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開 催 案 内 

開催概要 

日本動物看護学会 

第２７回大会 

「職業社会人における動物看護学」 
 
 
 

開催日 
２０１８年（平成３０年） １０月２７日 ・２８日

 
会場 

学校法人シモゾノ学園 大宮国際動物専門学校１号館 
（〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-289-2） 

大宮ソニックシティ小ホール（初日のみ） 
（〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5） 

大会長 
下薗 惠子 

（一般社団法人全国動物教育協会 代表理事 
学校法人シモゾノ学園 理事長） 

主 催 
  

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

後 援 
公益社団法人 埼玉県獣医師会 
全国専修学校各種学校総連合会 

（土） （日）

日本動物看護学会 〒101-0064 東京都 千代田区 神田猿楽町 2-6-3 
Tel：03-5244-5463 （月･水･金 11:00 – 16:00），Fax：03-5244-5464 
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　この度は、日本動物看護学会第２７回大会を動物系職業人養成の専修学校が集まる（一

社）全国動物教育協会が主管させて頂き（一社）全国動物専門学校の協力を得て開催でき

ますことに身の引き締まる思いでございます。このような大役を拝命できましたことは、

偏に学会理事長の桜井富士朗先生のご高配であり、また諸大学の先生方、獣医師の方々か

ら常々多大なるご指導をいただき動物看護師養成教育の高位平準化に取り組んで参れたお

陰様と、この場をお借りして深く深く御礼申し上げます。大学キャンパスを中心に開催さ

れてきた大会と異なり、会場としての規模はコンパクトでありますが、実りある大会とな

りますことを一心に精一杯で取り組ませて頂く所存でございます。

　今回の大会テーマは「職業社会人における動物看護学」とし、基調講演に教育に高い志

を持たれる日本獣医師会副会長（学術、教育、研究職域理事および獣医学術学会職域理事）

の酒井健夫先生をお迎えしております。

　主管させていただく専修学校は即戦力となる職業社会人を養成する教育機関として日々

取り組んでおりますが、動物看護師の養成にあたりましては、獣医療においてチームの一

員となれるよう養成教育の高位平準化が掲げられ、また獣医師とは違った役割で動物の看

護を担う専門職としてコアカリキュラムを整備し養成が展開されています。その実績もあ

り今年に入って国家資格への歩みが高まっています。

　その動きを取り上げた企画をはじめ、法整備が進むことにより動物看護師の業務が新た

に見つめられている今、教育には欠かすことのできない「動物病院での臨地実習」や「代

替教材」の研究も発表されることとなっています。多くの一般発表、ポスター発表の登録

もあります。そして企業展示、ランチョンセミナーと魅力ある企画が満載です。

　動物看護は法整備・国家資格の創設が最終目標ではなく、最善最良の動物看護を追及し

続け、動物たちや飼育者のみならず広く社会にも動物看護の専門力を活かし貢献していく

ことと思います。

　実りの秋に開催いたします第２７回大会が動物看護の実りにつながりますことを祈念

し、各分野から多くの皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げます。

大会長挨拶  

日本動物看護学会第２７回大会長

一般社団法人全国動物教育協会 代表理事

学校法人シモゾノ学園 理事長 下薗 惠子
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大会運営についてのお願い 

参加者の方へ 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

事前登録者は受付でお名前をお伝えください。名札をお渡しいたします。

この抄録集は当日ご持参くださいますようお願いいたします。（当日受付に

てお渡しする場合は抄録集代を頂戴いたします。）

当日参加者は、受付で参加費（会員 5000 円、非会員 6000 円）を支払い、名

札をお受け取りください。また、非会員の方は抄録集をお受け取りください。

学生の参加費は無料です（希望者 :抄録集1000円）。学生証をご提示ください。

大会中は名札のご着用をお願いいたします。

2 日間参加される方は、名札を持ち帰り 2 日目に再度ご使用ください。

初日の開会式等は「大宮ソニックシティ小ホール」での開催となりますが、

受付およびクロークは「大宮国際動物専門学校１号館」１階になります。

受付していただいた方のみ「大宮ソニックシティホール」のご案内が可能

です。必ず受付をお願いいたします。

クロークは大宮国際動物専門学校１号館１階に設置しています。詳細は当

日クロークにてお尋ねください。なお、貴重品や壊れ物等のお預かりはで

きません。（大宮ソニックシティのクロークは使用できません）

会場となる専門学校敷地内および周辺は全面禁煙です。（喫煙所はございま

せん）また、会場周囲での路上喫煙もご遠慮ください。

本大会では、学内設備等の諸事情から安全面を考慮して、託児所等を設け

ておりません。ご不便をおかけしますが、ご了承ください。なお、当日は

小さなお子様等のご休憩できる教室を 1 つ設置いたしますのでスタッフに

お問合せください。

１０月２７日（土）、２８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。ただし、お弁当の数には限りがございます。無くなり

次第終了とさせて頂きますことをご承知おきください。なお、昼食につき

ましては大宮駅周辺の施設をご利用ください。（座席に余裕がある場合につ

いては学生の聴講も可能です。ただし、お弁当はありません。）

会期中、１号館 501 教室にて、ランチョンセミナー開催時間帯を除きドリン

クおよびスナックのサービス（無料）を行っておりますのでご利用ください。

各講演やセミナーは人数制限がありますので、ご承知おきください。先着

人数についてはスタッフにお尋ねください。

理事会や編集委員会のみ参加の先生方も、大会参加費のご負担をお願いい

たします。
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【大会の開催可否のご連絡および非常時の避難経路等について】 
 

 

災害が予想されるような悪天候および震災等の緊急事態時については大会

長および大会本部にて開催の可否を決定の後、中止の判断が出た時に限り、

下記、学校法人シモゾノ学園ホームページのニュース欄を使用して周知し

ます。前日までに上記の決定があった場合には 10 月 26 日（金）の午前 11
時を目途に掲載予定です。詳しくは大会事務局までお問合せください。

学校法人シモゾノ学園ホームページ　http://iac.ac.jp/
非常時の避難経路については各会場スタッフの指示に従ってください。

大宮国際動物専門学校 1 号館校舎の避難経路は各会場（教室、実習室）の

扉を出て廊下を左に進んだ非常階段を使用することになります。会場にお

越しいただいた際には事前にご確認ください。
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口頭発表 座長の方へ 
 一般口頭発表は、発表 8 分・質疑応答 3 分の 11 分です。進行へのご配慮を

お願いいたします。 
 各セッションの 20 分前までに会場へお越しください。受付にて、ご案内申

し上げます。 
 
口頭発表の方へ 
 発表データは、１０月２７日（土）9：30～14：00 の間に受付にてお預かり

します。また、PC 本体をご持参される方は、事前に大会事務局にご連絡く

ださい。 
 PC 本体をご持参される方は、コネクタも必ずご持参ください。 
 発表 8 分・質疑応答 3 分の 11 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 
 ポスターは１０月２７日（土）9：30～10：30 までの時間内に１号館７階会場

の指定の場所に掲示を終えてください。

 ポスターは１０月２８日（日）15：00 まで掲示し、15：30 までに撤去をお願

いします。 
 コアタイムでは、発表者はポスターの前で質疑応答に対応してください。 
 コアタイムは両日に設定してありますので、必ずいずれかのコアタイムには

質疑応答に対応するようお願いいたします。 
 掲示や撤去、発表等での相談は事務局までお願いいたします。 
 ポスターのサイズは縦 109cm／横 79cm 以内でお願いします。 
 ポスターは演題番号が示されていますので、指定の場所に掲示してください。 
 
情報交換会 
 懇親会は１号館７階会場にて行います。参加費（一般 3,500 円、学生 1,000

円）は当日、受付にてお支払いください。（要事前申込） 
 
大宮国際動物専門学校 外観と周辺図 
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会場案内 

会場へのアクセス 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 階 使用なし 

7 階 ポスターセッション会場・情報交換会会場 

6 階 口頭発表会場・教育講演・学会主催シンポジウム・

閉会式会場 

5 階 501 ランチョンセミナー会場（休憩コーナー） 

502 企業展示ブース 

4 階 企業展示ブース用物品管理室・お子様休憩室 

3 階 日本動物看護学会役員会・審査委員会会場（控室） 

2 階 使用なし 

1 階 受付・クローク・企業展示ブース 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
←メイン会場 大宮国際動物専門学校 
１号館 
JR・東武ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟｰｸﾗｲﾝ「大宮駅」 
徒歩７分 
 

 

【アクセス方法】 

東京駅～ＪＲ上野新宿ﾗｲﾝ～大宮駅 ３１分 

上野駅～ＪＲ上野新宿ﾗｲﾝ～大宮駅 ２５分 

新宿駅～ＪＲ湘南新宿ﾗｲﾝ～大宮駅 ３２分 

池袋駅～ＪＲ湘南新宿ﾗｲﾝ～大宮駅 ２６分  

＊経路・所要時間については一例です。 

 

 

メイン会場 大宮国際動物専門学校 1 号館 

サブ会場 大宮ソニックシティ小ホール 

注：大宮ソニックシティには受付を設置していません。必ず校舎（1 号館）で受付後移動してください。 

会場までの道順は当日受付にてスタッフがご案内いたします。 



8

●10月27日（土）

受付(クローク)

大宮国際動物専門学校

1号館1F

A会場

大宮ソニックシティ

小ホール

B会場

大宮国際動物専門学校

1号館7F

C会場

大宮国際動物専門学校

1号館6F(定員70)

D会場

大宮国際動物専門学校

1号館501教室

E会場

大宮国際動物専門学校

1号館502教室

F会場

大宮国際動物専門学校

1号館1階ラウンジ

その他①

大宮国際動物専門学校

1号館301教室

大会プログラム

9:00 9:30 10:00 10:30 11:30 12:30 13:3011:00 12:00 13:00

主催団体企画講演（100分）
講演者：酒井健夫先生（日本獣医師会）

ポスター掲示準備

〔9：30-10：30〕

ポスターセッション
コアタイム

〔13：00-14：00〕

ポスターセッション
コアタイム

〔11：30-12：30〕

ランチョンセミナー②
（定員40）

〔12：00-13：00〕

役員会

〔13：10-13：50〕

ランチョン
セミナー①
（定員40）

〔13：15-14：05〕

〔10：30-〕

開 場

〔11：00-
 11：20〕

開会式
（20分）

〔9：00-18：30〕

受付・クローク

〔9：00-16：00〕

受付・クローク

〔10：30-16：30〕

ポスターセッション
＊コアタイムはいずれかの日程で対応

〔9：30-15：00〕

ポスターセッション
＊コアタイムはいずれかの日程で対応

〔10：00-12：30〕

軽食・休憩コーナー

〔9：30-12：00〕

軽食・休憩コーナー

〔11：00-13：00〕

企業展示・準備

〔11：00-13：00〕

企業展示・準備

〔13：00-17：30〕

企業展示

〔13：00-17：30〕

企業展示

〔10：30-15：00〕

企業展示

〔10：30-15：00〕

企業展示

〔12：30-13：30〕

審査委員会
1号館301教室

〔13：30-
 14：30〕

編集委員会
1号館301教室

●10月28日（日）

受付(クローク)
大宮国際動物専門学校

1号館1F

B会場
大宮国際動物専門学校

1号館7F

C会場
大宮国際動物専門学校

1号館6F(定員70)

D会場
大宮国際動物専門学校

1号館501教室

E会場
大宮国際動物専門学校

1号館502教室

その他①

大宮国際動物専門学校

1号館301教室

F会場
大宮国際動物専門学校

1号館1階ラウンジ

9:00 9:30 10:00 10:30 11:30 12:30 13:3011:00 12:00 13:00

教育講演
〔13：15-14：00〕

「認定動物看護師養成
における動物病院との
連携を図るための

ガイドラインについて」

〔11：25-12：55〕

口頭発表 Session2

〔10：00-12：00〕
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〔10：30-16：30〕

ポスターセッション

〔9：30-15：00〕

ポスターセッション

〔13：00-17：30〕

企業展示

〔13：00-17：30〕

企業展示

15:00 15:30 16:0014:00 16:3014:30 17:30 18:30 19:3017:00 18:00 19:00

学会・主催団体合同企画
シンポジウム（90分）

〔14：15-15：45〕

総会・
表彰式・
閉会式

〔15：45-〕

情報交換会

〔18：00-20：00〕

〔14：30-17：30〕

軽食・休憩コーナー

〔14：00-15：00〕

軽食・休憩コーナー

15:00 15:30 16:0014:00 16:3014:30 17:30 18:30 19:3017:00 18:00 19:00

学会主催シンポジウム
〔14：15-15：30〕

「ここまできた！代替教材の今」

口頭発表 Session1

〔16：00-18：00〕
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 企 業 展 示  
 

学会開催期間中、１号館１階ラウンジおよび５階 502 教室にて、 
協賛企業の展示がございますので是非お立ち寄りください。 

出展社 一覧 （50 音順 敬称略） 

株式会社 岩崎清七商店 

株式会社 インターズー 

株式会社 キリカン洋行 

株式会社 K９ナチュラルジャパン  

株式会社 すとろーはうす 

シグニ 株式会社 

千寿製薬 株式会社 

株式会社 ニッピ 

株式会社 萩原農場生産研究所 

株式会社 ハチたま 

株式会社 ファームプレス 

株式会社 緑書房 

株式会社 V and P  

ユニ・チャーム 株式会社 



61

広告協賛一覧（50 音順 敬称略） 

株式会社 A V S

新日本カレンダー 株式会社

千寿製薬 株式会社

日本全薬工業 株式会社

日本動物リハビリテーション学会

株式会社 ファームプレス

株式会社 V and  P 

一般社団法人 ペットフード協会

森久保薬品 株式会社

学校法人 ヤマザキ学園

ユニ・チャーム株式会社

ロイヤルカナンジャポン合同会社

株式会社ワールドエクイップス

学校法人 シモゾノ学園

一般社団法人 全国動物教育協会
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日本動物看護学会 第２７回大会 実行組織 
 
大会長    下薗 惠子 
（一般社団法人全国動物教育協会 代表理事・学校法人シモゾノ学園 理事長） 
 
実行委員長  山下 眞理子（学校法人シモゾノ学園） 
 
実行委員   

 
 

      

 
 

 
 
 
 
 

(50 音順，敬称略) 
 

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。 

日本動物看護学会 第２７回大会 抄録集 

２０１８年１０月１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 

   〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町 2-6-3 

  ＴＥＬ 03-5244-5463  ＦＡＸ 03-5244-5464 

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

印刷 株式会社ハンズ 

荒井  英之（国際ペットワールド専門学校） 
有倉  豊  （学校法人シモゾノ学園） 
今西  孝一（学校法人シモゾノ学園）

大木  隆昌（学校法人シモゾノ学園）

小野  妹実（学校法人シモゾノ学園）

川辺  雅一（学校法人シモゾノ学園）

久下  雅之（学校法人シモゾノ学園）

坂元  祥彦（宮崎ペットワールド専門学校）

下薗  僚章（学校法人シモゾノ学園）

中村  健人（学校法人シモゾノ学園）

吉川  鉄平（学校法人シモゾノ学園）

米田  正子（学校法人シモゾノ学園） 


