
開催概要 

 

日本動物看護学会 第２４回大会 

～２０周年記念大会～ 
 

開催日 

２０１５年７月４日（土）・５日（日） 

 

会場 

日本獣医生命科学大学 Ｅ棟１階、２階、４階 他 

（Ｐ６ 会場案内図をご覧ください。） 

受付：Ｅ棟 1 階ホール 

 

主催 

日本動物看護学会 

〒１０７-００６２ 

東京都港区南青山１－１－１ 新青山ビル西館２３階 

TEL：０３-６８０４-２６５９  FAX：０３-５２９８-２６４９ 

E-mail：info@jsan.gr.jp    URL：http://www.jsvn.gr.jp/ 

 

大会長 

左向 敏紀（日本獣医生命科学大学 獣医学部 獣医保健看護学科 教授） 

  日本獣医生命科学大学 獣医学部 獣医保健看護学科 

  〒１８０-８６０２ 東京都武蔵野市境南町１－７－１ 
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日本動物看護学会第２４回大会長挨拶〜過去・現在・未来〜 

 
日本動物看護学会第２４回大会   
大会長 左向 敏紀        

（日本獣医生命科学大学 獣医保健看護学科） 
 
 このたび、日本動物看護学会第 24 回大会を平成 27 年 7 月４日(土)、５日（日）の２日間日本

獣医生命科学大学で開催させていただくことになりました。本学会の学会員をはじめ多くの方々

に参加いただけるように準備して参りました。本年、獣医保健看護学科開設１０周年を迎える本

学において日本動物看護学会２０周年記念大会を開催されるということは大変光栄に存じます。 

 

 今や動物医療の高度化や対象動物の高齢化など、ますます動物看護学の発展が望まれる時代と

なり、獣医保健看護領域はますます細分化された専門的な知識と技術が必要になって来たと考え

られます。本年は学会設立以来２０年にわたり, 本学会は学術に特化した学会へと発展を遂げ、

動物看護学の高度化に寄与してきました。 

 そこで、本大会では、動物看護学、動物看護師、動物看護教育について、学問の進歩の歴史を

振り返ると共に今後の発展を進めるべく、メインテーマは「進化する動物看護学～さらなる動物

看護学の発展をめざして、過去・現在・未来～」としました。 

２０年間の歴史を振り返るとともに、さらには、改めて、動物看護学のあり方について考える大

会にしたいと思います。 

 メインのイベントとして「２０周年シンポジウム１」として、1995 年発足時のシンポジウムの

テーマを振り返りながら、発足から 20 年、掲げられた課題は現在どのように実現されているか等

を検証する「日本動物看護学会２０年の歩み」を企画しました。また、「２０周年シンポジウム２」

として高度な専門教育を受けて動物看護師が活躍できる領域は、臨床現場以外にも広がりつつあ

り、それらの現状を語っていただく「広がりゆく動物看護師の職域」も企画しました。このほか

の学会企画としては「動物看護学教育と公的資格」も開催します。 

 一般発表の他、動物看護師向けの卒後セミナー（1.老犬学、2.猫の交通事故）、実習付き卒後講

習会（1.輸血前検査、2.皮膚病と病理検査、3.胃瘻チューブの設置と管理）、ランチョンセミナー

(糖尿病猫の食事管理/食道疾患の治療と看護)、動物医療センター見学会も計画しています。さら

に各大学、専門学校の学生達の学生交流会も企画しました。 

 

 少し欲張った企画となりましたが、この大会で得た情報、意見交換などが明日からの動物看護

に活かせる事を期待しています。 

最後になりましたが、本会の開催においては数多くの関係団体および企業の皆様から協賛等をい

ただきご支援をいただきました。この場を借りて厚く御礼を申し上げます。 
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大会運営についてのお願い 

 
参加者の方へ 

 必ず受付を済ませ、名札をお受け取りください。 
 大会中は名札のご着用をお願いいたします。 
 ２日間ご参加の方は、１日目に名札をお持ち帰りになり、再度２日目にご使用ください。 
 学生の方は受付にて学生証のご提示をお願いいたします。 

 
 クロークは会場１F に設置しております。開設日時は当日クロークにてご確認下さい。

なお、貴重品・壊れ物等は原則お預かりできません。 
 会場は全面禁煙です。喫煙される場合は、所定の喫煙所をご利用ください。 
 本大会では、学内設備等の諸事情から安全面を考慮し託児所を設けておりません。ご不

便をおかけしますが、ご了承ください。 
 

 ７月４日（土）、７月５日（日）ともにランチョンセミナーにてお弁当を準備しており

ます。お弁当の数に限りがございますので、両日、朝９時より、受付横にてランチョン

セミナー整理券を配布しております。無くなり次第終了とさせて頂きますこと、ご了承

ください。なお両日とも、大学内の食堂はご利用できませんので、近隣施設をご利用く

ださい。 
 受講人数に制限があるプログラムは整理券を配布しております。整理券は、両日ともに

朝９時より受付横にて配布しております。 
 

 会期中、１F 展示会場にてドリンクサービス（無料）を行っておりますのでご利用下さ

い。 
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口頭発表の方へ 

 発表データは、口頭発表前日の７月４日 12：00～17：00 の間に受付にてお預かりしま

す。７月４日に発表データの受付が不可能な方、また PC 本体をご持参される方は、事

前に大会事務局（担当 石岡：katsumi@nvlu.ac.jp）にご連絡下さい。 
 PC 本体をご持参される方は、コネクタも必ずご持参下さい。 
 発表８分、質疑応答２分の計１０分間です。持ち時間を厳守してください。 
 次の発表者は、前の発表者が始まる前までに次演者席にご着席ください。 
 発表の際は、発表者本人によるパソコン操作をお願いいたします。 
 
 
ポスター発表の方へ 

 ポスター発表コアタイムは、７月４日の 13:00～13：
30 です。この時間はご自身のポスター前に立ち、質

疑応答の対応をお願いします（なお、ポスター前での

口頭発表は行いません）。 
 ポスターは、右記の要領で作成してください。 
 各ポスターパネルに演題番号、演題名、所属、氏名が

表示されています。ご自分の演題番号のパネルに掲

示してください。 
 ポスターは７月４日の 12:00 までに掲示してくださ

い。 
 掲示したポスターは７月５日の14:00～16:00の間に

撤去をお願いします。 
 やむを得ず指定の時間にポスターを掲示、撤去でき

ない場合は事前に大会事務局にご相談ください。 
 
 
座長の先生方へ 

 口頭発表は発表８分、質疑応答２分の計１０分間です。進行にご配慮お願いします。 
 座長の先生は、各セッションの２０分前までに会場にお越しください。 
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大会プログラム

● 7月4日（土）

第１日目 7月4日 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00

ホール

Ｅ１Ｆ 第１会場
10:00～
開会式

Ｅ２Ｆ 第２会場

Ｅ４Ｆ
実習室

Ｅ４Ｆ
実習室

Ｅ２Ｆ 会議室

Ｅ１Ｆ 展示会場

２Ｆ
ラウンジ

ポスター
展示

● 7月5日（日）

第２日目 7月5日 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00

ホール

Ｅ１Ｆ 第１会場

Ｅ２Ｆ 第２会場

Ｅ４Ｆ
実習室

Ｅ４Ｆ
実習室

Ｅ２Ｆ 会議室
12:30～
審査委
員会

Ｅ１Ｆ 展示会場

２Ｆ
ラウンジ

ポスター
展示

医療センター

むらさき

10:30～11:50
20周年記念シンポジウムⅠ

10:30～11:50
セミナー①

12:00～12:50
ランチョン①

（ロイヤルカナン）

9:00～15:00
企業展示

9:00～15:00
ポスター展示

9:30～16:00
受付

12:00～13:20
編集委員会

11:00～17:00
企業展示

11:00～17:00
ポスター展示

8:30～15:30
受付

9:00～12:00
口頭発表

12:00～12:50
ランチョン②
（ＡＶＳ）

9:00～11:50
卒後講習会②
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13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

コア
タイム

13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

15:30～
表彰式
総会

閉会式

17:00～19:00
懇親会

13:00～13:50
セミナー②

15:00～16:50
学会企画シンポジウム

15:30～16:50
学生交流会

8:30～15:30
受付

14:00～16:50
卒後講習会①

13:30～14:50
役員会

14:00～14:50
見学ツアー

11:00～17:00
ポスター展示

9:00～15:00
企業展示

9:00～15:00
ポスター展示

9:30～16:00
受付

11:00～17:00
企業展示

13:00～15:20
20周年記念シンポジウムⅡ

13:00～15:20
卒後講習会③
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日本動物看護学会 第２４回大会（２０周年記念大会） 

協賛一覧 

アイデックス ラボラトリーズ株式会社 

市原・山口動物病院 

株式会社インターズー 

株式会社インターベット 

AC プラザ苅谷動物病院 

株式会社 AVS 

ＭＰアグロ株式会社 

共立製薬株式会社 

株式会社キリカン洋行 

株式会社シマ研究所 

学校法人シモゾノ学園 

千寿製薬株式会社 

ゾエティス・ジャパン株式会社 

公益社団法人東京都獣医師会 

日清ペットフード株式会社 

株式会社ニッピ 

日本獣医生命科学大学 

林屋動物診療室 

株式会社ビーエルエフ 

株式会社ファームプレス 

富士通株式会社 

ペットライン株式会社 

みずほ台動物病院 

株式会社緑書房 

宮崎ペットワールド専門学校 

Meiji Seika ファルマ株式会社 

株式会社モノリス 

富士フイルムメディカル株式会社 

理研科学株式会社 

レノバサイエンス株式会社 

ROYAL CANIN JAPON, Inc. 

株式会社和科盛商会    （五十音順 敬称略） 
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日本動物看護学会 第 24 回大会（20 周年記念大会）実行組織 

 

大会長      左向 敏紀 （日本獣医生命科学大学） 

実行委員     石岡 克己 （日本獣医生命科学大学） 

（五十音順）   小田 民美 （日本獣医生命科学大学） 

         小林眞理子 （日本獣医生命科学大学） 

         桜井富士朗 （日本動物看護学会 理事長） 

         塩川  舞 （日本獣医生命科学大学） 

         庄司さやか （日本動物看護学会 事務局） 

         藤澤 正彦 （日本獣医生命科学大学） 

         松原 孝子 （日本獣医生命科学大学） 

         吉村 久志 （日本獣医生命科学大学） 

 

 

日本動物看護学会 第 24 回大会 抄録集 

 2015 年 6 月 30 日 発行 

発行人 理事長 桜井富士朗 

発行元 日本動物看護学会 

 〒107-0062 東京都港区南青山 1-1-1 新青山ビル西館 23 階 

 TEL. 03-6804-2659   FAX. 03-6804-2649 
 E-mail info@jsan.gr.jp   HP http://www.jsan.gr.jp 
印 刷 株式会社 オルツ 

お断り：本誌に掲載された全ての記事内容は無断で複写・複製（コピー）・
    転載することを禁止します。 
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