2） （1）北大附属動物病院 2）北大獣医外科学）

14：20～14：50 座長：伊丹 貴晴（北大）
小39 酪農大附属動物医療センターにおける札幌夜間動物病院からの集中治療症例の受入状況……………………102

○佐野忠士1、3） 川瀬広大2、4） 伊藤暁史2、3） 田中 翔3） 田村 純3） 石川友駿2） 遠藤雄介2）

山下和人2、3）

（1）酪農大獣医保健看護学 2）酪農大伴侶動物医療学 3）酪農大附属動物医療センター
4）札幌夜間動物病院）

小‐40 犬猫の臨床例におけるアルファキサロンとプロポフォールの麻酔導入効果の比較 …………………………102
○田中 翔1） 田村 純1） 伊藤暁史1、2） 佐野忠士1、3） 三好健二郎1、2） 山下和人1、2）

（1）酪農大附属動物医療センター 2）酪農大伴侶動物医療学 3）酪農大獣医保健看護学）
小‐41 猫の全身麻酔導入時の安全な気管挿管のためのロクロニウム併用 ……………………………………………103

○佐藤敬近1） 石塚友人3） 金 尚昊1） 星野有希2） 細谷謙次1） 高木 哲2） 奥村正裕1）

（1）北大獣医外科学 2）北大先端獣医療学 3）北大附属動物病院）
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