
時間割 演題番号 発表者 所　　　属 発表方法 演　　　題 頁
9:50 会長挨拶・大会案内
10:00 午前の発表開始�

10:00
I

11:00

座長：牧野幾子先生

① 水上　昌也 水上犬猫鳥の病院 スライド Mycobacterium�genavense の感染により飛翔不能になったと考えられた
セキセイインコ（Melopsittacus�undulatus）の 1例 1

② 佐々 木翔太郎 鳥と小動物の病院リトルバード スライド 飼鳥の抗酸菌症における診断と治療に関する回顧的調査 2

③ 大熊　千春 あず小鳥の診療所 スライド 鼻汁直接塗抹標本における真菌検出症例の検討 3

④ 齊藤　　拓 横浜小鳥の病院 スライド 緑色尿酸を呈し斃死したセキセイインコ（Melopsittacus�undulatus）において、
腎不全および真菌性肺炎と診断された 1例 4

　　休　　憩

11:10
I

12:25

座長：浅井さつき先生

⑤ 勝野　雄太 水上犬猫鳥の病院 スライド 定期的な血液検査により慢性リンパ性白血病が疑われたオカメインコ
（Nymphicus�hollandicus）の 1例 5

⑥ 菅野　祥子 ブルーバード動物病院 スライド 小型鳥類における流涙量測定検査方法の検討 6

⑦ 若林　優梨 日本大学 獣医学科 獣医生理学
研究室 スライド フンボルトペンギンにおける心電図基準の確立 7

⑧ 安田　　賢 まさの森・動物病院 スライド 腹部膨大を呈するコンパニオンバードにおける腹部超音波検査の有用性の検証 8

⑨ 常住　直人 small animal clinic スライド 死亡する当日まで臨床症状を示さなかった慢性活動性肝炎のオキナインコ
（Myiopsitta�monachus）の 1例 9

　　昼　休　憩
12:25 総　会

総会
終了後
I

13:25

　ポスター発表

（1） 谷口　　萌 酪農学園大学獣医学郡 ポスター 2018 年から翌年にかけ酪農学園大学野生動物医学センターに鑑定依頼のあっ
た鳥類の異常・異物に関する 3事例 10

（2） 白井　　温 埼玉県大宮公園小動物園 ポスター シラコバト若鳥におけるハトカイチュウの濃厚寄生症例 11

（3） 杉山　公太 すみか動物病院 ポスター 外部寄生虫により重度の貧血を呈したセキセイインコ（Melopsittacus�undulatus）
の一例 12

（4） 工藤　　慈 仙台小鳥のクリニック ポスター メンフクロウ（Tyto�alba）にみられた多発性の石灰沈着症 13

（5） 渡邉　賢介 アニコム損害保険株式会社 ポスター 次世代シーケンサーによるセキセイインコ（Melopsittacus�undulates）の
腸内細菌叢解析 14

（6） 羽田野真一郎 日本獣医生命科学大学 獣医寄
生虫学研究室 ポスター 鳥寄生性トリコモナス属原虫の系統解析に向けた検査プロトコルの構築 15

（7） 永嶋　惇平 日本大学 ポスター 飼鳥における心胸郭比の臨床的検討 16

（8） 藤谷　知穂 はせがわ動物病院 ポスター 尾腺の腫瘤に凍結療法を試みたセキセイインコ（Melopsittacus�undulatus）の
一例 17

（9） 竹内　夏美 水上犬猫鳥の病院 ポスター 飼鳥の血中鉛濃度の傾向および考察 18

（10） 河原　　咲
内山絵里奈 鳥と小動物の病院リトルバード ポスター 鳥の抗酸菌症の迅速診断のためのキニヨン染色の検討 19

13:30
I

14:30

座長：鯉江　洋先生

⑩ 櫻井　克彦 滝沢犬猫鳥の病院 スライド リュープロレリン酢酸塩注射後に過産卵を起こした文鳥（Lonchura�oryzivora）
の 1例 20

⑪ 髙木　慎介 横浜小鳥の病院 スライド フェブキソスタット投与により高尿酸血症の改善が認められたオカメインコ
（Nymphicus�hollandicus）の 1例 21

⑫ 細谷　　崇 横浜小鳥の病院 スライド 在宅での低濃度頻回ネブライザー治療が呼吸困難の軽減に奏功したオカメインコ
（Nymphicus�hollandicus）の 1例 22

⑬ 海老沢和荘 横浜小鳥の病院 スライド オウム目鳥における常同行動有病率と危険因子に関する調査解析 23
　　休　　憩

14:40
I

15:40

座長：眞田靖幸先生

⑭ 加藤　律子 横浜小鳥の病院 スライド 脚部の動脈瘤性骨嚢胞と診断されたセキセイインコ（Melopsittacus�undulatus）
の 1例 24

⑮ 石原　直子 ほたる小鳥病院 スライド 粥状動脈硬化、肝線維症および糖尿病を併発したコザクラインコ（Agapornis�
roseicollis）の 1例 25

⑯ 加藤真梨奈 横浜小鳥の病院 スライド 重度の脾腫がみられたセキセイインコ（Melopsittacus�undulatus）の 1例 26

⑰ 髙見　琴恵 森下小鳥病院 スライド 胸腔内腫瘤からポリオーマウイルスが検出されたオカメインコ（Nymphicus�
hollandicus）の 1例 27

　　休　　憩

15:50
I

17:05

座長：小嶋篤史先生

⑱ 寄崎まりを 森下小鳥病院 スライド セキセイインコ（Melopsittacus�undulatus）における排泄口尾側ヘルニアの縫
合法の提案 28

⑲ 北村　真麻 滝沢犬猫鳥の病院 スライド 腹壁ヘルニアにおいて筋胃の脱出が認められたセキセイインコ（Melopsittacus�
undulatus）の 2例 29

⑳ 渡邉　岳大 バーツ動物病院 スライド 脛骨骨折を呈したシベリアワシミミズク（Bubo�bubo�sibiricus）に X線透視
下にてキルシュナー鋼線を用いて非開創的に固定術を行った 1例 30

㉑ 常住　直人 small animal clinic スライド 食道熱傷治療中に食道穿孔を起こしたと思われるオカメインコ（Nymphicus�
hollandicus）の 1例 31

㉒ 福井　大祐 岩手大学 スライド 慢性的発咳を示したニホンイヌワシ（Aquila�chrysaetos�japonica）の食道穿
孔が疑われた異物反応性肉芽腫の一例 32

　　休　　憩
17:15
I

17:45

㉓ 植松　　淳 吉塚ペットクリニック スライド そ嚢内異物に対する治療法の検討 33

㉔ 袴田　　剛 ㈱リーフ動物病院 スライド 生殖器疾患により開腹手術を行った小鳥 15例 35
17:45 総　括　　閉　会

18:00 〜 懇　　親　　会

○ ポスター発表の時間は、発表者がポスターの前に立ち解説を致します。是非この時間にご質問ください。
○ 撮影は禁止です。
○ 携帯電話はマナーモードにするか電源をお切りください。
○ 館内は禁煙です。屋外に喫煙所があるのでそちらでお願い致します。
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