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十分な会場の広さを担保しており、当日は参加者同士の十分な間隔をあけ、
感染症対策を講じますので、是非とも会場へお越しください。

〈お問い合わせ〉日本獣医腎泌尿器学会事務局
〒 174-0051 東京都板橋区小豆沢 2-9-19
TEL：03-6454-9021 FAX：03-6454-9028
E-mail：info@javnu.jp

ご挨拶
この度、第 14 回 日本獣医腎泌尿器学会学術集会・総会を 2022 年 8 月 28 日（日曜日）にベルサール飯田橋ファー

ストにおいて開催させていただきます。北海道大学の市居 修と申します、どうぞよろしくお願いいたします。

昨今の COVID-19 の流行により、
過去 2 年間の学術集会は、
中止やオンライン開催を余儀なくされております。一方で、

感染予防に努めながらの社会活動や教育活動が継続されており、様々な場面で対面形式の再開が加速しております。本学
術集会におきましても、会員同士の交流、学術的な議論、情報交換の場としての学術集会の役割を重要視し、鋭意対面開
催の準備を進めて参りました。しかしながら、7 月の現時点においては、オミクロン株（BA.5 株）への置き換わりによ

る第 7 波が到来しております。このような国内の情勢を鑑み、対面参加を基本とする一方、会場にお越しになれない方々
へのオンライン参加も併用する “ ハイブリッド形式 ” に変更して開催させていただきます。ご理解のほど、何卒よろしく
お願いいたします。

今回のテーマは「国際標準から読み解く腎泌尿器病学」です。国際的な標準に基づく診断・治療とはどのようなものでしょうか。シンポジウムで

は獣医療の国際標準に精通する内科学、
外科学、
病理学の専門家を交え、
臨床家の方々がよく目にするイヌとネコの “ 尿管閉塞と蛋白尿 ” を議論します。
さらに、腎臓病の病態解明を主題として医学臨床・研究の第一線でご活躍する柳田 素子 先生をお招きします。国内外を問わず、我々獣医師が目指す

ものは “One World, One Health、そして One Nephrology ＆ Urology”、当日は動物とヒトの相同性と差異も考察し、腎泌尿器病学を読み解くヒ
ントを得たいと考えております。多くの皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

第 14 回日本獣医腎泌尿器学会学術集会・総会 大会長 市居 修（北海道大学）

Time Table

講演プログラム

8:55 - 9:00

座長：市居

特別講演

大会長挨拶

修 先生（北海道大学）

炎症性微小環境 3 次リンパ組織が制御する腎修復
講師：柳田

素子

9:00 - 9:55

先生（京都大学大学院医学研究科 腎臓内科学）

特別講演
シンポジウム

座長：矢吹

映 先生（鹿児島大学）

国際標準から読み解く尿管閉塞と蛋白尿

講師：

福島 建次郎

先生

（コロラド州立大学小動物内科）

ランチョンセミナー

徳永

暁

先生

10:00 - 12:35

浅川

翠

先生

シンポジウム

（コロラド州立大学小動物外科） （どうぶつの総合病院 専門医療 &
救急センター 病理科）

座長：秋吉 秀保 先生（大阪公立大学）

ウシの生体内異物応答を利用した移植用組織作製への挑戦
協賛： 古河電気工業株式会社
ランチョンセミナーは事前登録の方のみご参加いただけます

12:40 - 13:20
ランチョン
セミナー

日本獣医腎泌尿器学会会員の方はご出席下さい

13:25 - 13:55

一般演題発表

定時総会

座長：山﨑 寛文 先生（日本動物高度医療センター）, 小林沙織 先生（岩手大学）,
山野 茂樹先生（うえだ動物クリニック）, 片山泰章 先生（岩手大学）, 米澤智洋 先生（東京大学）

休 憩
14:30 - 17:00

発表者

所属

区分

前田 憲孝

岡山理科大学 獣医学部
獣医学科 外科学講座

症例

出浦 知也

ふく動物病院

症例 術中超音波ガイド下で実施した SUB システムの猫

許

日本獣医生命科学大学
獣医内科学研究室第二

研究

尿管結石のネコにおける内科管理の有用性および
予後調査

マルハニチロ株式会社

研究

CKD ネコに対する DHA の腎保護効果と
メタボロミクス

重信 あみ

日本獣医生命科学大学
獣医内科学研究室第二

研究 慢性腎臓病の犬および猫での鉄代謝の調査

平田 和樹

日本獣医生命科学大学
獣医内科学研究室第二

研究 慢性腎臓病の犬での尿中蛋白尿性状の評価

鹿児島大学 共同獣医学部

研究 ネコの腎疾患と腎組織へのアミロイド沈着の関連性

鹿児島大学

研究

淮勛

河原崎 正貴 中央研究所

一般演題
発 表

湯通堂 彩海 臨床病理学講座

藏原 なつめ 共同獣医学研究科

17:00 - 17:05

演題名

座長

膀胱全摘出術および皮膚尿管瘻形成術を実施した
膀胱移行上皮癌のネコの１例

高齢ネコの慢性腎臓病における腎臓組織の
酸化ストレス

中村 鉄平

変性コラーゲンの in situ 多重染色―医療機器および
北海道大学 獣医学研究院
研究
実験動物学教室
腎線維化の評価への応用

難波 貴志

閉塞性尿路疾患において移行上皮細胞が発現する
北海道大学 獣医学研究院
研究
解剖学教室
17 型コラーゲンの多機能性

閉 会

山﨑 寛文

小林 沙織

山野 茂樹

片山 泰章

米澤 智洋

企業展示（終日）

当日の参加形態と認定医認定制度参加者の方への対応について
コロナウイルス感染症拡大防止の為、学術集会は対面会場およびオンラインでのハイブリッド開催と致します。
全ての講演を 8 月 28 日（日）同時刻にライブ配信致します。また、当日は全ての内容を動画で記録し、後日に見逃し配信を行います。

必ず参加登録を行ってください。過日の参加登録申請は受け付けません。
【認定医認定制度参加者の方への対応】

ハイブリッド開催を予定しておりますので、対面・オンラインを問わず、学会参加者に学会参加単位を付与いたします。

1st アナウンスメントに記載のとおり、2020 年度内に認定医プログラムに参加申請を行ったプログラム参加者に限定した特例として、2021

年度および 2022 年度の日本獣医腎泌尿器学会学術集会に連続して参加した場合に限り、3 単位認定します（通常であれば 1 回の参加につき
1 単位、2 年連続の参加でも 2 単位が認定される）。

対面参加

会場にお越しください。要旨集を会場で配布します。
認定医認定制度参加者はプログラム参加証（顔写真入り）を受付でご提示下さい。

オンライン
参加

事前に Zoom の URL をメールで送付いたしますので、オンラインでご参加ください。要旨集を後日郵送します。
ライブ視聴時は電子版の要旨集（PDF ファイル）をダウンロードの上、ご参加をお願い致します。

見逃し配信

昨今の社会的情勢を鑑み、本学会は多様な学習方法を準備し、認定医認定制度参加者皆様をサポートいたします。
諸事情により当日参加できなかった方々を想定しており、学術集会の内容を後日配信します。

単位
認定方法

当日、複数のパスワードを会場ならびにオンライン上で掲示します。上記の方法で確認した全てのパスワードを指定のフォー
ムに入力して参加証明登録を行って下さい。詳細について、参加登録者へのメールとホームページで事前にご案内すると共に、
当日は会場でもアナウンスいたします。

登録フォーム

事前登録期間

5 月 10 日（火）- 8 月 10 日（水）

直前登録期間
https://jsovs.com/

8 月 11 日（木）- 8 月 24 日（水）

参加費
会

員

非会員
学

生

6,000 円
10,000 円
2,000 円

会場参加、オンライン参加の参加費
区分はございません。参加者全ての
方へオンライン参加方法をご案内い
たします。

2022 年度

日本獣医腎泌尿器学会

認定講習会

オンデマンド配信

https://lec.javnu.jp/
講習会サイトを公開しました

2020 年 4 月より、日本獣医腎泌尿器学会におきましては認定医認定プログラムを発足いたしました。
本学会の認定医プログラムは獣医腎泌尿器学に関する臨床ならびに研究の健全な発展普及と腎泌尿器学の進歩を促進
し、人と動物の福祉ならびに学術の発展に貢献することを目的として制定いたしました。

本学会が認定する認定医の資格は、腎泌尿器分野の臨床技術のエキスパートと認定することではなく、腎泌尿器疾患
を診断・治療する上で臨床医が最低限身につけておくべき知識について、一定の基準に達していることを認定するも

のです。そのため、認定医の習得すべき知識について学習する機会を学会が提供することとし、認定医プログラムの
発足と同時に 2020 年度から、毎年 10 コマの認定講習会を全国で開催しています。

2022 年度で認定医プログラムが 3 年目となり、ぞくぞくと全国に認定医が誕生してまいります。 また、それをうけ、
2023 年度からは上級認定医プログラムも開始されます。なお、認定講習会は認定医プログラムに参加していない方
も自由にご参加いただけます。 その場合は、一般的な教育講演として聴講いただけます。

認定講習会は、
学会が掲げる教育講演の充実の一環でもありますので、気楽にご参加いただければ幸いです。腎泌尿器・
生殖器にまつわる基礎から臨床までの基盤となる知識を、共に学びましょう‼

認定医認定プログラム公式アカウント
会期
※一部のカリキュラムで講師の変更がございます

Curriculum 8

薬物療法と食事療法
講師

Curriculum 9

山野 茂樹 先生（うえだ動物クリニック）

上地 正実 先生 （JASMINE どうぶつ総合医療センター）
原田 佳代子 先生（JASMINE どうぶつ総合医療センター）
室 卓志 先生 （JASMINE どうぶつ総合医療センター）

ファンコーニ症候群・嚢胞性腎疾患
講師

参加
登録

竹中 雅彦 先生（竹中動物病院）

透析治療と腎移植
講師

Curriculum 19

LINE 始めました‼

腎性貧血の病態と治療
講師

Curriculum 12

最新情報をチェック

星 史雄 先生（岡山理科大学）
小林 沙織 先生（岩手大学）

「第14回日本獣医腎泌尿器学会学術集会・総会」への参加登録をお願いいたします。
講習会サイトの URL、視聴に必要なパスワードは参加登録された方全員※へメールにてご案内いたします。
※認定講習会は、プログラム参加者以外の方や非会員の方も受講いただけます。

ご注意：上記の認定講習会はオンデマンド配信のみとなります。学術集会・総会の会場では実施致しませんので、あらかじめご了承の程お願い申し上げます。

