
第26回学会では, ランチョンセミナーはございません.

本学会認定医にかかわる各種証明書は会場でもオンラインでも取得可能です.

会場開催

オンライン
録画配信期間

  プログラム

2022年7月2日（土）・3日（日）　　
会場：ホテルニューオータニ 東京（東京都）

2022年7月12日（火）～8月10日（水）
配信場所：VETSCOPE　 
https://vetscope.vet/

一般社団法人 日本獣医がん学会

・会場開催でおこなったプログラムはすべてオンラインで後日録画を配信いたします．オンラインで質問受付はありません．

・会場での当日登録受付は感染症対策のためございません．

・会場参加を希望された方は，オンライン期間もご視聴可能です．

・各種証明書は，会場またはオンラインで発行いたします．詳細はホームページをご確認ください．

【会場参加の場合】
・認定医の出席証明は，会場で認定証カードの裏面に押印を受けてください．受付時間等は開催前にホームページで告知します．

・総合教育講演は，認定医手帳に受講印を受けてください．講演毎に認定医手帳を各会場前の受付に提出してから受講し，講演終了後
には認定医手帳を回収して受講印があることを必ず確認してください．当日であっても後からの押印は一切受け付けられません．

・認定医手帳をお持ちでない場合は，事前登録期間に購入をしていただき，会場でのお渡しをいたします．郵送はいたしません．

・会場での認定医手帳販売は，感染症対策のため行いません．お持ちでない方は事前の購入をお願いいたします．

【オンライン参加の場合】
・オンラインを視聴された方の証明書の発行は，ご本人名義のVetScopeアカウントのご氏名で申請された方のみ証明書を発行します．

・ご本人が視聴されていない場合や申請をしなかった場合は，参加をしていても証明書は発行されません．

・学会終了後の申請や再発行および名義や会員番号の変更はできません．

・学会参加費の領収証は資格に関する証明書には利用できません．

・申請された証明書はVetScopeマイページの「証明書」からダウンロードが可能です．必ずダウンロードをして，ご自身のお手元で保管
をくださるようお願いいたします．

・VetScopeアカウントは退会可能ですが，退会した場合の証明書の保管・再発行には対応いたしかねますこと，ご了承ください．



【芙蓉西】　各講演　90分  　［Class A］
タイムテーブル 区分 演題 演者

A-1 臨床病理学 呰上大吾
（東京農工大学）10：00-11：30

A-2 診断学総論 伊藤哲郎
（麻布大学附属動物病院）11：45-13：15

A-3 治療学総論 池田雄太
（動物がんクリニック東京）14：45-16：15

A-4 外科療法 金井詠一
（麻布大学）16：30-18：00

【芙蓉東】　各講演　90分  　［Class B］
タイムテーブル 区分 演題 演者

B-1 細胞診断学 浅川　翠
（どうぶつの総合病院）10：00-11：30

B-2 画像診断学 坂大智洋
（新潟動物画像診断センター）11：45-13：15

B-3 化学療法 米地若菜
（奈良動物二次診療クリニック）14：45-16：15

B-4 放射線療法 中山智宏
（日本大学）16：30-18：00

（敬称略）

タイムテーブル 演題 演者 時間
肝臓腫瘍摘出術：

古くて新しいフィンガークラッシュ法と
解剖学的アプローチ

鳥巣至道
（酪農学園大学） 60分10：00-11：00

10：00-11：00　　教育講演／動画で見る腫瘍外科シリーズ

タイムテーブル 演題 演者 時間

大腸腫瘍の外科

滑膜周囲腫瘍の分類 up date

中川貴之
（東京大学） 60分11：15-12：15

11：15-12：15　　教育講演／外科

【芙蓉中】　○司会：田戸雅樹（ネオベッツVRセンター）

【芙蓉中】　○司会：水野　累（水野動物病院）

タイムテーブル 演題 演者 時間
二瓶和美

（富士フイルムVETシステムズ（株）） 60分12：30-13：30

12：30-13：30　　教育講演／病理

【芙蓉中】　○司会：佐々木　悠（DVMsどうぶつ医療センター横浜）

＊会場では認定医手帳に受講印を受けてください．
＊オンラインの場合は，申請により受講証明書発行をいたします．
＊一つの学会内で同じ番号の講義の証明書は申請できません．ご注意ください．

（本学会獣医腫瘍科認定医Ⅱ種講習会を兼ねる） 10：00-18：00　　総合教育講演：腫瘍の臨床診断と治療（8科目）
7月 2日（土） 　　受付開始　9：00～



（敬称略）

タイムテーブル 演題 演者 時間

犬の血管肉腫について
標準的な治療と

エビデンスがあまりない治療

犬の尿路上皮癌に対する内科療法

パネルディスカッション（総合討論）

50分

15：00-18：00　　内科パネルディスカッション

【芙蓉中】　○座長：高橋　雅（鹿児島大学）

林宝謙治
（埼玉動物医療センター）

70分

50分

15：50-16：40

15：00-15：50

前田真吾
（東京大学）

小林哲也, 細谷謙次,
林宝謙治, 前田真吾16：50-18：00

＜休　憩＞16：40-16：50 10分

10：00-12：17

諏訪晃久
（すわ動物病院）

中川正徳
（松原動物病院）

17分10：20-10：37

17分10：40-10：57

17分11：00-11：17

17分11：20-11：37

17分11：40-11：57

タイムテーブル 演題 座長 時間演者

17分10：00-10：17

【芙蓉前室】　

　　一般口演／臨床研究

秋吉亮人
（AKIYOSHI ANIMAL CLINIC）

猫の消化器型リンパ腫における
SAA濃度の変化

日本獣医がん学会員における
抗がん剤曝露意識調査

前田晴香
（埼玉動物医療センター）

犬の5腫瘍種における
早期診断マーカーとしての
microRNAの有用性の評価

坐骨神経原発の小細胞性
T細胞リンパ腫（神経リンパ腫症）の

犬の1例

田川道人
（帯広畜産大学動物医療センター，

現岡山理科大学）

池田凡子
（株式会社メディカル・アーク）

佐藤恵一
（茶屋ヶ坂動物病院）

回盲部腫瘍を疑診した
脂肪肉芽腫性リンパ管炎の犬1例

佐藤祐佳
（茶屋ヶ坂動物病院）

胸腔内原発を疑う犬の血管肉腫の2例

猫の骨髄腫関連疾患4例

奥　朋哉
（松原動物病院）

17分12：00-12：17

発表 10分・質疑応答 7分

Controversies in medical oncology vol.1  
　～血管肉腫，尿路移行上皮癌に関して～

※ 時間・会場等の都合により, プログラムの変更がある場合がございます. ご了承ください.



【芙蓉中】　○座長：杉山大樹（ファミリー動物病院）
タイムテーブル

9：00-  9：40

 9：40-10：20

10：20-11：00

11：10-11：50

11：00-11：10

演題 演者 時間

伊丹貴晴
（酪農学園大学） 40分緩和的手術の周術期管理

呼吸器腫瘍の緩和的手術

消化器の緩和的手術

泌尿器腫瘍における緩和的手術

ディスカッション

高木　哲
（麻布大学） 40分

浅野和之
（日本大学） 40分

小山田和央
（松原動物病院）

伊丹貴晴, 高木　哲,
浅野和之, 小山田和央

40分

＜休　憩＞

11：50-12：40 50分

【芙蓉中】　○座長：細谷謙次（北海道大学）
タイムテーブル

15：00-15：22

 15：25-15：47

15：50-16：12

16：25-16：47

16：12-16：25

演題 演者 時間

田戸雅樹
（ネオベッツVRセンター） 22分リンパ節転移を伴う

扁桃扁平上皮癌に対して緩和的外科手術を
行った犬7例

古川敬之
（日本動物高度医療センター 名古屋）

22分川村悠太
（川村動物病院）

22分

池田雄太
（動物がんクリニック東京） 22分

16：50-17：12 長井　新
（烏城ペットクリニック） 22分

＜休　憩＞

17：12-17：20 ＜休　憩＞

総合討論
伊丹貴晴, 高木　哲,
浅野和之, 小山田和央
症例発表者ら

17：20-18：00 35分

症例発表1

尿路上皮癌による尿路閉塞に対する緩和的
手術として皮膚尿管瘻を実施した犬の4症例

症例発表2
鼻咽頭部の腺癌により生じた
気道狭窄に対し，緩和治療として

covered stentを設置した高齢猫の1例
症例発表3

排便困難に対する
緩和的リンパ節切除を実施した犬の1例

症例発表4

外科切除ならびにACNU併用療法によって
長期生存した頭蓋内組織球性肉腫の犬の1例

症例発表5

（敬称略）

9：00-12：40　　メインシンポジウム　腫瘍性疾患に対する緩和的手術　《午前の部》　

15：00-18：00　　メインシンポジウム　腫瘍性疾患に対する緩和的手術　《午後の部》　

7月 3日（日） 　　受付開始　8：30～



15：00-15：10

 15：20-16：10

原田　慶
（日本小動物がんセンター） 10分臨床推論トレーニング：

仮説演繹法を用いた診断学の実践

症例①

症例提示：原田　慶
画像診断：小野　晋

臨床病理・細胞診：小笠原聖悟
病理：賀川由美子

50分

 16：10-17：00 症例②

症例提示：米地若菜
画像診断：小野　晋

臨床病理・細胞診：小笠原聖悟
病理：賀川由美子

50分

15：10-15：20 企画趣旨説明 10分

タイムテーブル 演題 演者 時間

15：00-17：00　　トピック　仮説演繹法を用いた診断ステップ　

【芙蓉東】　○座長：原田　慶（日本小動物がんセンター）, 米地若菜（奈良動物二次診療クリニック）

◯ アドバイザー：小野　晋（スカイベッツ）, 小笠原聖悟（小笠原犬猫病院）, 賀川由美子（ノースラボ）

＊会場参加型の企画のため, 当日はスマートフォンをご用意ください.

（敬称略）

※ 時間・会場等の都合により, プログラムの変更がある場合がございます. ご了承ください.
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企業展示

企業展示

メインシンポジウム
　9:00-12:40

伊丹貴晴／高木 哲／浅野和之／小山田和央

総合教育講演
　10:00-11:30

Class A 認定医Ⅱ講習会対応
臨床病理学　呰上大吾

総合教育講演
　11:45-13:15

Class A 認定医Ⅱ講習会対応
診断学総論　伊藤哲郎

一般口演／臨床研究
10:00-12:17

秋吉亮人／佐藤祐佳／前田晴香／佐藤恵一／
奥 朋哉／池田凡子／田川道人

教育講演
10:00-11:00

定時社員総会

鳥巣至道

教育講演
11:15-12:15
中川貴之

教育講演
12:30-13:30
二瓶和美

総合教育講演
　10:00-11:30

Class B 認定医Ⅱ講習会対応
細胞診断学　浅川 翠

雑誌編集委員会
10:00-10:50

内科療法委員会
8:00-8:50 13:00-14:00

外科療法委員会
8:00-8:50

放射線療法委員会
8:00-8:50

企画委員会
12:00-12:50

JONCOL委員会
13:10-14:00

総合教育講演
　11:45-13:15

Class B 認定医Ⅱ講習会対応
画像診断学　坂大智洋

病理委員会
8:00-8:50



※敬称略．プログラム内容は予告なく変更する場合があります．

14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

企業展示

企業展示

メインシンポジウム
　15:00-18:00

田戸雅樹／川村 悠太／古川敬之／池田雄太／長井 新
伊丹貴晴／高木 哲／浅野和之／小山田和央

総合教育講演
　14:45-16:15

Class A 認定医Ⅱ講習会対応
治療学総論　池田雄太

総合教育講演
　16:30-18:00

Class A 認定医Ⅱ講習会対応
外科療法　金井詠一

総合教育講演
　14:45-16:15

Class B 認定医Ⅱ講習会対応
化学療法　米地若菜

総合教育講演
　16:30-18:00

Class B 認定医Ⅱ講習会対応
放射線療法　中山智宏

内科パネルディスカッション
15:00-18:00

林宝謙治／前田真吾／小林哲也／細谷謙次

トピック
15:00-17:00

原田 慶／小野 晋／小笠原聖悟／
賀川由美子／米地若菜

認定医授与式
14:00-14:30

WVCC決起集会
（WVCC・国際情報委員会）
14:00-14:50


