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開 催 案 内 

開催概要 

日本動物看護学会第２8 回大会 

第 12回関西地区例会 
 

「自分たちで創る！ 

動物看護の一歩を始めよう」 

開催期間 

2020 年（令和 2 年） 2 月 8 日(土)、9 日(日) 

会場 

王寺町やわらぎ会館 

（〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺 2 丁目 1-18） 

（JR 王寺駅より徒歩 5 分） 

大会長 

  﨑山 法子（王寺動物病院 取締役看護師長） 

       阿部 令子（アニマルサポートオフィス・ミーチョ代表） 

        井田 竜馬（井田竜馬行政書士事務所 所長） 

主 催 

日本動物看護学会第28回大会 第12回関西地区例会事務局（担当：木村 友亮） 

〒636-0012 奈良県北葛城郡王寺町本町 4‐44‐7 

TEL：0745-72-2991  e-mail：jsvn2020nara@gmail.com 

後 援 

奈良県 

奈良県教育委員会 

王寺町 

王寺町教育委員会 

公益社団法人奈良県獣医師会

mailto:jsvn2020nara@gmail.com
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大会長挨拶 

日本動物看護学会第 28 回大会 第 12 回関西地区例会 大会長 

王寺動物病院 常務取締役看護師長 﨑山 法子 

アニマルサポートオフィス・ミーチョ 代表 阿部令子 

井田竜馬行政書士事務所 代表 井田竜馬 

日本動物看護学会は 1995 年に発足し、関東を中心に岡山や北海道でも大会は行われました

が、看護学会の四半世紀にわたる歴史の中で、関西で大会が開催されるのは初めてのことで

す。2020 年という節目の年に「関西で初めての日本動物看護学会の大会」が開催できること

を、関西の動物看護師としてとても誇らしく思います。 

この大会は、日本動物看護学会理事長である桜井富士朗先生の発案により始まりました。

まずは、関西に大会開催のチャンスを与えてくださった桜井先生はじめ、学会関係者に感謝

申し上げます。そして、大会開催のために仕事の合間を縫って運営・実行委員として動いて

くださった関西の動物看護師のみなさま、実行委員からの呼びかけに快く応えてくださった

各講師の先生方、そしてこの大会開催の意義にご賛同いただいた各企業様や後援してくださ

った関係機関の方々にこの場をお借りして深くお礼申し上げます。 

今回の大会のテーマは「自分たちで創る！動物看護の一歩を始めよう」です。そのテーマ

にふさわしく、今大会は「初の試み」が数多くあります。 

まず、今回の主管団体は関西の動物看護師たちの有志によって運営されている「日本動物

看護学会第 12 回関西地区例会」です。今回、初めて現役の動物看護師たちの「個」の力を集

結して大会運営に挑んでいます。至らない点が多々あるかと思いますが、皆様の心に残る大

会になるよう、精一杯心を尽くして頑張りたいと思います。 

次に「市民講座の開催」です。一般社団法人日本動物看護職協会の横田会長をはじめ、多

くの方々の本当に筆舌に尽くしがたいご尽力のおかげで、とうとう、私たち動物看護師は「愛

玩動物看護師」として国家資格を得る運びとなりました。この誇りある職業をより多くの方

に知ってもらうべく、一般の方にも興味を持ってもらいやすい「防災」に関する知識を動物

看護師とともに学べるよう企画しました。何が起こるか分からない世の中ですが、動物看護

師を知ってもらうことで、頼れる存在がすぐ近くにいることを分かってもらえれば幸いです。 

最後に、今大会のプログラムは、昨年に行われた「第 11 回関西地区例会」のアンケートに

よって参加者の声から得られた内容を重視して編成されています。参加者が自分たちが学び

たいと思ったことを声に出し、その内容を運営側が大会・例会に反映することでより、一人

ひとりが身近に感じる大会・例会を目指しました。 

この大会・例会は動物看護師の未来のために開催されます。動物看護師はもちろん、動物看

護師に関わってくださる多くの方々にもご参加いただき、この大会・例会での「つながり」

を今後にも遺せることを期待しています。



2020 年 2 月 8 日（土） 9：00      10：00         11：00          12：00         13：00         14：00         15：00          16：00         17：00         18：00          19：00          20：00 

４ 

階 

受付  【10：00～15：00】  

クローク  【9：30～20：30】 

メインホール 

 【10：30～10：40】開会式 

【10：40～12:30】 

大会長’s企画 公開講演 

「ヒトと犬の関係史と“聖徳太子の雪丸”」 

「ペットと一緒に災害を乗り越える」 

  【14：30～16：00】 

学会・大会企画 

シンポジウム 

「国家資格化 

   について」 

 

ブース➀  
【12：30～18：00】企業展示（出展社一覧 P１６） 

 

ブース②＆休憩所 

3

階 

研修室 

 

【13：05～13：55】 

ランチョンセミナー 

「キャットリボン」 

 【15：20～17：00】 

例会企画 

サーキットセミナー 

前半 45 分 学生講座 

後半 45 分 

動物看護師講座 

 

【18：00～20：00】 

情報交換会 

 

ポスター展示 
 

【10：30～17：45】 ポスターセッション 

【 17:15 ～

17:45】 

コアタイム 

 

キッズルーム  【10：30～20：00】 

役員会室 
  【13：15～14：15】 

役員会 

 

 

 
2020 年 2 月 9 日（日） 9：00      10：00         11：00          12：00         13：00         14：00         15：00          16：00         17：00         18：00          19：00          20：00 

４ 

階 

受付  【9：15～15：00】  

クローク 【9：00～17：30】  

メインホール 

 

【9：45～12：30】口頭発表 

 【14：30～16：00】 

例会企画 

「動物看護師のためのアサー

ティブコミュニケーション」 

 【16：15～

17：00】 

総会 

閉会式 

 

ブース➀  
【10：30～16：30】企業展示（出展社一覧 P１６） 

 

ブース②＆休憩所 

3

階 

研修室 

 【13：00～13：50】 

ランチョンセミナー 

「スキンケア」 

 

ポスター 

セッション 

 

【10：00～16：15】ポスターセッション 

 

 

 

【10：00～16：15】 

ポスターセッション 

 

キッズルーム  【9：30～17：30】  

役員会室 
  【13:15∼14:15】 

審査委員会 

【14:15～15:15】 

編集委員会 

 

 

【14：00～14：15】 

コアタイム 

【12：30～12：50】 

業者さまご挨拶 
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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 5,000 円、非会員 6,000 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 1,000 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 4 階「メインホール」での開催となります。 

必ず受付をお願いいたします。 

⚫ クロークは 4 階メインホール横に設置しています。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。 

⚫ 本大会では 3 階にキッズルームを設置しています。（利用規約Ｐ10-11 参照）

2 月 8 日（土）は 10：30 から 20：00 まで、9 日（日）は 10：00 から 17：

30 までご利用いただけます。 

⚫ 2 月 8 日(土)、9 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会場お

よび王寺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。） 

⚫ 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、本大会ホームページ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 2 月 7 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。 

日本動物看護学会第 28 回大会  第 12 回関西地区例会ホームページ 

http://www.jsvn.gr.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。 

避難は各階の非常階段を使用します。 

非常階段の場所はフロアマップをご覧ください。また、会場にお越しいただ

いた際には事前にご確認ください。 

 

 

 

会場での注意事項 

⚫ 会場となる王寺町やわらぎ会館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。 

⚫ メインホール及びブース①での飲食は禁止です。ブース②（4 階）に休憩所

を設けておりますのでそちらをご利用ください。 

⚫ 利用者専用の駐車場はありません。公共交通機関をご利用の上、お越しくだ

さい。 

⚫ ゴミ箱は 4 階「ブース②」の休憩スペースと 3 階「研修室」に設置しており

ます。ゴミは必ず、所定のゴミ箱をご利用ください。 

 

 

 

 

 

http://www.jsvn.gr.jp/
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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 2 分の計 10 分、入れ替えは 2 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、2 月 9 日（日）9：00～9：30 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 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 

⚫ ポスターの掲示は、大会スタッフが行います。掲示期間は 2 月 8 日（土）の

10：30～17：45 及び 2 月 9 日（日）の 10：00～16：15 です。 

⚫ ポスターは３階「研修室」前に掲示しています。 

⚫ 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います。基本的には両日ともに質疑応答にご対

応いただきますよう、お願いいたします。やむを得ない事情で両日ともに対

応いただけない場合には、事前に担当者へのご連絡をお願いいたします。 

⚫ ポスターは 2 月 9 日の 16：15～17：00 の間に撤去をお願いします。 

⚫ やむを得ず指定の時間までに、ポスターを撤去できない場合は、ポスター担

当連絡先までご相談ください。連絡がなく、撤去されないポスターに関して

は、事務局の方で処分させていただきます。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。 

 

 

情報交換会 

⚫ 情報交換会は 2 月 8 日 18：00～20：00 に 3 階「研修室」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。

当日申し込みも承ります。 
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キッズルームご利用の方へ 

 

日本動物看護学会第 28回大会・日本動物看護学会第 12回関西地区例会 

キッズルーム利用規約 
 

日本動物看護学会第 28 回大会・日本動物看護学会第 12 回関西地区例会キッズルーム利

用規約（「以下、本規約」という。）は、2020 年（令和 2 年）2 月 8 日及び 9 日に開催され

る日本動物看護学会第 28回大会・日本動物看護学会第 12回関西地区例会（以下、「本大会」）

という。）において本大会事務局及び日本動物看護学会事務局（以下、「事務局」。）が設置

するキッズルーム及びそれに付随する設備・備品（以下、「本キッズルーム」という。）に

おける利用条件を定めたものとなります。本大会参加者（以下、「利用者という」という。）

は本キッズルーム利用時には本規約に従い、ご利用いただきます。 

 

（本キッズルームについて） 

第 1 条 本キッズルームは、本大会期間中に設置される利用者のお子様が一時的に無料で

遊べるスペースの開放であり、保育施設ではありません。よって、本キッズルームに保育

士など専任スタッフはおりません。 

2 ご利用できるお子様は、生後 6 ヶ月から小学 6年生以下までとさせていただきます。 

本キッズルームご利用の際は、事務局までご連絡ください（jsvn2020nara@gmail.com）。

担当者より、「キッズルーム利用規約同意書」を送らせていただきます。当日の利用時には

利用規約同意書に必要事項をご記入の上、ご提示願います。 

 

（疾病時の本キッズルーム利用） 

第２条 法定伝染病（インフルエンザ・百日咳・はしか・おたふく風邪・水疱瘡など）や

感染のおそれのある疾病（嘔吐下痢症・手足口病・とびひなど）に罹患している場合、ま

たは利用時にお子様が 37.5℃以上の発熱した場合は利用いただけません。本施設において、

病状の悪化または他のお子様から病気が感染したなどの責任は負いかねます。 

 

(本キッズルーム利用時の注意) 

第３条 本キッズルーム利用にあたり、以下の事項をお守り下さい。 

（1） 本キッズルームでは、食事やおやつ、お湯の提供は行いません。必ず各自でご

用意ください。 

（2） おもちゃなどの持ち込みは可能ですが、紛失などのトラブルが発生しないよう、

持ち物には必ずお名前を記入して下さい。ゲームなどの持ち込みも可能ですが、

大音量での使用はお控え下さい。 

（3） 本キッズルームは土足厳禁です。 

（4） 本キッズルーム利用時に発生したゴミはお持ち帰り下さい。 

mailto:jsvn2020nara@gmail.com
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（5） 本キッズルーム内では、安全のために走らないで下さい。 

（6） 本キッズルーム内の、おもちゃなどは乱暴に扱わないようお子様への周知をお願

いいたします。利用者同士のトラブルは、当事者同士での解決をお願いします。 

 

（免責事項） 

第４条 故意・過失に関わらず、本キッズルームを破損・紛失してしまった場合は、補修・

補填に要した費用を全額ご請求させていただきます。本キッズルーム利用時に発生した事

故、怪我、盗難の責任は事務局は負いません。また、お子様特有の体質に起因する事故が

生じた場合、または、持病の症状が悪化した場合にも事務局は責任を負いません。 

 

（個人情報の取り扱い） 

第５条 利用者に記していただいた個人情報は、事務局がキッズルーム運営及び緊急時の

連絡のみに使用するものとし、目的以外に使用することはありません。 

 

本規約をご承諾いただけない場合や、事務局が責任を持てないと判断した場合は、その後

のご利用をお断りさせていただきます。 

 

                       2019 年（令和元年）6月 9日制定 

  日本動物看護学会第 28回大会・日本動物看護学会第 12回関西地区例会事務局
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王寺町やわらぎ会館外観と周辺図 

 

 

 

会場へのアクセス 

 

〒636-0002 

奈良県北葛城郡王寺町王寺 2-1-18 

電話番号. 0745-31-5555 

ファックス番号. 0745-72-9588 

【ご注意】 

やわらぎ会館利用者専用駐車場はありません。 

公共交通機関をご利用ください。 

 

JR 大和路線王寺駅より徒歩 7 分 

 

王寺駅まで 
◎奈良より 
14分(JR)  
◎天王寺より 
18分(JR大和路線区間快速)  
◎JR難波より 
23分(JR大和路線区間快速)  
◎大阪より 
28分(JR大和路線大和路快速)  
◎高田より 
15分(JR桜井線)  
◎生駒より 
25分(近鉄生駒線)  
◎西田原本より 
19分(近鉄田原本線) 
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3F 

役員会室 キッズルーム 研修室 

ポスター展示 

立ち入り禁止 

立ち

入り

禁止 

非常階段 

非常階段 

4F 

メインホール 

ブース① 

クローク 

受付 

ブース②＆休憩所 

立ち

入り

禁止 

非常階段 

非常階段 

フロアマップ 
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 企 業 展 示  

学会開催期間中、４階ブース①及びブース②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。 

 

特別協賛 

ロイヤルカナンジャポン 合同会社 

 

ランチョンセミナー協賛 

キャットリボン運動 

日本全薬工業株式会社 

 

物品協賛 

いなばペットフード株式会社 

 

出展社 一覧 （50 音順 敬称略） 

株式会社アステック        アニマルオルソジャパン 

株式会社グラッド・ユー      株式会社すとろーはうす 

千寿製薬株式会社         ゾエティス・ジャパン株式会社 

株式会社テルコム         なないろサーカス団 

株式会社ニッピ          一般社団法人日本動物看護職協会 

有限会社 PKBジャパン       株式会社ファームプレス 

株式会社緑書房          株式会社森乳サンワールド 

ユニ・チャーム株式会社      株式会社リンレイ          

株式会社ワハ 
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日本動物看護学会 

第 29 回大会 
 

 

開催日 2020 年 10 月 3 日（土）4 日（日） 
 

 

大会長 小沼 守 

（千葉科学大学 危機管理学部動物危機管理学科 教授 

動物危機管理教育研究センター副センター長） 

 
  

日本動物看護学会第 29 回大会開催のお知らせ 

今度は関東で皆様のご参加を 

心よりお待ちしています！ 
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広告協賛企業一覧（50 音順 敬称略） 

旭化成ホームズ株式会社 

いなばペットフード株式会社 

株式会社インターズー 

共立製薬株式会社 

千寿製薬株式会社 

日本全薬工業株式会社 

日本ヒルズ・コルゲート株式会社 

株式会社ファームプレス 

ロイヤルカナンジャポン合同会社 

株式会社 V and P 

 

広告協賛病院一覧（50 音順 敬称略） 

王寺動物病院 

ダクタリ動物病院京都医療センター 

のびペットクリニック 

まさき動物病院 

 

広告協賛学校一覧（50 音順 敬称略） 

学校法人コミュニケーションアート 大阪 ECO 動物海洋専門学校 

学校法人シモゾノ学園 国際動物専門学校 大宮国際動物専門学校 

学校法人ヤマザキ学園 
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日本動物看護学会 第 28 回大会 12 回関西地区例会 実行組織 

 

大会長    﨑山 法子（王寺動物病院 常務取締役看護師長） 

       阿部 令子（アニマルサポートオフィス・ミーチョ代表） 

       井田 竜馬（井田竜馬行政書士事務所 所長） 

 

運営委員   山下 怜可（のびペットクリニッック 動物看護師長） 

       辻 綾 （エル動物病院） 

       木村 友亮（泉南動物病院 事務局長） 

 

実行委員   有富 春菜（よこた動物診療室） 

       礒野 友紀（にわ動物病院） 

       大野 舞子（王寺動物病院 動物看護師） 

       奥井 裕子（京都 AR 獣医神経病センター）        

木谷 美砂子（松井山手動物病院） 

高橋 のぞみ（認定動物看護師） 

       長尾 梨花（王寺動物病院 獣医師） 

西 景子（オリーブ動物医療センター） 

       茂木 侑加（王寺動物病院 獣医師） 

       辻川 真穂（こおりやま動物病院） 

 

総合司会   桐村 佳那（Con tutti－コントゥッティ－）  

 

(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。 
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