
志成会の記録 

第一回：症例検討会 

    皮膚糸状菌症、開放骨折の管理他 

 

第二回：症例検討会 

    ﾑﾋﾟﾛｼﾝ他 

 

第三回：心疾患のｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞｺﾝｾﾝﾄ＜久山昌之先生（久山獣医科病院副院長）＞ 

    脂質について＜小沼守先生（おぬま動物病院院長）＞ 

    症例検討 

 

第四回：消化器疾患（LRF）、肥満・食事管理（RCF）について＜（株）ｱｲﾑｽ＞ 

    症例検討；前立腺肥大、排尿障害他 

 

第五回：ｶｰﾃﾞｨｱﾙﾊﾟｽｰﾄ１・心疾患について（ﾋﾞﾃﾞｵ）＜（株）ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ＞ 

    症例検討；股関節形成不全、ﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏ他 

 

第六回：糖尿病（GC）、腎不全（KF）について＜（株）ｱｲﾑｽ＞ 

    症例検討；ﾜｸﾁﾝ接種、穴あき病他 

 

第七回：ｶｰﾃﾞｨｱﾙﾊﾟｽｰﾄ２・心疾患について、分離不安症（ｸﾛﾐｶﾙﾑ）について 

＜（株）ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ＞ 

    症例検討 

 

第八回：ｶｰﾃﾞｨｱﾙﾊﾟｽｰﾄ３・心疾患について＜（株）ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ＞ 

    症例検討 

 

第九回：変形性骨関節症および疼痛管理（ﾘﾏﾀﾞｲﾙ）について＜ﾌｧｲｻﾞｰ（株）＞ 

    症例検討 

 

第十回：周術期管理（特に術中監視ﾓﾆﾀｰ）について＜日本ｺｰﾘﾝ（株）＞ 

    症例検討 

 

第十一回：ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ麻酔について＜武田ｼｪﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ（株）＞ 02/Feb/2003 

          症例検討 

 



第十二回：腹部軟部外科の基礎及び胆嚢の外科 

＜西村亮平助教授（東大獣医外科学教室）＞ 27/Apr/2003 

 

第十三回：会陰ﾍﾙﾆｱの診断と治療～あなたならどう攻める？～ 

     心肺脳蘇生～死からの生還は可能か？～ 

＜西村亮平助教授（東大獣医外科学教室）＞ 13/Jly/2003 

 

第十四回：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄにおける動画配信ｼｽﾃﾑの提案＜ｲﾝﾄﾗｯｸｽ＞ 07/Sept/2003 

     症例検討；鎮咳薬・ｸﾘﾌﾟﾄｺｯｶｽ・子猫の神経障害（頚椎形成不全？）・針灸治療 

          ｳｻｷﾞ流涙症・ｳｻｷﾞのﾊﾟﾅｷｭｱ投与・ｳｻｷﾞの毛球症・移行上皮癌 

          ﾜｸﾁﾝｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 

 

第十五回：小動物医療における遺伝病の現状と今後の方向性 

     ＜小川博之教授（東大獣医高度医療学教室）＞ 23/Nov/2003 

 

第十六回：肝疾患への基本的ｱﾌﾟﾛｰﾁ 

     IMHA の診断と治療に関する素朴な疑問 

     ＜大野耕一助教授（東大獣医内科学教室）＞ 25/Jan/2004 

 

第十七回：股関節形成不全～診断と治療～ 

     ＜新井庸之先生（川瀬獣医科病院副院長）＞ 07/Mar/2004 

     症例検討；副腎腫瘍、子犬の誤嚥性肺炎 

 

第十八回：帝王切開時の麻酔管理 

     新しい NSAIDS を使用する上での 10 の疑問 

     術後の疼痛管理～麻薬は必要か？  一部分 

     ＜西村亮平助教授（東大獣医外科学教室）＞ 25/Apr/2004 

 



第十九回：急性の発作・神経症状（脳）に対してのﾙｰﾃｨﾝﾜｰｸと症例検討 

     ＜久山昌之先生（久山獣医科病院副院長）＞ 13/June/2004 

症例検討； 

おぬま動物病院：癲癇発作の重積の一例、肺高血圧症の一例 

     小金原動物ｸﾘﾆｯｸ：急性胆管膵炎を疑う日本猫の一例、Ｗｺｰｷﾞｰの原因不明の出 

血性ショックの一例 

     ﾍﾟｯﾄﾒﾃﾞｨｶﾙ久が原：腹囲膨満のみられた犬の一例、術創の癒合不全を伴う腹囲

膨満のみられた犬の一例 

     みむら動物病院：一時期に集中した急性胃腸炎症例 

 

第二十回：関節疾患～関節の構造と生理・変形性骨関節症・関節ﾘｳﾏﾁ・前十字靭帯断裂～ 

     ＜望月学助手（東大獣医外科学教室）＞ 1/Aug/2004 

 

第二十一回：前十字靭帯断裂の治療指針・股関節形成不全の治療指針 

      ＜林慶助教授（ﾐｼｶﾞﾝ州立大学 小動物整形外科）＞ 15/Aug/2004 

 

第二十二回：症例検討； 

      おぬま動物病院：発咳の原因として重症筋無力症を疑い治療を行った一例 

      小金原動物ｸﾘﾆｯｸ：術後発毛障害の一例 

               ｳｻｷﾞの眼窩膿瘍の一例 

               ﾌｪﾚｯﾄの副腎疾患とﾎﾙﾓﾝ測定 

               腎不全における輸液療法の考察 

      ﾍﾟｯﾄﾒﾃﾞｨｶﾙ久が原：胆嚢疾患の二例 

 

第二十三回：犬の跛行診断 

      ＜林慶助教授（ﾐｼｶﾞﾝ州立大学 小動物整形外科）＞ 04/Dec/2004 

 

第二十四回：犬の炎症ﾏｰｶｰと発熱性疾患について 

      蛋白漏出性腸症へのｱﾌﾟﾛｰﾁ 

      ＜大野耕一助教授（東大獣医内科学教室）＞ 13/Feb/2005 

 

第二十五回：小動物領域における血栓症～基礎と臨床～  

      ﾙﾝﾌﾞﾙｸｽ･ﾙﾍﾞﾙｽの働きについて 

      ＜鬼頭克也教授（岐阜大寄生虫病学教室）＞ 24/Apr/2005 

      ﾙﾝﾜﾝ粒について＜（株）ｼﾅﾌﾟｽ＞ 

 



第二十六回：吸入麻酔について復習する 

腫瘍手術患者の術前評価 10 のﾎﾟｲﾝﾄ 

      ＜西村亮平助教授（東大獣医外科学教室）＞ 31/July/2005 

 

第二十七回：IN VITRO ﾃｽﾄによるｱﾚﾙｷﾞｰの対処と減感作ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

      ＜荒井延明先生（ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ ﾗﾎﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ（株））＞ 04/Sept/2005 

  

第二十八回：討論会 重症患者へのｱﾌﾟﾛｰﾁⅠ～ｲﾝﾌｫｰﾑﾄﾞｺﾝｾﾝﾄ、検査 

      12/Feb/2006 

 

第二十九回：代替補完治療～特に腫瘍免疫について 

      ｼｿの葉ｴｷｽの効能効果 

＜ﾍﾙｽｴｲｼﾞ（株）、（株）ｱﾐﾉｱｯﾌﾟ化学＞ 12/Mar/2006 

 

第三十回：犬・猫の肝疾患～実践的ｱﾌﾟﾛｰﾁ 

     消化管ｴｺｰと内視鏡 

     ＜大野耕一助教授（東大獣医内科学教室）＞  18/June/2006 

 

第三十一回：ﾘﾝﾊﾟ腫をどう扱うか 

      ＜瀬戸口明日香先生（東大獣医内科学教室）＞ 10/Sept/2006 

 

第三十二回：ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会・忘年会 26/Nov/2006 

 

第三十三回：麻薬としてのｹﾀﾐﾝの取り扱い方 

            縫合糸関与の疾患、ﾐﾆﾁｭｱﾀﾞｯｸｽﾌﾝﾄの幽門狭窄症、人工膀胱・肛門 

医用ﾒｯｼｭに対する生体反応、猫の甲状腺機能亢進症（甲状腺摘出例） 

湿潤療法 

      ＜西村亮平教授（東大獣医高度医療学教室）＞ 14/Jan/2007 

 

第三十四回：癌に対する免疫治療 

      ＜伊藤博教授（東京農工大学動物医療ｾﾝﾀｰ）＞ 08/Apr/2007 

 

第三十五回：犬と猫の脂質代謝疾患について 

      ＜荒井延明先生（ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ ﾗﾎﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ（株））＞  22/July/2007 

 

 



第三十六回：細胞診の日常診療への活用～特に腫瘍を中心に 

      ＜町田登教授（東京農工大学獣医臨床腫瘍学教室）＞ 26/Aug/2007 

 

第三十七回：細胞診の日常診療への活用～特に腫瘍を中心にⅡ 

      ＜町田登教授（東京農工大学獣医臨床腫瘍学教室）＞ 28/Oct/2007 

 

第三十八回：ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会・忘年会 09/Dec/2007 

 

第三十九回：肝外胆道系疾患と膵炎 

      ﾁｭｰﾌﾞﾌｨｰﾃﾞｨﾝｸﾞと完全静脈栄養：重症患者への栄養補給 

      ＜大野耕一助教授（東大獣医内科学教室）＞ 16/Mar/2008 

 

第四十回：膀胱疾患の外科的管理 

     前立腺疾患の外科的管理 

     ＜西村亮平教授（東大獣医高度医療学教室）＞ 18/May/2008 

 

第四十一回：心ｴｺｰ図検査の基礎～心ｴｺｰ図検査の有用性 

      ＜柴崎哲講師（東京農工大学獣医画像診断学教室）＞ 12/July/2008 

 

第四十二回：ｽﾘｯﾄﾗﾝﾌﾟを用いた前眼疾患の診断 

      心肺蘇生 

      乳び胸 

      ＜永延清和准教授（東京農工大学獣医画像診断学教室）＞ 28/Sept/2008 

 

第四十三回：浅草観光・寄席鑑賞・忘年会  14/Dec/2008 

 

第四十四回：臨床現場で役立つｱﾚﾙｷﾞｰ・免疫疾患へのｱﾌﾟﾛｰﾁと対症療法 

＜増田健一先生（理研ﾍﾞﾝﾁｬｰ動物ｱﾚﾙｷﾞｰ検査（株） 代表取締役） 

（独立行政法人 理化学研究所 免疫・ｱﾚﾙｷﾞｰ科学総合研究ｾﾝﾀｰ 客員研究員）＞ 

                                                           01/Mar/2009 

 

第四十五回：麻酔はなぜ効くのか（麻酔総論） 

      犬の原発性肺腫瘍 

      軟部外科におけるｺﾂと落とし穴～何を使ってどのように縫合するか？ 

      ＜西村亮平教授（東大獣医高度医療学教室）＞ 30/May/2009 

 



第四十六回：貧血 

      ＜藤野泰人特任助教（東大獣医内科系診療科）＞ 02/Aug/2009 

 

第四十七回：呼吸器疾患の病因とその診断 

      ＜山谷吉樹先生（日大獣医総合診療科）＞ 08/Nov/2009 

 

第四十八回：慢性下痢の診断ｱﾌﾟﾛｰﾁ 

      ＜中島亘特任助教（東大獣医内科系診療科）＞ 17/Jan/2010 

      新年会～東京湾屋形船 

 

第四十九回：血液検査を極める 

      免疫介在性血球減少症を極める（前編）～病態と診断 

      ＜藤野泰人特任助教（東大獣医内科系診療科）＞ 04/Apr/2010 

 

第五十回：麻酔ﾄﾋﾟｯｸｽ 2010 

     短頭種気道症候群 

咽喉頭の外科疾患 

＜西村亮平教授（東大獣医高度医療学教室）＞ 20/June/2010 

 

第五十一回：外科からみた生検 

      ＜藤田淳特任助教（東大外科系診療科）＞ 22/Aug/2010 

 

第五十二回：消化器内科 2011 ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ 

      ＜大野耕一准教授（東大獣医内科学教室）＞ 20/Feb/2011 

 

第五十三回：門脈体循環ｼｬﾝﾄ（PSS）～特に外科的ｱﾌﾟﾛｰﾁを中心に 

 ＜西村亮平教授（東大獣医高度医療学教室）＞ 29/May/2011 

 

第五十四回：犬ｱﾚﾙｷﾞｰ検査のﾎﾟﾃﾝｼｬﾙを引き出す臨床応用変法術 

      ＜小沼守先生（おぬま動物病院院長）＞ 16/Oct/2011 

 

第五十五回：麻酔管理～“全体”を見渡す管理のｺﾝｾﾌﾟﾄ 

      ＜佐野忠士助教（日本大学総合臨床学研究室）＞ 11/Dec/2011 

 

 

 



第五十六回：耳道外科 

      犬の脾臓腫瘤 

      超音波凝固切開装置 

      乳腺腫瘍 

      ﾒﾃﾞﾄﾐｼﾞﾝの上手な使い方 

      ＜西村亮平教授（東大獣医高度医療学教室）＞ 25/Mar/2012 

 

第五十七回：全体を見渡す“正しい”麻酔ﾓﾆﾀｰについて考える 

      ＜佐野忠士助教（日本大学総合臨床学研究室）＞ 22/Apr/2012 

 

第五十八回：獣医内科学総論Ⅰ 

      ＜長谷川篤彦名誉教授（東京大学）＞ 08/July/2012 

 

第五十九回：小動物の糖尿病 

      ＜松木直章教授（東大臨床病理学教室）＞ 28/Oct/2012 

 

第六十回：心肺蘇生ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 2012 

癌患者の疼痛管理 

     ＜西村亮平教授（東大外科学教室）＞ 17/Feb/2013 

 

第六十一回：臨床に必要などうぶつ眼科 

      ＜小林一郎先生（EyeVet 院長）＞ 21/Apr/2013 

 

第六十二回：獣医皮膚科学総論Ⅰ 

      ＜長谷川篤彦名誉教授（東京大学）＞ 04/Aug/2013 

 

第六十三回：皮膚科・脂質代謝異常関連疾患の情報ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ 

＜荒井延明先生（ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ ﾗﾎﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ（株））＞ 08/Sept/2013 

 

第六十四回：心書道教室 

      ＜廣川陽煌先生 書道師範＞ 08/Dec/2013 

 

第六十五回：緑内障 

      ＜小林一郎先生（EyeVet 院長）＞ 23/Mar/2014 

 

 



第六十六回：新しい犬猫用麻酔薬ｱﾙﾌｧｷｻﾝ 

      経腸栄養のすゝめ 

      ＜西村亮平教授（東大外科学教室）＞ 18/May/2014 

 

第六十七回：よしもと Live、ﾀﾞｰﾂ大会、忘年会 28/Dec/2014 

       

第六十八回：流涙症 

白内障 

＜小林一郎先生（EyeVet 教室）＞ 12/Apr/2015 

 

第六十九回：術前 CT 検査ﾃﾞｰﾀを生かす～CT 検査の有用性 軟部組織外科編～ 

腸閉塞の外科治療～原因と部位における外科ﾃｸﾆｯｸ～ 

＜西村亮平教授（東大外科学教室）＞ 26/July/2015 

 

第七十回：教科書に載っていない腹部超音波診断のｺﾂ 

＜戸島篤史先生（日本小動物医療ｾﾝﾀｰ）＞ 04/Oct/2015 

 

第七十一回：ﾏｼﾞｯｸﾊﾞｰ、ｲﾝﾀｰﾒﾃﾞｨｱｸ見学、忘年会 29/Nov/2015 

 

第七十二回：教科書に載っていない腹部超音波診断のｺﾂ～ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ編～ 

＜戸島篤史先生（日本小動物医療ｾﾝﾀｰ）＞ 28/Feb/2016 

 

第七十三回：教科書に載っていない腹部超音波診断のｺﾂ 

      ～猫の超音波－犬との相違点－～ 

      ＜戸島篤史先生（日本小動物医療ｾﾝﾀｰ）＞ 12/Jun/2016 

 

第七十四回：ﾑﾑｯ なんだか呼吸がおかしいぞぉ？～呼吸異常に隠された疾患を探る～ 

      ＜山谷吉樹教授（日大麻酔・呼吸器）＞ 04/Sept/2016 

 

第七十五回：ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ大会、はとﾊﾞｽﾂｱｰ（ﾓﾉﾏﾈｼｮｰ）、忘年会 20/Nov/2016 

 

第七十六回：ｱﾝｶﾞｰﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ 26/Feb/2017 

 

第七十七回：僧房弁閉鎖不全症＜小野貞治先生（大相模動物ｸﾘﾆｯｸ）＞ 10/Mar/2019 

            術前/麻酔前検査について考える＜久山昌之先生（久山獣医科病院）＞ 


