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令和4年度 獣医学術関東・東京合同地区学会（小動物）発表演題【A会場】

発表順 演　者 演　　題 獣医師会 所　属

10：10 〜　　座長：鷹栖　雅峰（那須野ヶ原アニマルクリニック）

1 志澤夏美 多剤併用化学療法により長期生存した犬の胃大細胞性リンパ腫の２例 横浜市 DVMsどうぶつ医療センター横浜

2 寺井和幸 犬肝臓腫瘤における血中メタロ・バランス検査法の診断的有用性 神奈川県 日本大学

3 吉田梨乃 麻酔管理中P-Vループの異常により気管チューブのエアリークを認識でき
た1症例

埼玉県 とがさき動物病院

10：50 〜　　座長：福島　潮（湘南鎌倉動物病院 動物眼科センター）

4 雲野祥平 犬の特発性肝葉捻転の３症例 東京都 オールハート動物リファーラ
ルセンター

5 福井祐一 ビタミンD代謝障害を併発した原発性上皮小体機能低下症の犬の１例 茨城県 こまち動物病院

6 田中祥代 日獣大における下垂体性副腎皮質機能亢進症罹患犬43頭に対する経蝶形骨
下垂体切除術の成績

東京都 日本獣医生命科学大学

11：20 〜　　座長：武部　正美（武部獣医科病院）

7 平井潤子 欧州の事例に見る動物保護施設の設計基準に関する考察 東京都 NPO法人アナイス

8 川角　浩 しいたけ（Lentinula edodes）パウダーの健康犬のエネルギー代謝に対する
効能

東京都 日本獣医生命科学大学

《昼　食　・　休　憩》

14：15 〜　　座長：村田　佳輝（むらた動物病院）

9 五十嵐寛高 犬用ガム製品が歯周病症例犬の口腔内細菌叢に与える影響 神奈川県 麻布大学

10 青木進士 栃木県における飼育猫のトキソプラズマ抗体保有率の調査 栃木県 八ツ木の丘動物病院

14：35 〜　　座長：髙木　俊雄（ミュウ動物病院）

11 村田佳輝 千葉県東部地域における犬レプトスピラ症多発例での考察 千葉県 むらた動物病院

12 浅田玄也 上顎犬歯の歯原性嚢胞による鼻腔狭窄が疑われた犬の1例 埼玉県 とがさき動物病院

13 江口　淳 短頭種犬の口蓋裂閉鎖術後創管理に歯科咬合スプリント材と義歯床用弾性
裏装材からなる創保護床を用いた1例

山梨県 笠松動物病院

15：05 〜　　座長：平尾　秀博（日本動物高度医療センター）

14 森　佑人 舌全切除を実施した舌扁平上皮癌の犬の１例 群馬県 安藝動物病院

15 玉嶋優美 術中内視鏡の併用により右大動脈弓遺残症の絞扼部位を同定し切離を施行
した犬の１例

群馬県 桑原動物病院

16 新実誠矢 拡張型心筋症の小型犬６例 神奈川県 麻布大学
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令和4年度 獣医学術関東・東京合同地区学会（小動物）発表演題 【B会場】

発表順 演　者 演　　題 獣医師会 所　属

10：10 〜　　座長：原田　恭治（日本獣医生命科学大学）

1 森　淳和 観血的整復を行ったトイ・プードルの肩甲骨背側脱臼症例 東京都 ONE for Animals 東京

2 中條哲也 内側・内背側方向の足根中足関節亜脱臼に対して内側部に適応したロッキ
ングプレートを用いて安定化を行なった小型犬の2症例

東京都 ONE for Animals 東京

3 小林　聡 ネコのMonteggia骨折に対し橈骨頭の脱臼整復をスレッドピンにて実施し
た症例について

千葉県 ONE for Animals 千葉

4 衞藤妃奈野 無菌性大腿骨頭壊死症の犬における大腿骨頭頚部切除術後の機能回復に関
する客観的評価

神奈川県 日本大学

5 小川純也 犬レッグペルテス病に対し、股関節全置換術(Zurich Cementless Mini-
system)を用いて治療を行った10例

神奈川県 湘南かまくら動物整形外科セ
ンター /小川犬猫病院

11：00 〜　　座長：小林　孝之（アニマルクリニックこばやし）

6 宗像俊太郎 凍結同種保存骨移植を施した犬の橈尺骨骨折癒合不全30肢における
術後成績の検討：1994年〜 2019年

東京都 あさか台動物病院/日本獣医
生命科学大学

7 深谷信太郎 骨フラップによる内閉鎖筋転位により整復した犬の会陰ヘルニア27症例の
治療成績

埼玉県 とがさき動物病院

8 福井康平 胸腔鏡補助下にて切除を行なった胸壁に発生した胸腺腫の犬1例 埼玉県 武蔵国どうぶつ医療センター

9 櫻井尚輝 犬の肺腫瘤切除におけるインドシアニングリーン蛍光法を用いた術中同定
法の有用性

神奈川県 日本大学

《昼　食　・　休　憩》

14：15 〜　　座長：林　文明（ノア動物病院）

10 安川慎二 犬の前十字靭帯断裂に対する脛骨高平部水平化骨切り術(TPLO)後の膝関
節の不安定性に関する検討

横浜市 DVMsどうぶつ医療センター
横浜

11 藤井聖久 脛骨高平部水平化骨切り術（TPLO）後に発生したピボットシフト症例の評
価について

東京都 くすの木動物病院/世田谷ど
うぶつ整形外科センター

12 島田昌和 脛骨高平部水平化骨切り術または脛骨頭側楔状骨切り術を施術した前十字
靱帯断裂罹患小型犬34頭45膝関節の術後成績

東京都 日本獣医生命科学大学

14：45 〜　　座長：田上　宣文（たのうえ動物病院）

13 灰井康佑 第四脳室内に発生した猫の髄膜腫の１例 埼玉県 とがさき動物病院

14 奥野征一 胸腰部片側椎弓切除術中における体性感覚誘発電位を用いた脊髄機能評価 群馬県 獣医神経病クリニック

15 川西航太郎 背側減圧術が有効であった頸椎多発性骨髄腫の犬の１例 茨城県 動物病院ハートランド

16 金井　泉 椎間板ヘルニアを疑い紹介来院した437症例について 千葉県 ONE for Animals 千葉
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令和4年度 獣医学術関東・東京合同地区学会（公衆衛生）発表演題

発表順 演　者 演　　題 獣医師会 所　属

10：10 〜　　座長：藤巻　勤（山梨県食肉衛生検査所）

1 黒川奈都子 疫学解析におけるＰＣＲ－ＤＮＡフラグメント多型解析法導入の検討 群馬県 群馬県衛生環境研究所

2 齋藤明日美 栃木県内で検出されたSARS-CoV-2（新型コロナウイルス）の分子疫学解析 栃木県 栃木県保健環境センター

10：30 〜　　座長：水越　文徳（栃木県保健環境センター）

3 狩野友秀 群馬県内におけるペットの生活環境調査と飼い主のダニ媒介性疾患意識調査 群馬県 群馬県獣医師会公衆衛生管理
事業委員会

4 大澤修一 マダニからのDNA抽出方法の検討 茨城県 茨城県衛生研究所

10：50 〜　　座長：原　みゆき（横浜市食肉衛生検査所）

5 関谷明生 管内と畜場における牛伝染性リンパ腫ウイルス浸潤状況について 茨城県 茨城県県西食肉衛生検査所

6 川口絵梨 豚の肺原発が疑われた低色素性悪性黒色腫の１例 神奈川県 神奈川県食肉衛生検査所

11：10 〜　　座長：佐原　聡（茨城県竜ケ崎保健所）

7 阿左美有右 と畜検査で認められた豚の縦隔腫瘍３例 横浜市 横浜市食肉衛生検査所
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令和4年度 獣医学術関東・東京合同地区学会（産業動物）発表演題

発表順 演　者 演　　題 獣医師会 所　属

10：10 〜　　座長：渡辺　哲也（千葉県農業共済組合）

1 飯島智大 地域で取組むPRRS対策 神奈川県 神奈川県湘南家畜保健衛生所

2 竹澤詩穂 管内PRRS初発農場の早期清浄化へのアプローチ 茨城県 茨城県県南家畜保健衛生所

10：30 〜　　座長：小山　朗子（東京都家畜保健衛生所）

3 齋藤那美香 豚熱発生農場における中和抗体保有状況 山梨県 山梨県東部家畜保健衛生所

4 川西菜穂子 茨城県における豚熱中和試験結果 茨城県 茨城県県北家畜保健衛生所

10：50 〜　　座長：福田　昌治（埼玉県農業技術研究センター）

5 香宗我部一実 妊娠豚への豚熱ワクチン接種時期と初乳摂取制限が哺乳豚の移行抗体に及
ぼす影響

神奈川県 麻布大学（学生）

6 石塚　駿 野生イノシシ由来の豚熱ウイルスにおける全ゲノム配列を用いた分子系統
地理学的解析

茨城県 茨城県県北家畜保健衛生所

7 蜂谷信昭 豚熱発生農場における経営再開に向けた指導 群馬県 群馬県中部家畜保健衛生所

11：20 〜　　座長：野末　紫央（群馬県家畜衛生研究所）

8 藤井勇紀 全ゲノム解析で明らかにした豚主要細菌疾病の再発の歴史と薬剤耐性遺伝
子の獲得

茨城県 茨城県農林水産部畜産課

9 鈴木雅美 新たな遺伝子検査法を用いた牛伝染性リンパ腫検査体制の再構築 茨城県 茨城県県北家畜保健衛生所

11：40 〜　　座長：関澤　文夫（関澤アニマルクリニック）

10 猪熊　壽 牛伝染性リンパ腫との鑑別に苦慮したホルスタイン種乳牛の脂肪壊死症の
１症例

茨城県 東京大学

11 佐伯陽平 末梢血単核球および腫大リンパ節細針吸引材料の免疫染色によりB細胞性
リンパ腫を迅速診断できた子牛の１症例

茨城県 東京大学（学生）

《昼　食　・　休　憩》

14：15 〜　　座長：鷹野　由紀（山梨県西部家畜保健衛生所）

12 小泉舜史郞 牛鼻炎Aウイルスを標的とした新規コンベンショナルPCR系の設計および
検討

埼玉県 埼玉県中央家畜保健衛生所

13 中西　誠 新しい鶏伝染性気管支炎ウイルス生ワクチン千葉株(JP-Ⅲ型)の開発 千葉県 JA全農家畜衛生研究所

14：35 〜　　座長：川上　純子（茨城県県南家畜保健衛生所）

14 佐久間理能 HPAI発生時の初動対応に備えた取り組み 群馬県 群馬県西部家畜保健衛生所

15 片山雅一 管内で連続発生した高病原性鳥インフルエンザと防疫対応について 千葉県 千葉県東部家畜保健衛生所

14：55 〜　　座長：紺野　君子（つるみ獣医科病院）

16 川角　浩 慢性関節炎発症の競技馬に対するケルセチンサプリメントの効能 東京都 日本獣医生命科学大学

17 菊池允人 キレート銅および亜鉛含有スプレー剤を用いた趾皮膚炎の治療 千葉県 千葉県農業共済組合
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