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数字の見方：No.（月）- 頁（論文の初頁）
■表紙作品 佐野高太郎

No.1
厳冬期の朝，エゾリス
が日向ぼっこをしてい
た。

No.2
冬晴れの朝，エゾモモ
ンガがごく稀に姿を現
した。

No.3
ナキウサギが鳴く姿を
正面からとらえた。

No.4
エゾムラサキツツジの
花の向こうにシマリス
を見つけた。

No.5
エゾユキウサギの後ろ
脚はまるでカンジキの
ように大きかった。

No.6
害獣駆除で雄のシカばか
りが狙われるのはなぜだ
ろう？

No.7
西陽が射すとチーター
の色がカラハリに溶け
込む。

No.8
ジャッカルはいつも
チーターのそばにい
た。

No.9
シロサイは泥につかっ
て幸せそうだった。

No.10
ラ イ オ ン の 交 尾 は 13
時間以上続いた。

No.11
ニャラというレイヨウ
には品があるように感
じられた。

No.12
砂漠の水場はゾウの群れ
に占拠されることが多か
った。

§特
No.1

生，Franck BOURGAD，大沢一貴，高木利一，佐藤 浩，森川 茂，
酒井宏治，水谷哲也，西條政幸，倉根一郎，滝本一広，山田靖
子，Jean JAUBERT，Marion BERARD，中田初美，平岩典子，目
加田和之，高倉 彰，伊藤豊志雄，小幡裕一，吉木 淳，Xavier
MONTAGUTELI 3-205
ウエストナイルウイルスの鳥類における増殖性と極東ロシアでの抗
体調査 村田 亮，好井健太朗，苅和宏明，高島郁夫 3-208
人獣共通感染性・サルマラリアの現状と診断の問題点 川合 覚
3-210
ドブネズミより分離された Arthroderma vanbreuseghemii 佐野文
子，春成常仁，鎗田響子，花見有紀，高山明子，亀井克彦 ，高
橋容子，谷川 力 3-212
感染性結核患者が飼育している犬の結核診断の重要性 兼島 孝，
辻本早織，小宮智義，池田忠生 3-214
Capnocytophaga canimorsus 感染症 鈴木道雄，木村昌伸，今岡浩
一，山田章雄 3-217
2008 年沖縄県本島におけるレプトスピラ症の実地疫学調査－リス
ク因子の検討－ 土橋酉紀，田中好太郎，島田智恵，砂川富正，
小泉信夫，谷口清州，岡部信彦 3-219
輸入シマリス（Tamias sibiricus ）におけるサルモネラ症の集団発
生 菊地恭乃，岡谷友三アレシャンドレ，松尾加代子，宇根有美
3-221
マーラ（Dolichotis patagonum ）に集団発生した致死性 Salmonella
Enteritidis 感染症 吉村遥子，岩田剛敏，中村進一，林谷秀樹，
宇根有美 3-224

集

牛の超音波画像診断の有用性を探る

牛の繁殖領域における超音波検査 G. Gnemmi ，C. Maraboli 著，
大澤健司 訳 1-11
超音波画像診断装置を用いた子牛の第四胃内カード形成状態の観察
岡田啓司，宮崎珠子，大場孝倫，矢島和枝，加藤淳郎，安田 準
1-29
超音波検査による肥育牛の生前肉質判定 原田 宏 1-37

No.2

九州画像診断研究会による犬と猫の超音波診断

緒言 平川 篤 2-95
犬と猫における膵臓の超音波検査の基礎 古川彰宏 2-97
胃腸管内異物の超音波診断 高橋雅弘 2-105
日常臨床に役立つ心エコー検査 －最低限必要な断層像を極める－
平川 篤 2-113

No.3

人と動物の共通感染症最前線 7

緒言 林谷秀樹 3-184
動物由来感染症対策，リスクプロファイルと国際野生動物疾病届出
制 吉川泰弘，太田周司，吉崎理華 3-185
インフルエンザウイルスと野鳥との関わり 伊藤壽啓 3-193
野 兎 病 菌 に 自 然 感 染 し た ト ウ ホ ク ノ ウ サ ギ（Lepus brachyurus
angustidens ） の症例－野生動物の病理解剖の意義と感染リスク
－ 朴 天鎬，中西 中，畑井 仁，小山田敏文，佐藤久聡，進
藤順治，藤田 修，堀田明豊，井上 智，棚林 清 3-197
アフリカ南部の伝統農村における公衆衛生学的調査・研究－感染
症とくに人獣共通感染症の予防－ Rita M. SAKALA，John M.
BWALYA，藤倉孝夫 3-201
輸入マウスに感染していたリンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス 池 郁

No.4

小動物医療における診断・治療機器を使いこなす

緒言 山根義久 4-271
デジタル X 線診断装置 菅沼常徳 4-273
内視鏡で何ができるか －はじめて内視鏡を始める人のために－
桃井康行 4-279
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ホルター心電計を使いこなす 福島隆治 4-285
血液透析器を使いこなそう 星 史雄 4-293
超音波生体顕微鏡（UBM）を使いこなす 太田充治 4-303
小動物の超音波手術 座間ともね，工藤徹也，南 毅生 4-308

寄り道，回り道－子育て余談－ 清水宏子 8-672〔寄り道も心の
財産－長男のタバコ事件－（672），回り道も気付きになる－長
女の骨肉腫事件－（673）〕
まとめのことば 謝辞 清水邦一・清水宏子 8-675

No.5

No.9

クマの保全医学の研究動向

緒言 柳井徳磨，坪田敏男 5-359
ニホンツキノワグマにおける繁殖と母体栄養状態の関連性 中村幸
子，岡野 司，柴田治樹，山中淳史，小松武志，淺野 玄，坪田
敏男，鈴木正嗣 5-361
ニホンツキノワグマにおける冬眠前の脂肪蓄積メカニズム 加味根
あかり，下鶴倫人，坪田敏男 5-367
ニホンツキノワグマにおける精子形成の季節変化の制御機序 飯渕
るり子，加味根あかり，下鶴倫人，坪田敏男 5-371
ツキノワグマ精液の採取および凍結保存 岡野 司 5-375
Hepatozoon ursi －ツキノワグマにおける新種の住血原虫－
久保正仁，宇仁茂彦，吾妻 健，坪田敏男，酒井洋樹，柳井徳磨
5-379

No.6

家畜における薬剤耐性菌の現状 浅井鉄夫 9-711
小動物の臨床現場における耐性菌と抗菌薬の使用
9-715
抗菌薬適正使用の理論と実践 小久江栄一 9-723
抗菌薬慎重使用のガイドライン 平山紀夫 9-729

No.10

緒言 中川志郎 6-448
動物愛護管理行政の現状と課題 安田直人 6-450
ペットフード安全法 －施行 1 年の現状と今後－ 大島誠之助
6-458
多頭飼育の諸問題と獣医師のなすべきこと 兵藤哲夫 6-465
動物取扱業と動物福祉 太田勝典 6-469

No.7（2）

動物介在教育・療法における動物の評価方法
内田

No.12
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茶屋ヶ坂動物病院の心臓外科への挑戦

野生動物の感染症

牛の日常診療の超音波診断

緒言 田口 清 12-975
牛の胸部疾患の超音波心エコー図 鈴木一由 12-977
牛の腹部疾患の超音波 清水大樹 12-985
牛 の 飛 節 疾 患 の 超 音 波 像 田 口 清， 上 田 隆 喜， 百 武 幸 二
12-991
牛の蹄病の超音波像 田口 清，中村聡志，百武幸二 12-997

清水邦一・清水宏子の小動物臨床のアイデア 3

はじめに －診療の隠し味は心の栄養－ 清水邦一・清水宏子
8-623
臨床の小さなアイデア －臨床の隠し味－ 清水邦一 8-624〔温か
い診療（624），尿を採取する工夫（627），静脈穿刺のコツ（629），
微量採血のテクニック（631），自家製カテーテル（633），便秘
症でのお勧め（635），生体モニター利用の裏ワザ（636），超低
流量麻酔の工夫（639）〕
数字を超えた経営学 清水宏子 8-641
ハートビジネス 清水宏子 8-653
ブログでコミュニケーション up 清水宏子 8-657
楽しく生きる 7 つのポイント 清水宏子 8-661
アンチ・エージング（老化抑制） 清水宏子 8-665
与え好きになろう 清水宏子 8-668
子育てのアイデア 清水宏子 8-669〔子育てミニコミ誌を作ろう
（669），極貧子育てを楽しむアイデア（670）〕
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孝

緒言 望月雅美 11-887
野生動物，伴侶動物，生産動物，昆虫，人が関与する日本脳炎ウイ
ルス 前田 健 11-893
伴侶動物・野生動物のインフルエンザ 堀本泰介 11-899
野生動物におけるＥ型肝炎サーベイランスとその課題 松浦友紀
子，鈴木正嗣 11-905
野生動物のレプトスピラ感染 奥田 優 11-911
外来野生動物の寄生蠕虫 －アライグマ回虫ほか－ 佐藤 宏
11-915

四宮勝之

介在に活用する犬の福祉を守る －適正をどう評価するか－
佳子 7-553
馬の評価 局 博一 7-556

No.8

No.11

ペットの福祉を考える 2

動物の所有明示措置としてのマイクロチップ普及の現状
7-535
電話相談に見る動物福祉考 吉野 功 7-541
救護現場で見る動物福祉考 山口千津子 7-547

兼島

緒言 金本 勇 10-799
茶屋ヶ坂動物病院の今日までの心臓手術の流れ 金本 勇
10-801
極小犬および小型犬の開心術 金本 勇 10-804
人工心肺法 安藤崇則，金本 勇 10-810
犬の僧帽弁形成術 三原吉平，金本 勇 10-815
術後 ICU 管理法 川瀬広大，金本 勇 10-825
開心術に必要な特殊器具・機材 横山聡子，金本 勇 10-832
僧帽弁前尖の腱索断裂による重度僧帽弁閉鎖不全症に対して僧帽弁
形成術を実施した小型犬の典型例 佐橋靖章，金本 勇，三原吉
平，横山聡子，安藤崇則，川瀬広大，井口和人 10-837

ペットの福祉を考える 1

No.7（1）

薬剤耐性菌の現状と抗菌薬の適正使用に向けて

§原

著

但馬牛の分娩間隔短縮のための繁殖成績調査および向上指導 木伏
雅彦，名部美琴，大田秀樹，島田昌彦 2-127
ばんえい競走馬の呼吸器疾患の有病割合 朴 至榮，佐々木直樹，
都築 直，高桑 潤，西井 知，森田美範，森山友恵，山田明夫
4-315
ロングヘアーミニチュアダックスフンドの眼底に SILV（Pmel17）
遺伝子への SINE insertion が与える影響についての考察 今本
成樹，今本三香子，渡邊將人，梅山一大 5-385
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リアルタイム PCR による牛白血病ウイルス（BLV）遺伝子量を参
照とした BLV 抗体検査法の評価 池上 良，谷 洋之，若本裕晶，
村上賢二 5-391

§短

獣医内科学アカデミー 日本臨床病理学会
JVM 賞

2010 年次大会「研究発表」

受賞研究

アトバコン耐性 Babesia gibsoni 培養株の確立とその解析 井口
愛子，松鵜 彩，筏井宏実，日笠喜朗 9-733
壊死性髄膜脳炎における脳脊髄液中の蛋白質解析 中村晃三，三
好 健 二 郎， 森 本 陽 美 記， 野 村 幸 子， 横 田 博， 中 出 哲 也
9-735
猫における X 染色体不活化を用いたクローン性解析 望月浩之，
越野（後藤）裕子，高橋 雅，藤野泰人，大野耕一，塩田邦郎，
辻本 元 9-739

報

ばんえい競走馬における胃潰瘍の罹患率 中尾奨吾，都築 直，西
井 知，大塚健史，大下のえ，森田美範，森山友恵，伊藤直人，佐々
木直樹 6-475
馬の便秘疝に対するクエン酸モサプリドの効果 岡村幸一，佐々木
直樹，都築 直，山田明夫，猪熊 壽 11-921

§症例報告

§文献紹介（書評）

発生部位の異なるウサギの膿瘍の 4 例 有澤恵美子，平林弘行，
宮下竜一，戸田綾子，杉本早紀 3-229
膵臓を全摘出した猫の 1 例 黒川大介，関口弘之 4-321
上腕骨骨折に対しダイナミックコンプレッションプレート（DCP）
固定法を試みた黒毛子牛の 1 症例 大塚健史，佐々木直樹，小
林 昇，高橋英二，都築 直，西井 知，山田一孝，山田明夫
5-397
メソトレキセートおよび高用量シクロスポリンの併用が有効であっ
た蛋白漏出性腸症の犬の 1 例 毛利 崇，高島一昭，山根 剛，
野中雄一，山根義久 6-479
膿胸に罹患後，急性糸球体腎炎が疑われた猫の 1 例 小幡美華，
桑原康人，桑原典枝 6-484
視覚の回復傾向を認めた全身性高血圧症に伴う猫の網膜剥離の 4
例 藤野和彦 7-563
腫瘍溶解症候群が疑われた犬，猫の 3 例 太田喜章，鈴木清美，
平野貴史，房岡由美，前田昌美，鈴木優子，岩城周子，立松 歩，
湯木正史 9-743
頚椎骨折の子馬の CT 所見 大塚健史，都築 直，南保泰雄，琴寄
泰光，西井 知，中尾奨吾，大下のえ，山田一孝，佐々木直樹
9-757

Feline Orthopedic Surgery and Musculoskeletal Disease 奥村正裕
1-75
Radiology of Birds An Atlas of Normal Anatomy and Positioning
金坂 裕 2-165
Handobook of Equine Radiography 田口 清 3-255
Textbook of Veterinary Anatomy 4th ed. 竹村直行 3-255
Consultations in Feline Medicine Vol.6. 石田卓夫 3-256
伴侶動物医療のための鑑別診断 石田卓夫 4-347
Equine Internal Medicine 3rd ed. 樋口 徹 4-347
Cancer Management in Small Animal Practice 瀬 戸 口 明 日 香
4-348
小動物臨床腫瘍学の実際 小林哲也 5-427
Human-Animal Medicine
Clinical Approaches to
Zoonoses,Toxicants, and Other Shared Health Risks 丸 山 総 一
5-427
Color Atlas of Veterinary Anatomy Vol.1 The Ruminants 2nd ed.
田口 清 6-515
猛禽類学 坪田敏男 8-699
Saunders Solution in Veterinary Practice Small Animal Oncology
瀬戸口明日香 8-699
Manual of Equine Reproduction 3rd ed. 樋口 徹 9-779
Veterinary Ocular Pathology a comparative review 滝 山 直 昭
9-779
牛の繁殖管理における超音波画像診断 －動画と静止画によるト
レーニング－ 三宅陽一 9-780
Saunders Solutions in Veterinary Practice Small Animal Neurology
諸角元二 10-870
Handbook of Small Animal Radiology and Ultrasound － Techniques
and Differential Diagnoses － 2nd ed. 茅沼秀樹 10-870
症例研究 小動物の眼科 山根義久 11-960
Small Animal Pediatrics － The First 12 Months of Life － 小村吉
幸 11-960
鳥 類 と エ キ ゾ チ ッ ク ア ニ マ ル の 血 液 学・ 細 胞 診 深 瀬 徹
12-1038
Atlas of Normal Radiographic Anatomy and Anatomic Variants in
the Dog and Cat 桃井康行 12-1038
Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion
Small Animal Emergency and Critical Caret 竹村直行 12-1039
Equine Dentistry 3rd ed. 田口 清 12-1039

§事例報告
ニップルドリンカー使用農場におけるニューカッスル病ワクチン飲
水投与の失宜とその改善 馬場 彩，橋本尚美 3-233
免疫磁気ビーズ法によるサルモネラの効率的分離法の検討 鈴木幹
一郎，奈波弘子，東城孝良 6-488
食鳥処理過程の湯漬水，予備冷却水から分離された鶏病原性大腸菌，
サルモネラおよびカンピロバクターの 血清型と薬剤感受性 竹
内正太郎，友田照男，浅田恒夫，川端與一郎 7-559
犬・猫の避妊・去勢手術に用いる縫合糸に関する調査 小原公成，
高柳直哉，平岩和通，河合正治 9-747
マイクロチップが挿入されていた収容動物 寺島陽子，原 賢昭，
藤澤美和子，古郡幸子，道下久美 9-753
ボランティアと連携した国東市動物愛護推進チームの活動 本山秀
樹，佐伯 久 12-1003
と畜場に搬入された牛由来ベロ毒素産生性大腸菌の検出状況 稲葉
なつみ，白石理奈，一戸智子，橋本夏美，井上 豊，宮崎元伸
12-1007

§講

座

§資

特別講座 繁殖犬 100 頭における発情期血中プロジェステロン濃
度に関する統計とその有用性 永野慎一 2-121

獣医師小話
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クローバー会賛歌 －わが半生の師に感謝して－

JVM

門

Vol. 63 No.12 2010

2010 総目次
倉武雄 1-59
大阪府立大学りんくうキャンパスを訪ねて 案内 笹井和美
2-133
野生動物保護施設ネットワークが名古屋で初のボランティア養成講
座を開催 森田正治 4-325
インドネシア共和国における高病原性鳥インフルエンザ対策と国際
協力機構技術協力プロジェクト「インドネシア鳥インフルエンザ
に係るワクチン対策改善計画」の紹介 蒲生恒一郎 5-401
犬の口腔内に見られた低色素性の悪性黒色腫の１例 佐藤良彦
5-406
口蹄疫の防疫強化と関連する諸問題 藤倉孝夫 11-925
猫の適正飼養の推進 －致死処分頭数減少に向けて－ 勝部由起
子，正岡亮太，柳本慎治，池庄司剛，川西秀則，宍戸正巳，松田
政明 11-929
済州島旅行で済州馬に出会う 柏原孝夫 12-1011

§連

（1）ケニア野生動物公社獣医部門 6-493
（2）2007 年大統領選挙後の暴動 7-589
（3）象牙 8-677
（4）ヒローラ 9-761
（5）ゾウが列車に衝突 !? 10-841
（6）牧畜民族 11-934
（7）牛疫 12-1013

腫瘍の化学療法 瀬戸口明日香
（1）化学療法の基礎知識 1-43
（2）化学療法の種類と特徴 2-137
（3）化学療法剤の副作用およびその対策 4-327
（4）犬のリンパ腫の化学療法 １．初回寛解導入療法 6-495
（5）犬のリンパ腫の化学療法 2．レスキュー療法 8-679
（6）猫のリンパ腫の化学療法 10-843
（7）その他の血液系腫瘍の化学療法 12-1015

載

症例シリーズ

人と家畜のエピソード 池谷和信

（41）
（42）
（43）
（44）

（1）豚の放牧 その 1 1-4
（2）豚の放牧 その 2 2-92
（3）豚の放牧 その 3 3-180
（4）ラクダの放牧 その 1 4-268
（5）ラクダの放牧 その 2 5-356
（6）ラクダの放牧 その 3 6-444
（7）アフリカ その 1 7-532
（8）アフリカ その 2 8-620
（9）アジア その 1 9-708
（10）アジア その 2 10-796
（11）アジア その 3 11-884
（12）アジア その 4 12-972

世界の動物薬市場の動向

秦

（53）犬の環軸椎不安定症 荒川太郎，茅沼秀樹 1-56
（54）犬の多発性外骨症 福田祥子，茅沼秀樹 2-144
（55）犬の胆嚢壁肥厚 廣間純四郎，茅沼秀樹 3-239
（56）転移性肺腫瘍 福田祥子，茅沼秀樹 4-335
（57）縦隔の腫瘍 伊予田桃子，茅沼秀樹 5-411
（58）犬の脊髄軟化庄 廣間純四郎，茅沼秀樹 6-501
（59）犬の膀胱結石 荒川太郎，茅沼秀樹 7-591
（60）犬の細菌性関節炎 佐竹恵理子，茅沼秀樹 8-685
（61）右大動脈弓遺残症 木下淳一，茅沼秀樹 9-763
（62）猫の膵硬変 水野浩茂，茅沼秀樹 10-853
（63）猫の膵偽嚢胞 深澤一将，茅沼秀樹 11-943
（64）犬の網膜剥離 守下 建，茅沼秀樹 12-1022

敦朗

Voice from the earth 金成かほる
（17）日本人のおなじみ－ウミガメ－ 1-61
（18）日本人のおなじみ－ウミガメ－後編 3-243
（19）動物と国際条約 5-415
（20）買われる虫，保護される虫 サタンオオカブト
（21）生き物と国際条約 COP10 とは？ 9-767

犬と猫のあんな病気こんな病気 後藤直彰
（194）高齢犬の致死的肝病変 1-68
（195）星空像 後藤直彰 2-156
（196）肉眼所見 後藤直彰 3-246
（197）軟部組織の骨肉腫 後藤直彰 4-338
（198）悪性中皮腫 5-418
（199）子宮と卵巣 6-506
（200）前立腺癌 7-596
（201）胆管の腫瘍 8-688
（202）天疱瘡様皮膚疾患 9-770

ケニア野生動物公社獣医部門にて 保本聡子
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1-49
2-149
7-581
11-936

小動物の画像診断

（84）2009 年 6 月と 7 月に発売または開発された動物用製品
1-9
（85）2009 年 7 月と 8 月に発売または開発された動物用製品
2-93
（86）2009 年 9 月に発売または開発された動物用製品 3-181
（87）2009 年 9 月と 10 月に発売または開発された動物用製品
4-269
（88）2009 年 11 月に発売または開発された動物用製品 5-357
（89）2009 年 12 月に発売または開発された動物用製品 6-445
（90）2010 年 1 月に発売または開発された動物用製品 7-533
（91）2010 年 1 月および 2 月に発売または開発された動物用製品
8-621
（92）2010 年 2 月および 3 月に発売または開発された動物用製品
9-709
（93）2010 年 4 月に発売または開発された動物用製品 10-797
（94）2010 年 4 月および 5 月に発売または開発された動物用製品
11-885
（95）2010 年 5 月および 6 月に発売または開発された動物用製品
12-973

JVM

What Is Your Treatment ? 加藤 元

4

7-577

2010 総目次
（203）肉球周辺の新生物 10-856
（204）ガンジィーガムナ結節 11-946
（205）大腸癌 12-1024

（3） ド イ ツ 南 西 部 に お け る 野 生 シ カ 管 理 の 現 状（ そ の 1）
12-1032

Easy English for Vets

いきもの散歩道 －動物行動学からみた生物の世界－ 菊水健史

（200）1-74
（201）2-164
（202）3-254
（203）4-346
（204）5-426
（205）6-514
（206）7-604
（207）8-697
（208）9-778
（209）10-869
（210）11-959
（211）12-1037

（78）サルの母子間 ヒトと似ている？それとも異なる？ 1-65
（79）おばあちゃん仮説はヒトだけではなかった！？ 2-158
（80）魚の世界の亭主関白 菊水健史 3-248
（81）
「信頼のホルモン」は自閉症の薬になる？ 菊水健史 4-340
（82）犬の起源－再考－ 菊水健史 5-420
（83）母と子の関係－想像以上のコミュニケーション－ 6-508
（84）マウスも相手のことを理解している？－「共感性」に関する
研究－ 7-598
（85）二十日鼠と鳥と人間 of mice, birds and men 8-690
（86）雄のディスプレーは雌の体を変化させる？ 9-772
（87）動物の文化：遺伝と環境の相互作用？ 10-858
（88）C-barg 日本語版の誕生 11-948
（89）犬も悲観的になる 12-1026

こよみ 深瀬 徹
1 月のカレンダー
2 月のカレンダー
3 月のカレンダー
4 月のカレンダー
5 月のカレンダー
6 月のカレンダー
7 月のカレンダー
8 月のカレンダー
9 月のカレンダー
10 月のカレンダー
11 月のカレンダー
12 月のカレンダー

JVM あんなペット・こんなペット 深瀬 徹
（157）トラの話 1-70
（158）コタケネズミ 2-160
（159）ダイオウサソリ 5-422
（160）コリンウズラ 6-510
（161）タガメ（Ⅰ） 7-600
（162）タガメ（Ⅱ） 9-774
（163）日本産カメ類 10-860
（164） クサガメ（Ⅰ） 11-950
（165） クサガメ（Ⅱ） 12-1028

薬話 深瀬 徹

1-2
2-90
3-178
4-266
5-354
6-442
7-530
8-618
9-706
10-794
11-882
12-970

くにかず & ひろこの

（3）獣医学教育にも必要？ －薬学で共用試験を実施 3-250
（4）獣医学教育にも必要？ 薬価の話 4-342
（5）動物用医薬品卸売業に望むこと 深瀬 徹 8-692

ほっとひといき

清水邦一，清水宏子

写真・光川十洋

1 月のフォトポエム「待合室はペット自慢」1- 表 3
2 月のフォトポエム「輝くときはどんなとき」 2- 表 3
3 月のフォトポエム「卒業証書」 3- 表 3
4 月のフォトポエム「独り言」 4- 表 3
5 月のフォトポエム「弱くなる一瞬」 5- 表 3
6 月のフォトポエム「マイロード」6- 表 3
7 月のフォトポエム「時は心の鏡」7- 表 3
8 月のフォトポエム「居場所」 8- 表 3
9 月のフォトポエム「人生の意味」 9- 表 3
10 月のフォトポエム「通過点」 10- 表 3
11 月のフォトポエム「想い出見つけ」 11- 表 3
12 月のフォトポエム「心の器」 12- 表 3

新小動物・細胞診シリーズ 石田卓夫
（116）猫の腎臓腫大 1-72
（117）犬の腹囲膨大 2-162
（118）幼犬のリンパ節腫大 3-252
（119）成猫のリンパ節腫大 4-344
（120）犬の肺の多発性マス 5-424
（121）犬の腹腔内腫瘤と腹水 6-512
（122）猫の下顎マス 7-602
（123）犬のリンパ節腫大 8-696
（124）犬の肺の腫瘤 9-776
（125）犬の頸部の腫瘤 10-862
（126） 犬の眼窩内の腫瘤 11-952
（127） 猫の乳腺部腫瘤 12-1030

語

録

若尾義人，髙島一昭，山根義久，萩尾光美，松井基純
兵藤哲夫，佐々木 直樹 2-166
品川邦汎，関崎 勉，山村穂積 3-257
大野芳美，，山根義久，石田卓夫，小方宗次 4-349
間 陽子，黒澤 努，大森伸男，堀口幸利 5-428
石田卓夫，兵藤哲夫，太田勝典，山根義久 9-781
越村義雄 10-871

野生シカの管理を考える 時田昇臣，時田光明
（1）英国スコットランドにおける野生シカ管理の現状（その１）
10-864
（2）英国スコットランドにおける野生シカ管理の現状（その 2）
11-954

5
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2010 総目次
岩野俊郎，枝村一弥 11-961
山下千恵，姫田 尚，本山秀樹，山内一也

訃報 日高敏隆先生 逝去 1-80
訃報 板垣 博先生 逝去 7-609
訃報 増井光子先生 逝去 9-785
東大大学院出身の金輝律先生が韓国獣医科大学の学長に就任
石田卓夫 10-872
訃報 小林好作先生 逝去 11-963

12-1040

§その他
第 17 回 JVM 動物 フォトコンテスト審査結果
投稿規程 1-83
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