
令和3年度獣医学術北海道地区学会プログラム

令和3年度 日本産業動物獣医学会（北海道）

産‐1 肺胞内に角質と胎便を伴う化膿性肺炎のみられた黒毛和種子牛1症例
○吉川裕亮1） 松田一哉2） （1）NOSAIオホーツク 2）酪農大感染・病理学）

産‐2 後躯麻痺を認めたホルスタイン種子牛における腰仙部脊椎空洞症および重複脊髄症の1例
○長谷由貴1） 荒町聖子1） 久保 翠2） 上野 拓2） （1）NOSAIオホーツク 2）網走家保）

産‐3 ホルスタイン乳牛の十二指腸における腸閉塞の4例
○大脇茂雄 金田利明 小林弘典 内山愛子 坂口加奈 渡辺 隆 倉富幹太

（NOSAIオホーツク）
産‐4 右腹部に拍水音を認めた乳牛に対するモチライドとしてのエリスロマイシンの投与結果

○平塚博之 （平塚動物病院）
産‐5 下痢症子牛における血清ガストリン値の野外調査

○神澤聖也 神澤 彩 新倉匡賢 片山亨輔 古本隼人 串間宏充 和田春菜 藤原 崇
（十勝NOSAI）

産‐6 子牛における初乳中免疫グロブリン（IgG）の獲得のための吸収効率（AEA）の測定と
その要因との関連性
○溝口匠飛 安富一郎 塩倉悠靖 吉成健志 （ゆうべつ牛群管理サービス）

産‐7 乳房炎用多価不活化ワクチンの一斉投与による夏季大腸菌性乳房炎予防効果の検討
○安藤 駿 八木沢拓也 （NOSAI道央）

産‐8 ホルスタイン乳用牛群への乳房炎多価不活化ワクチン導入と多年度接種による大腸菌性乳房炎および
生乳出荷成績のへの効果
○古守 温 園田一輝 福留茉優 新里実子 松山樹生 須戸皐月 安藤達哉

（酪農大生産動物医療学）
産‐9 乳房炎ワクチンの利用およびSA発症牛の積極的淘汰による乳房炎対策の1事例

○川口裕史 （NOSAIみなみ）
産‐10 マイコプラズマ乳房炎発生農場における感染牛の疫学調査

○塩倉悠靖 溝口匠飛 吉成健志 安富一郎 （ゆうべつ牛群管理サービス）
産‐11 後志管内1酪農場におけるマイコプラズマ感染症対策について

○美濃絵梨佳1） 麻田邦夫2） 村松美笑子1） （1）後志家保 2）NOSAIみなみ）
産‐12 乳用牛群におけるゲノム評価値“デイリーウェルネスプロフィット（DWP＄）”と

生産・健康との関連性
○安富一郎1） 溝口匠飛1） 塩倉悠靖1） 吉成健志1） 林 忠嗣2） Fernando Di Croce3）

（1）ゆうべつ牛群管理サービス 2）ゾエティスジャパン 3）Zoetis Genetics）
産‐13 同一牛から分離された性状の異なるSalmonella Typhimurium（O4：i：‐）の分子疫学的解析と

薬剤耐性について
○井澤将規1） 原 希和子2） 稲垣華絵3） 玉村雪乃4）

（1）宗谷家保 2）釧路家保 3）檜山家保 4）農研機構動衛研）
産‐14 Salmonella Dublinによる牛サルモネラ症の病理学的検索

○上垣華穂 加藤千絵子 山本彩乃 田子 穣 （十勝家保）
産‐15 サルモネラ発生酪農場で分離したSalmonella（4：‐：1，2）の性状解析について

○津坂健晃1） 原 希和子2） 黒澤 篤1） 玉村雪乃3） （1）宗谷家保 2）釧路家保 3）農研機構動衛研）

8 （224）

北 獣 会 誌 65（2021）



産‐16 搾乳牛のサルモネラ症は「仕方がない病気」なのか？ 発生防止に向けての基礎的検討
○中野良宣 （リサーチタッコブ）

産‐17 タイストール飼養形態の1酪農場における感染性蹄病変追跡調査からの解析
○角田偵徒1） 田中健太郎1） 田村亮太1） 阿部紀次1） 久津間正登2） 加藤敏英1） 佐藤綾乃1）

（1）酪農大生産動物医療学 2）久津間装蹄所）
産‐18 地域で取り組んだ牛ウイルス性下痢の防疫対策

○梶田桃代1） 宮澤和貴2） 藤本彩子3） 伊藤史恵4）

（1）上川家保 2）網走家保 3）日高家保 4）石狩家保）
産‐19 A町の乳用牛預託施設に関連した牛ウイルス性下痢と防疫体制の再構築

○大和田真紀1） 小川祐子1） 久保 翠2） （1）根室家保 2）網走家保）
産‐20 牛ウイルス性下痢ウイルス遺伝子検査における効率的な検査手法の検討

○戸田有恒1） 早川 潤2） 久保 翠1） （1）網走家保 2）道農政部畜産振興課）
産‐21 上川管内の1酪農場における牛伝染性リンパ腫対策

○宮澤国男1） 宮澤和貴2） （1）上川家保 2）網走家保）
産‐22 黒毛和種繁殖牛妊娠末期おける有機微量ミネラル製剤給与効果

○川口正人1） 八鍬紘史郎2） 飛弾大輔3）

（1）NOSAIみなみ 2）日本全薬工業 3）ジンプロアニマルニュートリション（ジャパン））
産‐23 乳用牛群における血中妊娠関連糖タンパク質（PAG）によるオンファーム早期妊娠鑑定の実用性

○田島理子1） 安富一郎2） 溝口匠飛2） 塩倉悠靖2） 吉成健志2）

（1）藤井牧場 2）ゆうべつ牛群管理サービス）
産‐24 乳用牛におけるBoDV-1抗体保有状況によるGnRH負荷試験でのLHおよびFSH反応性

○福留茉優1） 土橋享介2） 前田沙優里3） 古守 温1） 萩原克郎3） 安藤達哉1）

（1）酪農大生産動物医療学 2）岩手NOSAI 3）酪農大感染・病理学）
産‐25 リピートブリーダー牛における潜在子宮内膜炎と受胎性の評価

○吉成健志1） 塩倉悠靖2） 溝口匠飛1） 山川和宏1） 安富一郎1）

（1）ゆうべつ牛群管理サービス 2）とかち楽農技研）
産‐26 天疱瘡が疑われたサラブレッド種当歳馬の1例

○小笠原 慶 加藤郁人 緒方孝明 秦 秀明 吉田真郷 木田裕司 （NOSAIみなみ）
産‐27 馬増殖性腸症とアミノ酸変動

○水口悠也1） 岩野英知2） 井上博紀3） 丹羽秀和4） 樋口 徹5）

（1）日高軽種馬農協 2）酪農大生体機能学 3）日本動物特殊診断 4）JRA競走馬総研 5）NOSAIみなみ）
産‐28 リンパ腫を発症した妊娠繁殖牝馬に抗腫瘍薬を投与し、症状が緩和した1症例について

○会津満理奈1） 加藤 淳1） 藤田卓也1） 光明南潮1） 都築 直2） 武山暁子2） 佐野悠人3）

三好健二郎3） 田上正明2、4） 加藤史樹4） 鈴木 吏4） 山家崇史4）

（1）社台ファーム 2）帯畜大 3）酪農大 4）社台ホースクリニック）
産‐29 慢性肝炎と診断したサラブレッド繁殖牝馬を、瀉血処置と給餌法の変更により継続的に繋養した1症例

○光明南潮1） 加藤 淳1） 藤田卓也1） 会津満里奈1） 築山勝治1） 加藤史樹2） 田上正明2、3）

（1）社台ファーム 2）社台ホースクリニック 3）帯畜大グローバルアグロメディシン研）
産‐30 黒毛和種去勢手術におけるキシラジン鎮静作用からのアチパメゾールおよび

トラゾリンによる覚醒の評価
○山川翔平 塚野健志 （NOSAIみなみ）

産‐31 メデトミジン‐リドカイン‐ブトルファノール‐プロポフォール（MLBP）を用いた全身麻酔の臨床応用
○田上正幸1） 加藤史樹1） 鈴木 吏1） 山家崇史1） 森本純菜1） 石澤翔平1） 田上正明1、2）

（1）社台ホースクリニック 2）帯畜大グローバルアグロメディシン研）
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産‐32 LARGE ANIMAL LIFT（LAL）を用いた馬の全身麻酔からの覚醒方法の検討
○鈴木 吏1） 加藤史樹1） 山家崇史1） 田上正幸1） 森本純菜1） 石澤翔平1） 田上正明1、2）

（1）社台ホースクリニック 2）帯畜大グローバルアグロメディシン研）
産‐33 馬の顔面骨折に対して1／3円プレートを用いて内固定手術を実施した13例

○宮越大輔 樋口 徹 佐藤正人 吉村誠司 海道磨里 （NOSAIみなみ）
産‐34 牛骨折のプレート固定6症例（2020）

○樋口 徹 佐藤正人 宮越大輔 吉村誠司 海道磨里 （NOSAIみなみ）
産‐35 牛における骨折内固定13症例

○後藤忠広1） 三木 渉1） 大倉徳太1） 高垣勝仁1） 樋口 徹2）

（1）北海道NOSAI 2）NOSAIみなみ）
産‐36 サラブレッド競走馬の第三手根骨骨折に対する内固定手術の回顧的調査

○山家崇史1） 加藤史樹1） 鈴木 吏1） 田上正幸1） 都築 直2） 南保泰雄3） 田上正明1、3）

（1）社台ホースクリニック 2）帯畜大獣医臨床学 3）帯畜大グローバルアグロメディシン研）
産‐37 サラブレッドにおける繋靭帯炎のPRP療法の有効性について

○佐藤大介 伊比太佑 伊藤花菜子 川嶋健太 （追分ファーム）
産‐38 サラブレッド種後期育成馬における近位種子骨骨折の発生状況とその予後に関する回顧的調査

○多田健一郎 小林光紀 安藤邦英 日高修平 （軽種馬育成調教センター（BTC））
産‐39 牛感染性関節炎28症例55肢における臨床病態評価と予後との関連調査

○田村亮太1） 松田一哉2） 佐野悠人2） 樋口豪紀3） 権平 智3） 村田 亮2） 佐藤綾乃1） 加藤敏英1）

（1）酪農大生産動物医療学 2）酪農大感染・病理学 3）酪農大衛生・環境学）
産‐40 後肢肢端壊死を呈した子牛4症例における画像解析および病理解剖所見からの病態調査

○佐藤綾乃1） 堀 あい2） 三好健二郎2） 松田一哉3） 岡本 実3） 佐野悠人3） 佐野忠士2）

村田 亮3） 加藤敏英1）

（1）酪農大生産動物医療学 2）酪農大伴侶動物医療学 3）酪農大感染・病理学）
産‐41 サラブレッドの骨盤骨折に対するCT検査の有用性

○田上正明1、2） 都築 直1） 武山暁子1） 森山友恵1） 永井克尚1） 蔵本 忠1） 南保泰雄1）

森本純菜2） 石澤翔平2） 田上正幸2） 山家崇史2） 鈴木 吏2） 加藤史樹2）

（1）帯畜大グローバルアグロメディシン研 2）社台ホースクリニック）
産‐42 分娩後の繁殖雌馬に発生した膀胱破裂を経尿道内視鏡下にて有棘縫合糸を用いて縫合した1症例

○加藤史樹1） 鈴木 吏1） 山家崇史1） 田上正幸1） 森本純菜1） 石澤翔平1） 田上正明1、2）

（1）社台ホースクリニック 2）帯畜大グローバルアグロメディシン研）
産‐43 捻転棒を用いた馬の去勢の術後合併症に関する調査

○海道磨里 樋口 徹 佐藤正人 宮越大輔 吉村誠司 （NOSAIみなみ）
産‐44 馬の眼球摘出術が持つ意義と必要性

○佐藤正人 樋口 徹 宮越大輔 吉村誠司 海道磨里 （NOSAIみなみ）
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