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No.1
ホッキョクギツネ

No.2
ホッキョクグマ

No.3
ゴマフアザラシ

No.4
アフリカゾウ

No.5
猫（雑種）

No.6
ニワトリ

No.7
豚

No.8
猫（雑種）

No.9
犬（ボーダーコリー）

No.10
ヤギ

No.11
マレーヤマアラシ

No.12
豚
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§特　集
No.1　災害と動物愛護
緒言　中川志郎　1-7
東日本大震災時緊急災害時動物救援本部はどう動いたのか　－動物

救援本部の立ち上げ・経過・展望－　会田保彦　1-9
東日本大震災動物救援と環境省の取り組み　西山理行　1-13
福島県における東日本大震災の傷跡震災直後の状況と警戒区域の

犬・猫の救出　菊崎友隆　1-17

No.2　社会に貢献する獣医衛生学の展開
緒言－獣医衛生学教育の新たな構築に向けて－　酒井健夫　2-95
家畜衛生分野の課題と衛生学教育への課題　川島俊郎　2-99
大学における動物（家畜）衛生学教育の取組と課題解決に向けて　

髙井伸二　2-107
獣医公衆衛生行政の課題と公衆衛生学教育への期待と支援　加地祥

文　2-113
大学における獣医公衆衛生学教育の取り組みと課題解決に向けて　

丸山 総　2-119

No.3　ツシマヤマネコにおける域外保全の科学
ツシマヤマネコ保護対策の現状と今後の展開　大林圭司　3-183
アムールヤマネコの飼育と繁殖　佐々木真一　3-187
ツシマヤマネコの飼育と繁殖　永尾英史，植谷英則，長野理史，河

野美和　3-193
ツシマヤマネコを含むネコ科動物の繁殖生理に関する研究　楠田哲

士，足立　樹，吉﨑友紀，下川優紀，土井　守　3-199
ツシマヤマネコの繁殖にむけた動物園での性ホルモン測定の利用
　下川優紀，菅原　愛，荒木仁美，山本幸介，佐々木真一，熊谷　

岳，楠田哲士，羽山伸一，小林和夫　3-204
ツシマヤマネコの野生復帰における課題と今後の研究展開　羽山伸

一，黒田ゆうび　3-209

No.4　動物病院における栄養指導の現状と方向性
緒言　左向敏紀　4-271
動物病院における栄養指導の現状と方向性「フクシマの教え」　船

津敏弘　4-273
動物看護師から見た栄養指導の現状と方向性　齋藤みちる　4-279
栄養評価のガイドライン（5 番目のバイタルサイン）　坂根　弘　

4-285

No.5　人と動物の共通感染症最前線  9
緒言　林谷秀樹　5-359
生食と腸管出血性大腸菌感染症　重茂克彦　5-360
腸管出血性大腸菌 O104 による大規模集団食中毒事例　大西　真　

5-364
輸 入 フ ク ロ モ モ ン ガ（Petaurus breviceps） の Streptococcus 

gallinaceus 集団感染事例　馬場  寛，岡谷友三アレシャンドレ，
畑中律敏，村上  賢，田向健一，宇根有美　5-369

ベトナム・メコンデルタに生息するヤモリにおけるサルモネラの
疫 学　 林 谷 秀 樹，LY Thi Lien Khai，NGUYEN Nguyet Troug，
NGUYEN Thuy Diem，奥村水門，NGUYEN Thu Tam　5-372

アジアにおける炭疽の発生状況と遺伝学的タイピング　奥谷晶子，
井上　智　5-374

2008 年北海道におけるダニ媒介性脳炎ウイルスの分離と性状解析
　好井健太朗，山崎翔子，持舘景太，苅和宏明，高島郁夫　5-377
狂犬病の疑われた犬の臨床診断に関する研究
　佐藤  克，杉山和寿，村山悠子，山下千恵，宗村佳子，水谷浩志，

VEERA Tepsumethanon，井上　智　5-379
人獣共通感染症制圧のためのヘルスシステムリサーチ　藤倉孝夫　

5-382

No.6　ニホンジカの食資源化における衛生の現状と将来展望
緒言　－経緯と背景－　鈴木正嗣，横山真弓　6-447
英国の一次処理と資格制度　松浦友紀子，伊吾田宏正　6-451
欧州委員会（EC）の規則に準拠した英国の HACCP モデル　鈴木正

嗣　6-455
エゾシカ衛生処理マニュアルの意義と認証制度　井田宏之，近藤誠

司　6-459
安全と高品質をめざした兵庫県のシカ肉活用の取り組み　横山真弓

　6-464
シカ肉処理の注意点１  －ウイルス・細菌編－　前田　健　6-469
シカ肉処理の注意点２  －寄生虫編－　佐藤　宏　6-475
ニホンジカのプリオン病（CWD）サーベイランス　横山　隆，辻

　知香，横山真弓　6-479
野生動物のアニマルウェルフェアと資源的活用　竹田謙一　6-482
おいしいシカ肉，おいしい生活　岡本匡代　6-487
シカ肉のタンパク質に着目した食品の開発　吉村美紀　6-491

No.7　牛の暑熱対策
緒言　－牛の暑熱対策の再点検－　酒井健夫　7-535
牛における暑熱ストレスの影響　神経・内分泌・免疫系のクロストー

ク　石崎　宏　7-537
牛の暑熱に対する生理反応と放牧牛の暑熱対策　安藤　哲　7-543
暑熱が起こす牛の疾病と生産性低下　渡辺栄次　7-547

No.8　清水邦一・清水宏子の小動物臨床のアイデア 5　－ハッピー
を見つけよう－

ハッピーを見つけよう　はじめに　清水邦一・清水宏子　8-623
海外学会へ参加　清水邦一　8-625
　効能（8-625），準備（8-625），航空機利用の裏ワザ（8-627），

時差対策（8-627）
快適トイレ　清水邦一　8-628
　犬のトイレ（8-628），猫のトイレ（8-628），動物病院の人用ト

イレ（8-629）
薬投与の工夫　清水邦一　8-631
　使いやすい粉薬（8-631），用量計算に便利な電卓の繰り返し機

能（8-632），大型犬は体表面積に比例した薬用量（8-632），ジ
アゼパム注射液と他剤混合による白濁（8-633），人での薬の服
用アイデア（8-634）

快適手術　清水邦一　8-635
　ウサギの結膜伸長症に対する垂直切開法（8-635），硬性内視鏡

を利用したウサギの気管内挿管（8-636）
ペットロスを穏やかに　清水邦一　8-638
　緩和ケアで支える言葉（8-638），緩和ケアとして使用できる薬

剤（8-638），最期に備えて，飼い主さんの心の準備（8-638）
動物にやさしい美容　清水邦一　8-640
　犬の断耳と断尾について（8-640），毛のストリッピングについ
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て（8-640），外耳道内の毛はハサミで（8-640），短い爪切りに
ついて（8-641），顔のオリジナル健康カット（8-641）

文書のアイデア　清水邦一　8-642
　オリジナル手書きカルテ（8-642），オリジナル計算書（8-645）
自分のモチベーションを上げるには　清水宏子　8-647
　3 つの仕事（8-647），目標設定のアイデア（8-649），償却資産

の調査について（8-650），どんな動物病院，どんな先生が好き ?
（8-651）

動物看護師さんのモチベーション　清水宏子　8-653
　社会に出たら何が心配ですか ?（8-654），どんなことで役立ちた

い?（8-655），ストレス解消は?（8-655），ことばの宝物帳（8-656），
　動物病院でどんな心配りをしたいですか ?（8-656），アンケート

Q&A（8-659）
飼い主さんのモチベーションを引き出す －コミュニケーションの

達人になる 5 つのステップ－　清水宏子　8-666
　1 ステップ 心を開く（8-666），2 ステップ 問題意識（8-666），

3 ステップ メリットと可能性（8-668），4 ステップ  クロージン
グ（8-668），　5 ステップ 反論処理（8-668）

子ども達と身近かな動物　清水宏子　8-671
まとめのことば　謝辞　清水邦一・清水宏子　8-677

No.9　動物の輸液－最新の理論と実践－
動物医療に輸液の普及を　特集『動物の輸液 －最新の理論と実践

－』の序に代えて　深瀬　徹　9-711
輸液における酸塩基平衡の評価理論　田口　清　9-715
牛における酢酸リンゲル液の安全性評価と細胞外液の欠乏とアシ

ドーシスに対する臨床試験　渡辺大作，安藤貴朗，大塚浩通　
9-720

馬への輸液　佐々木直樹　9-727
犬と猫への輸液 －乳酸リンゲル液と酢酸リンゲル液の比較－　松

木直章　9-733
野生動物および展示動物への輸液　福井大祐，中村亮平，佐藤伸高，

坂東  元，山下和人　9-737
輸液調剤　鈴木方子，深瀬　徹　9-743
日本において販売されている動物用医薬品としての輸液製剤　深瀬

　徹　9-751

No.10　ダニによる寄生および感染症と生物多様性保全
ダニによる寄生および感染症と生物多様性保全　川端寛樹，坪田敏

男　10-799
北海道における野ネズミの個体群構成と変動およびボレリア種感染

　Kyle R. TAYLOR　10-801
生態系内における生物の niche の拡大・異所化とマダニ媒介性感染

症病原体の進化　高野　愛，川端寛樹　10-807
北海道のアライグマにおけるマダニ媒介性リケッチア感染　佐鹿万

里子，阿部　豪，猪熊　壽　10-811
島根半島における日本紅斑熱（Rickettsia japonica）の感染リスク

とニホンジカの影響　田原研司　10-817
野生動物のピロプラズマ原虫感染とその進化系統解析　平田晴之，

陳内理生，倉田貴子，藤澤幸平，浅川満彦，石原智明　10-823

No.11　高病原性鳥インフルエンザ流行
緒言　伊藤壽啓　11-888
高病原性鳥インフルエンザの家禽での発生状況　西藤岳彦，内田裕

子　11-889
高病原性鳥インフルエンザの野鳥および野生動物での発生状況　伊

藤壽啓　11-895
2010-2011 年の冬季に国内で分離された H5N1 高病原性鳥イン

フルエンザウイルスの遺伝子と抗原性　山本直樹，迫田義博　
11-901

鳥インフルエンザのためのリアルタイム PCR　塚本健司　11-907

No.12　周術期における全身性炎症反応
緒言　佐々木伸雄　12-976
手術侵襲と全身性炎症反応症候群（SIRS）　岡野昇三　12-977
胆嚢胆管の手術と全身性炎症反応症候群（SIRS）の予防　西村亮平

　12-981
播種性血管内凝固症候群（DIC）の病態・診断・治療ならびに予防

　亘　敏広　12-987
全身性炎症反応症候群（SIRS）における炎症性サイトカイン　嶋田

照雅　12-993

§原　著
犬の大網の網孔形成に関する走査型電子顕微鏡的研究　大脇将夫，

大野秀樹，中島尚志，太田亟慈，吉岡一機，岡野昇三，柿崎竹彦，
武藤顕一郎　2-125

雌性フェレットの血液凝固能に関する雌性ラットおよびビーグル犬
との比較　平井範彦，髙橋沙綾，梶  典幸，白井明志，伊藤勝昭，
浅井史敏　7-563

国の天然記念物岩国のシロヘビ（Elaphe climacophora）から見出
された寄生線虫　上手健太郎，福本幸夫，小宮直孝，山岡和子，
松田一哉，岡本  実，村松康和，谷山弘行，浅川満彦　9-753

§短　報
重種競走馬の胃潰瘍に対するオメプラゾール製剤短期投与の効果　

内山裕貴，都築　直，徐　鍾筆，中尾奨吾，大下のえ，山家崇史，
田邊貴史，上林義範，森田美範，佐々木直樹　3-217

全速疾走負荷に最適なマウスの系統を探る　夏野義啓，夏野多永　
12-997

§症例報告
胸腔内椎体膿瘍により後駆麻痺を呈したホルスタイン子牛の１症例 

西井　知，小山憲司，蔵本　忠，古林与志安，佐々木直樹，猪熊  
壽　1-29

シシオザルの肺から得られたサルハイダニ Pneumonyssus simicola 
Banks, 1901 （ダニ目：ハイダニ科）　釜谷大輔，吉野智生，浅川
満彦　1-39

猫にみられた難治性皮膚潰瘍の 1 症例　柴田恵美子，山本　諭，
円山久美子，柴田博人　1-43

経右室的肺動脈弁拡張術（Brock 変法）を実施した犬 2 例の長期経
過　安藤崇則，金本　勇，三原吉平，川瀬広大，佐橋靖章，横山
聡子，井口和人　1-135

牛のび漫性肺骨形成の１例　岩田智明，原田  優，喜多真依子，鹿
嶋  傳，石村幸夫　3-221

　犬の卵巣子宮全摘出術後アイシングの有無における術創と炎症評
価　武田礼司，平林弘行，橋本直幸，近藤雅之　3-225

腟壁に由来し腟腔内増殖性を示した犬の平滑筋腫の 1 例　佐藤良
彦　4-293
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リンパ腫の治療中に骨髄異形成症候群が合併した犬の 1 例　古橋
秀成，佐々木広大，日高文晶，永山賢二，水田賢司，則竹容子，
矢澤孝通，古川智子，安藤久美子，中野　航　4-299

低用量トリロスタン投与で Na/K の低下を認めたクッシング症候群
の犬の 1 例　下沢健太郎，太田亟慈　5-385

犬の膝関節筋に関する形態学的研究　大野秀樹，大谷浩二，西尾洋
介，大脇将夫，中島尚志，太田亟慈，吉岡一機，武藤顕一郎，小
山田敏文　6-497

尿管閉塞が関与している可能性のある慢性腎不全猫に対してダル
ベポエチンによる貧血管理を行った 1 例　桑原康人，田中誉朗，
桑原典枝　7-567

バセンジーの Fanconi 症候群における電解質分画排泄率測定の有用
性　田中誉朗，桑原康人，桑原典枝　9-757

神経セロイドリポフスチン症と暫定診断したチワワの 2 症例　小
吹貴之，片山泰章，遠山稿二郎，岡村泰彦，大石明広，宇塚 雄
次　10-833

脳脊髄液ヒポクレチン濃度が正常であった遅発性ナルコレプシーの
犬の 1 例　菅野信二，磯見まり，坂東秀紀，須藤寿延，金山俊作，
松尾有希子，橋爪拓哉，西野真由美，小路亜紀，村上太朗，水上
圭二郎，大和  修　10-839

自壊した乳腺腫瘍に対し緩和療法として Mohs ペーストを使用した
猫の 1 例　原  晋一郎　10-843

ホルスタイン種育成牛にみられた髄芽腫の 1 症例　小嶋由夏，福田
恭昭，秋月久美子，松本高太郎，古岡秀文，猪熊　壽　12-999

§事例報告
ホームページを活用した子猫の譲渡事業　野口裕之，大関桂子，神

田　弘，木村静一，遠山　潤　1-33
畜産関係機関が一丸となって取り組んだ和牛子牛の生産環境の改善

長谷部文子，溝口博史，米山英雄　2-129
国内のペットショップで市販されていたヘビ類の寄生虫保有状況の

予備調査　水尾　愛，岩尾  一，浅川満彦　4-287
動物取扱業の登録取り消し事例　－登録の取消から救護犬の譲渡ま

で－　坂東英明　11-915
Mycoplasma californicum による乳房炎の発生事例　石井佳子，山

出太陽，小林　茂　12-1005

§講　座
乳中イオンの動態と乳腺の自然免疫　翁長武紀，永幡　肇　1-25
動物ウイルスの新しい分類（2011）　原澤　亮　11-921

獣医内科学アカデミー  日本臨床病理学会　2012 年次大会
「研究発表」JVM 賞 受賞研究
犬の胃ヘリコバクターの感染判定法としての尿素呼気試験の有用性

の検討　　久保田早苗，大野耕一，塚本篤士，前田真吾，村田洋介，
中島　亘，福島建次郎，内田和幸，藤野泰人，辻本　元　7-553

犬の炎症性腸疾患におけるフラクタルカインおよびその受容体
CX3CR1 の関与　前田真吾，大野耕一，中島　亘，福島建次郎，
藤野泰人，辻本　元　7-557

犬 Babesia gibsoni 感染症に対するアトバコン / プログアニル製剤
（Malarone） の効果　井口愛子，松鵜　彩，筏井宏実，米原尚子，
日笠喜朗　7-561

§文献紹介（書評）
畜産物利用学　内藤善久　1-76
動物用ワクチン　伊藤　治　1-76
獣医微生物学 第 3 版　石田卓夫　1-77
Veterinary Ophthalmic Surgery　齋藤陽彦　1-77
Infectious Diseases of the Dog and Cat 4th ed.　望月雅美　2-168
Veterinery Computed Tomography　山田一孝　2-168
Equine Surgery 4th ed.　田口　清　2-169
Oral and Maxillofacial Surgery in Dogs and Cats　藤田桂一　4-339
Veterinary Hematology  A Diagnostic Guide and Color Atlas　高橋

秀俊　4-340
Diagnostic Parasitology for Veterinary Technicians　深瀬　徹　4-340
Pathologic Basis of Veterinary Disease 5th ed.　後藤直彰　5-425
Veterinary Echocardiography 2nd ed.　小山秀一　5-425
小動物臨床鍼灸学　長谷川篤彦　5-426
日本の外来哺乳類　管理戦略と生態系保全　坪田敏男　5-426
Saunders Comprehensive Veterinary Dictionary 4th ed.　佐々木伸

雄　6-521
獣医繁殖学  第 4 版　小島敏之　6-521
小動物の小児科　竹村直行　7-601
野生動物管理 －理論と技術－　村田浩一　7-601
Veterinary Immunology 9th ed.　望月雅美　7-602
Veterinary Surgery  Small Animal　奥村正裕　7-602
Miller's Anatomy of the Dog 4th ed.　竹村直行　8-695
Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology 6th ed.　山田一孝　

9-784
Veterinary Surgical Oncology　伊藤　博　9-784
Small Animal Surgery, 4th ed.　西村亮平　10-869
Canene & Feline Gastroenterology　鳥巣至道　10-869
Veterinary Dentistry A Team Approach 2nd ed.　藤田桂一　10-870
Exotic Animal Formulary 4th ed.　深瀬　徹　11-959
Veterinary Euthanasia Techniques A Practical Guide　 西 村 亮 平　

12-1035
Ferrets, Rabbits, and Rodents：Clinical Medicine and Surgery 3rd 

ed.　深瀬　徹　12-1035

§資　料
初動防疫に重点化した口蹄疫の防疫体制整備に向けた取り組み　田

上総一郎　4-309
PFI  PRESENTS　鼎談　犬と人の関係を考える　Benjamin Hart，

Lynette Hart，菊水健史　4-315
雄犬の尾部に形成された肛門周囲腺腫　佐藤良彦　5-395
イギリスのペット事情　清水宏子　6-503
ケニア紀行  －サバンナの動物・マサイの人・スラムの街－　森田

正治　7-573
Mohs ペーストについて　原  晋一郎　10-847
家畜用ワクチン生産に関する技術協力－中国山東省におけるボラン

ティア活動から－　藤倉孝夫　12-1011

§論　壇
獣医療文書の日本語（文章）としての難易度を判定する　宮崎良雄

　4-305
説明文書の「わかりやすさ」に関する話題　宮崎良雄　5-389
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獣医療文書の漢字と表現　宮崎良雄　6-501
獣医療文書の文と文章の長さ　宮崎良雄　7-571
獣医師の説明における比喩表現　宮崎良雄　10-49
獣医師の説明と飼い主の獣医療知識　宮崎良雄　11-933
飼い主に渡す短い説明文書の内容を考える　宮崎良雄　12-1009

§連　載

世界の動物薬市場の動向　秦　敦朗

（108）2011 年 7 月と 8 月に発売または開発された動物用製品　
1-5

（109）2011 年 8 月と 9 月に発売または開発された動物用製品　
2-93

（110）2011 年 9 月と 10 月に発売または開発された動物用製品　
3-181

（111）2011 年 11 月に発売または開発された動物用製品　4-269
（112）2011 年 12 月に発売または開発された動物用製品　5-357
（113）2011 年 12 月および 2012 年 1 月に発売または開発された

動物用製品　6-357
（114）2012 年 2 月に発売または開発された動物用製品　7-533
（115）2012 年 3 月に発売または開発された動物用製品　8-621
（116）2012 年 4 月に発売または開発された動物用製品　9-709
（117）2012 年 5 月に発売または開発された動物用製品　10-797
（118）2012 年 6 月に発売または開発された動物用製品　11-886
（119）2012 年 7 月に発売または開発された動物用製品　12-974

腫瘍の化学療法　瀬戸口明日香

（12）化学療法剤の様々な使用法  －体腔内投与，塞栓療法，動脈
内注入など－　2-149

症例シリーズ　What Is Your Treatment ?　加藤　元

（46） 　1-59
（47）　3-239
（48）　5-398
（49）　7-577
（50）　9-761
（51）　11-943

小動物の画像診断

（77）犬の脳腫瘍（組織球性肉腫）　菅原優子，茅沼秀樹　1-47
（78）転移性脊椎腫瘍　伊予田桃子，茅沼秀樹　2-141
（79）犬の前十字靭帯完全断裂と半月板損傷　茅沼秀樹　3-231
（80）猫の良性骨腫瘍　木下淳一，茅沼秀樹　4-321
（81）犬の尺骨遠位成長板早期閉鎖　守下　建，茅沼秀樹　5-405
（82）犬の大腿骨における病的骨折　佐竹恵理子，茅沼秀樹　

6-507
（83）犬の脊髄梗塞（線維軟骨塞栓症）　菅原優子，茅沼秀樹　

7-583
（84）犬の胸壁腫瘤　石原さゆり，茅沼秀樹　8-681
（85）犬の関節腫瘍　廣間純四郎，茅沼秀樹　9-770
（86）猫の中耳炎　茅沼秀樹　10-851
（87）犬の頭蓋骨腫瘍（骨の多小葉性腫瘍）　芹澤昇吾，茅沼秀樹

　11-936
（88）犬の腸閉塞　－単純 X 線検査での診断基準－　茅沼秀樹　

12-1016

小動物の感染症ノート　望月雅美

（13）犬と猫の細菌感染症概論（1）　1-55
（14）犬と猫のウイルス性下痢症　2-145
（15）猫白血病ウイルス感染症（1）：病因，疫学，発症機序，転帰

　3-235
（16）猫白血病ウイルス感染症（2）：症状，診断，治療，予防　

4-325
（17）ケンネルコフ（伝染性気管気管支炎）　5-409
（18）動物の狂犬病　6-511
（19）ウサギのウイルス性出血病　7-587
（20）猫汎白血球減少症　8-678
（21）犬と猫の新しいウイルスと病気 　9-766
（22）犬のヘルペスウイルス感染症　10-857
（23）犬と猫，および食中毒病原体　11-939
（24）猫の細菌性呼吸器病 　12-1021

Voice from the earth　金成かほる

（27）保全における悪いニュース  ジャワサイ・ベトナムの個体群
が全滅　1-51

（28）伝統薬を売る薬局で販売されているトウチュウカソウ
Cordyceps sinensis　3-228

（29）日本固有の動物種の取引と法体制リュウキュウヤマガメ，ヤ
エヤマセマルハコガメ　5-413

（30）愛らしい姿の動物　フクロモモンガPetaurus breviceps（Sugar 
Glider）　7-589

（31）野生の薬草と動物医療　9-774
（32）生きた宝石：宝石サンゴ 　11-948

犬と猫のあんな病気こんな病気　後藤直彰

（218）変性　1-64
（219）循環障害Ⅱ　2-154
（220）肺炎　3-246
（221）類骨骨腫　4-332
（222）巨細胞を伴う細網細胞肉腫　5-416
（223）心筋梗塞　7-592
（224）犬の乳腺癌　8-688
（225）漏出性変化　9-776
（226）新版 猫伝染性腹膜炎　10-860
（227）細胞診　11-950
（228）胆嚢癌　12-1026

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

（102）動物の共感性　様々なタイプの共感　1-66
（103）動物の共感性　ラットは困った仲間を救出する !?　2-156
（104）動物の共感性  マウスは閉じ込められた時，まわりのマウス

の様子を見ている　3-248
（105）動物の共感性  ラットは困った仲間を救出する !?　4-329
（106）　閑話休題　Herbert Covington 博士来日　5-420
（107）マウスは求愛の歌を歌うパスツール研究所マウス音声コミュ

ニケーション WS に参加して　6-516
（108）ラットにおける共感性の芽生え　7-596
（109）犬における共感の芽生え　8-685
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（110）人の能力も犬との共生で進化した？―とある行動学者の妄
想―　9-778

（111）同調の起源　10-862
（112）人の意思決定における共感性の役割　11-952
（113）共感性が壊れるとき　12-1028

JVM あんなペット・こんなペット　深瀬　徹

（174）竜とタツノオトシゴの話　1-68
（175）ランチュウ　2-158
（176）カワラバト＜分類学＞　3-250
（177）スピークセオレガメ　4-334
（178）キンカジュー　5-418
（179）フトアゴヒゲトカゲ－最近の事情－　6-514
（180）セイブニシキガメ　7-594
（181）インドハコスッポン（Ⅰ）　8-690
（182）ツシマナメクジ　9-782
（183）インドハコスッポン（Ⅱ）　10-864
（184）センチコガネ類　11-954
（185）リチャードソンジリス　12-1030

新小動物・細胞診シリーズ　石田卓夫

（140）犬の腹腔内腫瘤　1-70
（141）犬の脾腫　2-160
（142）犬の肺腫瘤　3-252
（143）犬の前肢腫瘤　4-336
（144）犬の脾腫　5-422
（145）犬の胸腔内腫瘤　6-518
（146）犬の胸腔内腫瘤　7-598
（147）猫の脾臓腫瘤　8-692
（148）犬のリンパ節腫大　9-780
（149）犬の頸部腫瘤と後肢跛行　10-866
（150）犬の腹腔内腫瘤　11-956
（151）犬の胸壁腫瘤　12-1032

症例から見る・診る神経疾患  －はずしてはいけない神経疾患－

　中本裕也
（10）神経症状を引き起こす代謝性疾患　1-72
（11）突然認められる瞬きの異常，眼脂，顔つきの変化　2-163
（12）突然認められる顔つきの変化や瞳孔の異常　3-25

Easy English for Vets

（223）　1-75
（224）　2-167
（225）　3-258
（226）　4-338
（227）　5-424
（228）　6-520
（229）　7-600
（230）　8-694
（231）　9-783
（232）　10-868
（233）　11-958
（234）　12-1034

こよみ（カレンダー）　深瀬　徹

1 月のカレンダー　「春の七草と七草粥」　1-4
2 月のカレンダー　「節分，ベニシリンの日，バレンタインデー，

アレルギーの日，猫の日」　2-90
3 月のカレンダー　「みつばちの日」　3-180
4 月のカレンダー　「復活祭（イースター）」　4-268
5 月のカレンダー　「潮干狩り」　5-356
6 月のカレンダー　「アジサイ（紫陽花）」　6-444
7 月のカレンダー　「ウナギと土用丑の日」　7-532
8 月のカレンダー　「オシロイバナ（白粉花）」　8-620
9 月のカレンダー　「9 月の果物－梨－」　9-708
10 月のカレンダー　「10 月の果物－梨－」　10-796
11 月のカレンダー　「11 月の旬の食材　－トラフグ－」　11-884
12 月のカレンダー　「12 月の旬の食材　－アンコウ（鮟鱇）－」　

12-972

くにかず & ひろこの ほっとひといき　フォトポエム（表3掲載）
　清水邦一，清水宏子　写真・光川十洋

1 月のフォトポエム「迷いは人生の綾」
2 月のフォトポエム「夢の翼」
3 月のフォトポエム「視点を変える」
4 月のフォトポエム「成長の土台」
5 月のフォトポエム「後味」
6 月のフォトポエム「ひ・と・り・ご・と…」
7 月のフォトポエム「底光り」
8 月のフォトポエム「自分の道」
9 月のフォトポエム「糸」
10 月のフォトポエム「生きる」
11 月のフォトポエム「譲るスタイル」
12 月のフォトポエム「感動発見」

§その他
訃報　高橋敏雄先生　逝去　1-80
訃報　重茂克彦先生　逝去　6-523
訃報　中川志郎先生　逝去　9-792
訃報　笹崎龍雄氏　逝去　12-1040
ニュース　平成 23 年度家畜診療等技術全国研究集会に出席して　

本好茂一　4-343
ニュース　「第 67 回 Liga 国際ホメオパシー医学会大会」が開催さ

れる　濱田　太　11-960


