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■表紙作品 　千村収一  （岩倉市・千村どうぶつ病院）

　 　 　 　

No.1
アニーとクリ「初雪こんこん」

No.2
アニーとクリ「かまくら」

No.3
アニーとクリ「梅の花」

No.4
アニーとクリ「アザミ」

No.5
アニーとクリ「しょうぶ池」

No.6
アニーとクリ「森の妖精」

No.7
アニーとクリ「スイカ」

No.8
アニーとクリ「かき氷ひんやり」

No.9
アニーとクリ「鰯雲」

No.10
アニーとクリ「ワンワン運動会」

No.11
アニーとクリ「イチョウ」

No.12
アニーとクリ「雪虫ふわふわ」
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§特　集
No.1　診断技術向上への家畜保健衛生所の取組み
緒言　川嶋和晴　1/5
豚下痢症関連ウイルス 4 種を迅速かつ同時に検出可能なリアルタイム RT-PCR 法の開発　増田恒幸，土赤　忍，長井　誠，水谷哲也　1/7-

12
豚流行性下痢発症豚における迅速固定法および凍結切片を用いた免疫組織化学的染色の検討　矢口裕司，大内義尚，川嶌健司　1/13-17
家畜保健衛生所と農研機構動物衛生研究部門との連携　坂本研一　1/19-22

No.2　ジビエの今
緒言　押田敏雄　2/87-90
ジビエの流れ　押田敏雄　2/91-98
ジビエの衛生管理とジビエ処理施設に要求されるもの 　森田幸雄 　2/99-103
ジビエの危害要因と衛生認証制度　壁谷英則　2/104-110
ジビエを食べる　藤木徳彦　2/113-116
ジビエを活用する　長田富士子　2/117-121

No.3　犬・猫の点滴療法・栄養療法の実際
緒言　廣田順子　3/165-166
人におけるオーソモレキュラー点滴療法  －高濃度ビタミンＣ点滴療法を中心に－　柳澤厚生　3/167-171
動物のマイヤーズ・カクテル点滴療法 　廣田順子　3/172-177
獣医療にオーソモレキュラー療法を適応させる試み　鈴木つぼ美　3/178-185
鳥取大学附属動物医療センターでの点滴療法の事例　岡本芳晴　3/186-190

No.4　人と動物の共通感染症最前線 15
緒言　林谷秀樹　4/246
人の狂犬病についての最新の話題　西園　晃　4/247-252
Yersinia pseudotuberculosis の血清型と病原因子の推移　マクレナハン（平野）佑実，津郷孝輔，秋田優子，宇根有美　4/253-255
ニホンアナグマからの志賀毒素産生性大腸菌およびサルモネラ分離　安藤匡子，戸田美都季，中村昂紀，畑井　仁　4/256-257
チーターにおける重症熱性血小板減少症候群　樋口　真，宇根有美，野々上範之，野田亜矢子，松野啓太，南　心司，前田　健，森川　茂　

4/258-260
猫におけるマダニ寄生は積極的に予防すべきか？ 附．猫に寄生するマダニに対する各種の薬剤の駆除効果　中村有加里，深瀬　徹　4/261-

262
獣医師の咬傷犬診断に係る現状とその課題　宗村徹也，佐藤　克　4/263-265
新潟県における動物由来感染症サーベイランス体制の整備に向けた取り組み　猪又明日香，村越稔泰，齊藤　健，上杉　晶，大関桂子，阿部

久司，町田章生，村中幹宏，常盤俊大，井上　智　4/266-268
急性胆管炎を生じ細胞診により診断されたランブル鞭毛虫の 2 例　石井邦英，田口　順　4/269-271

No.5　小動物医療における薬剤耐性を考える
緒言　田村　豊　5/325-326
細菌の薬剤耐性獲得・出現機序　臼井　優　5/327-330
家庭飼育動物由来耐性菌の現状　原田和記　5/331-335
さっぽろ獣医師会における MRSA 院内感染への取組み　前谷茂樹，田村　豊　5/336-342
小動物医療分野における薬剤耐性モニタリング　木島まゆみ　5/343-348

No.6　最先端微生物学研究に基づいた疾病対策の試み
緒言　有井　潤　6/404
日本の D 型インフルエンザ　村上　晋，堀本泰介　6/405-413
宿主プロテアーゼ TMPRSS2 とインフルエンザウイルス　酒井宏治　6/414-424
ヒトに重篤な呼吸器疾患を引き起こすネルソンベイレオウイルスの病原性発現機序　川岸崇裕，小林　剛　6/425-431
X 線結晶構造に基づくパラミクソウイルスの細胞侵入阻害機構と創薬への展開　橋口隆生　6/432-436
新しい抗ヘルペスウイルス戦略の構築を目指した戦略的基礎研究　有井　潤，川口　寧　6/437-440

No.7　小動物獣医療における快適診療・効率アップのための小さなアイデア
緒言　永富　丈　7/484
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アイデアあれこれ　永富　丈　7/485-494

No.8　小動物医療における腫瘍の免疫療法 1   基礎篇
緒言　伊藤　博　8/565-566
免疫細胞の役割と腫瘍監視機構－自然免疫を中心に－　水野拓也　8/567-572
免疫細胞の役割と腫瘍監視機構－獲得免疫を中心に－　水野拓也　8/575-578
がん免疫におけるがん細胞が誘導する免疫抑制因子　田村恭一　8/581-586
腫瘍の微小環境　星野有希　8/587-592

No.9　小動物医療における腫瘍の免疫療法 2   治療篇
治療篇　序　伊藤　博　9/647-650
腫瘍免疫療法－養子免疫療法　伊藤　博　9/651-655
腫瘍免疫療法－ DC ワクチン療法　伊藤　博　9/656-658
免疫チェックポイント分子を標的とした腫瘍免疫療法－抗 PD-1/PD-L1 抗体療法　前川直也，今内　覚，村田史郎，大橋和彦，高木　哲　

9/659-663
腫瘍免疫療法の今後の展望　伊藤　博　9/664

No.10　犬のニキビダニ症
特集『犬のニキビダニ症』の企画にあたって　深瀬　徹　10/725
ニキビダニの生物学　深瀬　徹　10/727-730
ニキビダニ症の病態　飯尾亜樹，前田貞俊　10/731-737
犬ニキビダニ症の治療ゴールはどこにある？　永田雅彦　10/738-741
犬に寄生するニキビダニの駆除　中村有加里，深瀬　徹　10/744-751

§特別講座
■第 14 回日本獣医内科学アカデミー学術大会「研究発表」JVM 賞　受賞研究
血中 microRNA-133a の犬骨肉腫における腫瘍マーカーとしての有用性評価　池田凡子，千葉　栞，中川優希，林　佑将，福島隆治，伊藤　博，

打出　毅　7/495
Shear Wave Elastography （SWE）を用いた犬の肝硬度測定　田村昌大，大田　寛，佐々木　東，賀川由美子，滝口満喜　7/496-497

§原　著
馬骨髄間葉系幹細胞から作製した細胞シートの構築　今村　唯，乾　智博，伊藤めぐみ，柳川将志，羽田真吾，古岡秀文，田畑泰彦，佐々木

直樹　2/139-142
アフォキソラネルを有効成分とするチュアブル製剤 ‘ネクスガード’ とアフォキソラネルおよびミルベマイシンオキシムを有効成分とするチュ

アブル製剤 ‘ネクスガードスペクトラ’ に対する犬の嗜好性　中村有加里，深瀬　徹　5/349-356
東京都内で収容された猫の Capnocytophaga canimorsus 保有状況　田中智奈美，鈴木道雄，今岡浩一　7/499-503
と畜場における迅速病理診断手法の検討　田中紘子，小野正浩，亀田昌典，入江佳奈子，牛水　徹，那須智行　7/505-510
炭疽検査研修における実験動物不使用への取組　松村　藍，前田共子，小林甲斐，池田菜美，小杉美恵子，澤田　靖，舟越康之，木村顕輔　

8/593-596
と畜検査における牛の腫瘍診断に対する細胞学的検査の有効性の検討　奥村拓矢，上津ひろな，可知正行，松尾加代子，加藤樹夫，酒井洋樹

　11/805-811
宮崎県内におけるシャモンダウイルスの関与が疑われた牛異常産　福田美津紀，堀内早苗，丸田哲也，瀬戸山博則，鬼塚康晴，梁瀬　徹　

11/813-819

§症例報告
肥育豚にみられた全身性血管腫症の１例　重松幸典，鹿嶋　傳，太島勇気，松永雅子，久島昌平　1/23-26
シルデナフィルで失神をコントロールできた肺高血圧症の犬の 2 例　安達美帆，川北耕太郎，渡辺直之　3/195-199
ミルベマイシンオキシムを有効成分とするチュアブル製剤を用いて治療を試みた犬の毛包虫症　中村有加里，小川晋吾，深瀬　徹　4/273-

278
超音波検査による各グレードの膝蓋骨内方脱臼の犬における大腿骨滑車溝の深度の比較　森島常統，枝村一弥　4/285-287
著しい低コレステロール血症を呈した牛コレステロール代謝異常症ヘテロ個体の 1 症例　工藤彩佳，大久保宏平，互野佑香，渡邉謙一，堀

内雅之，古林与志安，猪熊　壽　7/511-514
膀胱の移行上皮癌に対し尿管ステント留置および尿道ろう形成術を行った犬の１例　湯浅朋子，宮窪真由香，柳本　勲，高橋菜摘，大橋美里，

杉﨑勝樹　9/679-682
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先端巨大症によるインスリン抵抗性糖尿病の猫の 1 例　佐々木広大，古橋秀成，中野　航，河村聡子，小栗真知子，丸井彩矢香，野村健人
　9/683-687

牛の眼瞼に発生した腺癌成分を伴う扁平上皮癌の 1 例　大辻恵理花，鹿嶋　傳，重松幸典，井本康俊，松永雅子，久島昌平　10/753-757
猫の甲状腺機能亢進症における上皮小体の位置と手術法　吉田圭佑，日下瑞希，麸山洋昭，朝倉さき奈，坂東秀紀，須藤寿延，橋爪拓哉，菅

野信二　10/761-765
軟口蓋背方変位（dorsal displacement of soft palate）と診断された牛の 1 例　檜山雅人，田浦保穗，高木光博，谷口雅康，原殿花織，佐々木

直樹　11/827-829
放牧場での牛乳頭腫に対する乳頭へのヨード剤噴霧の予防効果　水戸部麻子，古田信道，須藤庸子　11/831-835
全身転移が認められた牛の神経内分泌腫瘍の 1 例　柴田千秋，山本達也，小野寺恭子，高橋　清，高橋広志　12/887-890
避妊手術後に広範囲な皮膚壊死を起こした犬の 1 例　阪野成美，森島隆司，浅井　亨，猿渡朋子，森島常統，小出祐揮　12/891-894
猫の慢性腎臓病に対し継続した皮下点滴を行った治療の検討　河合美帆　12/895-900

§事例報告
管内で成果を上げた環境苦情防止としての「臭いホットライン」の取組と類似事例への活用の試み　深澤映生，岸田諭俊　1/33-36
牛農場における志賀毒素産生性大腸菌 O157 陽性率の継時的変動　佐々木貴正，和田真太郎，森　哲也，春名美香，村上真理子，伊藤　武，

辻山弥生　1/37-41
鹿児島県の一乳用山羊飼養農場における山羊関節炎・脳脊髄炎の発生と清浄化対策　小西佐知，平島宜昌，池田省吾，瀨戸口浩二，別府　成，

北原尚英，東條秀一　2/145-149
鶏における Lawsonia intracellularis の浸潤状況　渡邉弘恭，佐藤尚人　3/191-194
学校飼育家畜における適正飼育管理に向けた取組　大勝裕子，平山栄一　3/200-204
子牛疾病予防プログラムの確実な実施に向けた取り組み　黒田順史，湯橋　翔，山中克己　4/280-284
2016 年に鹿児島県の 1 農場で発生した豚の日本脳炎　坂口善二郎，川原雄太，鮫島弘知，北原尚英，藤園昭一郎　7/517-524
致死処分数減少に向けて未馴化成猫を 3 段ケージ飼育で馴化させる取組　齊藤　健，村越稔泰，上杉　晶，大関桂子，阿部久司，田中昭悟，

仲村昌子　8/597-600
判例紹介－ウサギ治療ミスで下顎骨骨折と報道された損害賠償請求訴訟　岩上悦子，側嶋絵里菜，勝又純俊，内ヶ崎西作　12/901-905
猫の殺処分削減をめざして　有本千波，古澤昌士，島崎亜紀，鳴海大助，横井伸行　12/906-910

§講　座
産卵鶏の脂肪肝出血症候群　中村菊保　5/362-364
伝染性喉頭気管炎の病理発生　中村菊保　12/911-916
飼い主への説明をわかりやすくするための工夫　宮崎良雄　11/820-826

§文献紹介（書評）
書評　動物の飼育管理　岡田啓司　1/50
書評　ツキノワグマ すぐそこにいる野生動物　坪田敏男 　1/50
書評　Slatter's Fundamentals of Veterinary Ophthalmology, 6E　太田充治　1/51
書評　動物の飼料 第 2 版　木田克弥　2/158
書評　動物病理カラーアトラス 第 2 版　石田卓夫　3/219
書評　動物園を魅力的にする方法 － 展示デザイン における 12 のルール－　村田浩一　4/315
書評　Rebhun's Diseases of Dairy Cattle, 3E　猪熊　壽　5/384
書評　Small Animal Thoracic Surgery　上地正実　5/384
書評　『動物園ではたらく』『蚊のはなし－病気との関わり』　浅川満彦　6/466
書評　『動物衛生学』　筒井俊之　7/529
書評　『コアカリ 獣医臨床腫瘍学』　森　崇　7/529

§資　料
デンマークってどんな国？  － WSAVA（世界小動物獣医師年次大会）を堪能－　清水邦一，清水宏子　1/27-32
英国獣医系大学院への留学　瓜田千帆子　5/357-361
東京家禽講習所の広告および麻布獸醫專門學校一覽　塩谷順彦，鈴木立雄　5/365-368
鹿児島紀行　清水宏子　6/441-443
小動物獣医療における飼い主への説明の現状　宮崎良雄　12/917-920
日本・中国・韓国の動物衛生に関する会合の概要報告　菊池栄作　9/666-670
日本，韓国，台湾による第 1 回 東アジア合同獣医学会　越後谷裕介　9/671-673
東京家禽講習所に関する資料　塩谷順彦，鈴木立雄　9/674-678
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石垣島に生息するグリーンイグアナ（Iguana iguana）から得られた蟯虫類 Ozolaimus megatyphlon の記録　吉田圭太，加藤英明，浅川満彦
　10/758-759

麻布獣医専門学校銃器庫－麻布獣医専門学校紀元 2600 年記念事業－　塩谷順彦，鈴木立雄　11/836-840

§論　壇
インフォームド・コンセントの問題点　宮崎良雄　1/62-63
獣医療と日本語学　宮崎良雄　6/444-445
飼い主への説明文書を改良する　宮崎良雄　7/515-516

§特別寄稿
新設獣医学部に対し設置審議会が提示した指摘内容　尾崎　博，北川　均，吉川泰弘　12/921-926

§連　載
小動物の画像診断

（148）猫の髄膜脊髄炎（FIP ドライタイプ）　茅沼秀樹　1/66-67
（149）脾臓の骨髄脂肪腫　山田薫子，茅沼秀樹　2/122-123
（150）猫の鼻咽頭ポリープ　茅沼秀樹　3/215-217
（151）犬の腱断裂（上腕三頭筋腱断裂）　茅沼秀樹　4/293-296
（152）犬の慢性膀胱炎　茅沼秀樹　5/369-371
（153）犬の慢性膀胱炎　茅沼秀樹　6/458-459
（154）犬の胃癌　山本静孝，茅沼秀樹　7/526-528
（155）犬の真珠腫性中耳炎 1　X 線検査　種山佳那，茅沼秀樹　8/604-607
（156）犬の真珠腫性中耳炎 2　CT 検査，MRI 検査　種山佳那，茅沼秀樹　9/692-694
（157）胃十二指腸重積　外山康二，茅沼秀樹　10/769-773
（158）犬の幽門ポリープ　山田薫子，茅沼秀樹　11/867-870
（159）爪床の扁平上皮癌　芹澤昇吾，茅沼秀樹　12/928-931

症例シリーズ　What Is Your Treatment ?
（64）齋藤麻実子，加藤　元　8/613-618
（65）山下弘太，加藤　元　11/841-847 

繁殖用超音波機器で始める牛の消化管疾患の超音波画像診断　水谷　尚
（17）［基礎篇 17］子牛の消化器を見よう その 3　第三胃と第四胃の描出　1/45-49
（18）［基礎篇 18］子牛の消化器を見よう その 4　腸管　2/128-132
（19）［基礎篇 19］子牛の消化器を見よう その 5　肝臓と関連する血管　3/225-229
（20）［疾病篇 1］病気を診断する前に　エコー検査の基本的な申し合わせ事項と適応法について　4/288-292
（21）［疾病篇 2］創傷性疾患の超音波画像診断①　5/372-376
（22）［疾病篇 3］創傷性疾患の超音波画像診断②　6/446-450
（23）［疾病篇 4］創傷性疾患の超音波画像診断③　7/531-534
（24）［疾病篇 5］第四胃変位の超音波画像診断①　8/609-612
（25）［疾病篇 6］第四胃変位の超音波画像診断②　変位した第四胃を探す　9/695-699
（26）［疾病篇 7］第四胃変位の超音波画像診断③　判定が難しい第四胃変位　10/775-779
（27）［疾病篇 8］腸管疾患の画像診断基本所見①　イレウス　11/850-853
（28）［疾病篇 9］腸管疾患の画像診断基本所見②　盲腸拡張症　12/935-938

JVM あんなペット・こんなペット　深瀬　徹
（207）日本史上の有名人の愛犬　1/52-54
（208）アカヒトデ　4/297-298
（209）メダカ〈基礎篇〉　7/536-537
（210）脊椎動物の系統分類　深瀬　徹　8/602-603
（211）メダカ〈生態・飼育篇〉　9/688-689
（212）メダカ〈いろいろな品種〉　10/766-768
（213）ペットとして動物を飼うということ，あるいはその効用　12/932-934
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薬話　深瀬　徹
（36）動物用医薬品の宣伝の品格を問う　2/136-138
（37）2018 年の犬と猫用のノミ・マダニ駆除薬　3/205-211
（38）錠剤の割線　5/377-378
（39）いわゆる「ブリッジ錠」　6/452-454
（40）薬とは何か－薬に関する私感・雑感－　11/854-858

世界の動物薬市場の動向　秦　敦朗
（180）2017 年 7 月に発売または開発された動物用製品　1/58-59
（181）2017 年 8 月に発売または開発された動物用製品　2/124-125
（182）2017 年 9 月に発売または開発された動物用製品　3/222-223
（183）2017 年 10 月に発売または開発された動物用製品　4/302-303
（184）2017 年 11 月に発売または開発された動物用製品　5/382-383
（185）2017 年 12 月に発売または開発された動物用製品　6/462-463
（186）2018 年 1 月に発売または開発された動物用製品　7/542-543
（187）2018 年 2 月に発売または開発された動物用製品　8/622-623
（188）2018 年 3 月に発売または開発された動物用製品　9/702-703
（189）2018 年 4 月に発売または開発された動物用製品　10/782-783
（190）2018 年 5 月に発売または開発された動物用製品　11/862-863
（191）2018 年 6 月に発売または開発された動物用製品　12/942-943

新小動物・細胞診シリーズ　石田卓夫
（211）犬の乳腺部腫脹　1/56-57
（212）犬の歯肉腫瘤と下顎リンパ節腫脹　2/126-127
（213）犬の前縦隔腫瘤　3/220-221
（214）猫のリンパ腫の肝転移　4/300-301
（215）猫の眼球突出　5/380-381
（216）猫の脾臓マス　6/460-461
（217）犬の尾根部皮膚腫瘤　7/540-541
（218）犬の口唇部腫瘤　8/620-621
（219）犬のリンパ節腫大　9/700-701
（220）老齢のゴールデン・レトリーバーの脾臓マス　10/780-781
（221）老齢の大型犬の脾臓腫大　11/860-861
（222）若齢猫の腹腔内腫瘤　12/940-941

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
（174）犬は人の不安を嗅ぎ分けている　1/64-65
（175）雄らしさを身に付ける　2/133-134
（176）NHK「プロフェッショナル－仕事の流儀－」に関して　3/212-214
（177）マウスは何を見ているのか　4/304-305
（178）森の隣人，ボノボ　5/395-397
（179）麦にまつわるあれこれ　6/464-465
（180）あなたならどう選ぶ ?　7/544-545
（181）微生物との共生　8/624-625
（182）だれがリーダーになるのか　9/704-705
（183）酒と仲間　10/784-785
（184）これからの獣医学の進む道　11/864-866
（185）12/944-945

病理学的変化を読み解く　内田和幸
各論トピックス（8）動物の組織球系腫瘍 1　1/60-61
各論トピックス（9）動物の組織球系腫瘍 2　2/150-151
各論トピックス（10）動物の組織球系腫瘍 3　3/230-231
各論トピックス（11）動物のトルコ鞍部の腫瘤病変 1　4/306-307



7

2018 総目次  

各論トピックス（12）動物のトルコ鞍部の腫瘤病変 2　5/386-387
各論トピックス（13）動物の髄膜腫瘍の病理組織分類 1　6/456-457
各論トピックス（14）動物の髄膜腫瘍の病理組織分類 2　7/546-547
各論トピックス（15）動物感染症の病理学 1　8/626-627
各論トピックス（16）動物感染症の病理学 2　9/706-707
各論トピックス（17）動物感染症の病理学 3　10/786-787
各論  トピックス（18）動物感染症の病理学 4　11/848-849
各論トピックス（19）動物感染症の病理学 5　12/946-947

Easy English for Vets
（295）　1/77
（296）　2/135
（297）　3/218
（298）　4/317
（299）　5/385
（300）　6/455
（301）　7/539
（302）　8/628
（303）　9/708
（304）　10/774
（305）　11/859
（306）　12/886

蔵六庵主人の古物稀物拾遺　蔵六庵主人
（22）霊芝　1/78
（23）殺虫剤の手押し噴霧器　2/159
（24）フジタ製薬株式会社のフッピー　3/239
（25）犬ジステンパーに関する古書 2 冊　4/318
（26）「東京高等獸醫學校一覽」　5/398
（27）ジバニャンとくまモンの創作こけし　6/478
（28）ケイチョウサウルスの化石　7/558
（29）文久元年のムササビの写生図　8/638
（30）神農の置物　9/719
（31）養蚕の神の置物　10/798
（32）象の見世物の錦絵　11/879
（33）博物学的コレクション　12/884

人と家畜のエピソード　池谷和信
Episode 70　犬と人とのかかわり　1/79
Episode 71　アマゾンの森に暮らす豚　1/85
Episode 72　対馬における伝統養蜂の危機　3/224
Episode 73　ボツワナで人や物を運ぶロバ車　4/319
Episode 74　ラオスのアヒル　5/399
Episode 75　猫と人のかかわり　6/479
Episode 76　極限の環境に生きるベドウィンの山羊　7/559
Episode 77　エピオルニスと人とのかかわり　8/639
Episode 78　養殖されるピラルク　9/645
Episode 79　アザラシと人　10/799
Episode 80　動物の家畜化，鳥の家禽化，魚の養殖　11/804
Episode 81　人類と家畜の未来 －イノシシと豚から考える－　12/885

こよみ（カレンダー）　深瀬　徹
1 月生まれの生物学者「今西錦司」　1/4
2 月生まれの生物学者「日高敏隆」　2/84
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3 月生まれの生物学者「今泉吉典」　3/164
4 月生まれの生物学者「山口左仲」　4/244
5 月生まれの生物学者「新妻昭夫」　5/324
6 月生まれの生物学者「宮入慶之助」　6/ 表 2
7 月生まれの生物学者「亀谷　了」　7/ 表 2
8 月生まれの生物学者「田中芳男」　8/564
9 月生まれの生物学者「杉田玄白」　9/644
10 月生まれの生物学者「山本脩太郎」　10/724
11 月生まれの生物学者「中川志郎」　11/ 表 2
12 月生まれの生物学者「正木進三」　12/ 表 2

くにかず & ひろこの ほっとひといき　フォトポエム
　清水邦一，清水宏子　写真・光川十洋
1 月のフォトポエム「でこぼこ道」　1/ 表 3
2 月のフォトポエム「ゼロ・クリア」　2/ 表 3
3 月のフォトポエム「心の杖」　3/ 表 3
4 月のフォトポエム「哀愁」　4/ 表 3
5 月のフォトポエム「思考の扉」　 5/ 表 3
6 月のフォトポエム「臨機応変」　6/ 表 3
7 月のフォトポエム「最終楽章」　7/ 表 3
8 月のフォトポエム「光と影」 　8/ 表 3
9 月のフォトポエム「いつも味方」　 9/ 表 3
10 月のフォトポエム「原点」　10/ 表 3
11 月のフォトポエム「武器」　11/ 表 3
12 月のフォトポエム「消しゴム」　12/ 表 3

§その他
訃報　鷲巣月美先生逝去，前多敬一郎先生逝去　3/235
訃報　川崎安亮先生逝去，木下 祐一先生逝去　4/312
追悼　森田正治先生 逝去　11/830

「獣医畜産新報」の休刊を惜しむ　長谷川篤彦　12/957
足跡　12/958-959
歴代編集委員　12/960


