
【会報通信】 

令和元年度北海道地区学会優秀発表受賞者決まる 

 今年度の北海道地区学会長賞、北海道獣医師会長賞、

優秀な発表をした学生を褒賞する奨励賞について、学会

終了後に開催された審査会において慎重に審議され、次

のとおり選定されましたのでお知らせします。 

１．日本産業動物獣医学会（北海道） 

１） 北海道地区学会長賞 

◎演題番号 22： 

「呼吸器病からの D 型インフルエンザウイルス分離事

例と疫学的解析」 

〇早川 潤１） 上垣華穂１） 増子朋美２） 小林和

美１） 髙橋弘康１） 

１）網走家保 ２）根室家保 

◎演題番号 36： 

「牛独房における有孔ラバーマットの応用例」 

〇阿部紀次１） 稲森 剛２） 小松真人３） 森田 茂３） 

加藤敏英１） 

１）酪農大生産動物医療学 ２）酪農大附属農場 

３）酪農大循環農学 

◎演題番号 52： 

「オホーツク管内乳用子牛における臍静脈膿瘍造袋術

17 例」 

〇大久保宏平 藤田浩輝 鴇田直子 吉川裕亮 井

上麻里 荒町聖子 

NOSAIオホーツク 

◎演題番号 69： 

「馬の骨嚢胞に対する螺子挿入術の有用性」 

〇宮越大輔１） 樋口 徹１） 井上 哲１） 佐藤正人１） 

加治原彩子１） 後藤忠広２） 

１）NOSAIみなみ ２）北海道 NOSAI 

２） 北海道獣医師会長賞 

◎演題番号 16： 

「Mycoplasma bovis 不顕性乳房感染牛における乾乳

期治療の検討」 

○伊藤めぐみ１） 秦 英司２） 井口弘之３） 髙橋英

二１） 

１）帯畜大臨床獣医学 ２）農研機構動衛 ３）十

勝 NOSAI 

◎演題番号 61： 



「乳用死産子牛に見られた先天性甲状腺腫の１例について」 

〇前田恵里１） 稲垣華絵２） 井澤将規２） 高澤良徳１） 

上林裕和１） 

１）NOSAI道央 ２）宗谷家保 

３）奨励賞 

◎演題番号 4： 

「ホルスタイン種育成牧場における Moraxell bovoculi

が主原因と考えられる重度角結膜炎の発生」 

〇千葉悠斗１） 伊藤めぐみ１） 土屋博威２） 楠本晃

子１） 小原潤子３） 髙橋英二１） 

１）帯畜大臨床獣医学 ２）土屋家畜診療所 

３）道総研畜試 

◎演題番号 53： 

「牛第四胃変位整復手術における麻酔法と術前非ステ

ロイド抗炎症薬投与による術後ストレス評価の比較」 

〇吉田美穂 佐藤綾乃 中村愛理 森川雄介 渡部 

栞 浮 千可子 川本 哲 加藤敏英 

酪農大生産動物医療学 

２．日本小動物獣医学会（北海道）  

１）北海道地区学会長賞 

◎演題番号 3： 

「エキノコックス症流行地域における飼い犬の感染状

況とその対策の重要性」 

〇山田恭嗣１） 八木欣平２） 入江隆夫２） 孝口裕一
２） 浦口宏二２） 森嶋康之３） 

１）やまだ動物病院 ２）道衛研 ３）国立感染研 

◎演題番号 33： 

「犬の膀胱移行上皮癌に対して膀胱全摘出後に尿管を

尿道／包皮／膣／腹壁に吻合した 30症例」 

〇廉澤 剛１,２） 丹羽昭博１） 谷川慶一１） 酒井俊

和１） 細谷謙次２） 高木 哲２,３） 浅野和之２,４） 

藤永 徹２） 

１）酪農大伴侶動物医療学 ２）北大獣医外科学 

３）現 麻布大 ４）現 日本大 

◎演題番号 35： 

「両側横隔神経麻痺による呼吸不全に対し、横隔膜縫縮

術／メッシュ縫着術を実施した犬の１例」 

〇松本 創１） 細谷謙次１） 櫻井雄平１） 金 尚昊
２） 石塚友人１） 寺澤元子３） 奥村正裕２） 

１）北大附属動物病院 ２）北大獣医外科学 



 ３）北野動物病院 

２）北海道獣医師会長賞 

◎演題番号 10： 

「過去３年間の輸血後副反応に関する回顧的研究」 

〇細田千尋１） 森下啓太郎１） 山崎淳平１） 高田健

介２） 細谷謙次１） 金 尚昊３） 佐々木 東４） 

大田 寛４） 滝口満喜４）   

１） 北大附属動物病院 ２）北大動物分子医学 

 ３）北大獣医外科学 ４）北大獣医内科学 

◎演題番号 32： 

「後肢を温存し寛骨臼を含めた部分半側骨盤切除を行

った骨盤骨肉腫の犬の１例」 

〇酒井俊和１,２） 西村麻紀３） 賀川由美子３） 廉澤 

剛１,２） 

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）ノースラボ 

３） 奨励賞 

◎演題番号 22： 

「免疫チェックポイント分子 Programmed death-

ligand 1 (PD-L1)を標的とする抗体薬による免疫療法が

奏功した肺転移のある口腔内悪性黒色腫の犬の１例」 

〇竹内寛人１） 前川直也２） 今内 覚１,２） 高木 

哲３） 細谷謙次３） 賀川由美子４） 岡川朋弘２） 

鈴木定彦２,５） 山本啓一２,６） 村田史郎１,２） 大橋

和彦１,２） 

１）北大獣医感染症学 ２）北大獣医先端創薬 

３）北大附属動物病院 ４）ノースラボ ５）北

大人獣共通感染症リサーチセンター ６）扶桑薬

品工業 

◎演題番号 44： 

「心原性肺水腫の犬において心エコー図検査を用いた B

ラインの評価法の検討」 

〇藤本英一郎１） 榊原啓一郎２） 山下洋平３） 佐野

忠士１） 堀 あい１） 堀 泰智１） 

１）酪農大附属動物医療センター ２）エビス動物

病院 ３）ノースアニマルクリニック 

３．獣医公衆衛生学会（北海道） 

１）北海道地区学会長賞 

演題番号 7： 

「と畜検査で実用可能な牛白血病迅速診断法の検討」 



〇齋藤麻矢 1) 神谷可菜 1) 清水俊一 1) 大野裕太 2) 

1）早来食肉衛検 2）道衛研 

２）北海道獣医師会長賞 

演題番号 1： 

「スズメ Passer montanus の幼鳥で確認された致死的

な原虫感染症の 2例」 

〇黒澤信道 1) 古谷和弥 2) チェンバーズ ジェームズ

1) 内田和幸 2)  中山裕之 2) 

1）JAくしろ丹頂 2）東京大獣医病理学 

３）奨励賞 

演題番号 17： 

「飼い主とその飼育犬に関する口腔内細菌叢の相互関

連性調査」 

〇西川泰代 1) 郡山尚紀 2) 堀江一樹 1) 内田玲麻 1)  

村松康和 1) 

1）酪農大衛生・環境学 2）酪農大獣医保健看護学 

 

 

 


