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   牧田登之（NPO法人日本動物看護士協会 代表、福岡動物看護士学院 学院長）8 

●特集／誌上再録●第 19回例会 動物看護師によるティーチ・イン／10 

        ――私たちの手で育む、これからの動物看護学 

《投稿論文》目次には筆頭発表者のみ表記 

●動物看護〈臨床〉 

短報 帝王切開における VTの役割 大矢純子（東京都・Pet Clinicアニホス）19 

短報 術前準備における動物看護マニュアルの事故防止に対する効果 深井麗子（埼玉県・

フジタ動物病院） 22 

●動物看護〈飼主指導〉 

短報 オーナー向けセミナー開催後の効果と実績 中村ののみ（北海道・前田獣医科医院）

26 

●動物看護〈スタッフ教育〉 

短報 地方都市における動物看護師勉強会の立ち上げと今後の方向性 鈴木加奈子（山梨

県・赤池クリニック） 35 

《海外学会報告》 

大切なのは、どこで学ぶかではなく、自分が何をまなびとれるか 中井江梨子（東京都・ど

うぶつ眼科 Eye Vet） 40 

米国の動物看護師のハイレベルな技術 児玉由美子（東京都・Pet Clinicアニホス） 43 

海外で気づかされた、わが国独自の動物看護の可能性 白木文恵（東京都・アニマルウエル

ネスセンター） 44 

《特別寄稿》「第 10回 人と動物の絆に関する国際会議」に参加して 横山章光（帝京科学

大学） 47 

《動物看護師のための特別プログラム》 

重要ポイント総整理――院内感染を考える 渡辺隆之（エム・ピー・ネットワーク） 55 

《連載》動物福祉はなぜ必要か―動物福祉の理論と実践―③人と動物の関係 １実験動物、

伴侶動物 上野吉一（京都大学霊長類研究所） 60 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

《動物看護専門学校生による発表》／66 

ウサギの頬骨毛◎浅川真紀  ”動物の孤児院“◎尾形ひろみ  アニマルセラピー◎朝比



奈史佳  猫はなぜ涙を流すのか？―感情表現のひとつとして―◎寺崎裕美   

飼育条件における生体内の Pと Caの変化◎山口智子 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

《書評》乳幼児期に身につける非言語性能力の大切さ――動物から教えられること 森永

良子（白百合女子大学発達臨床センター 顧問）  77 

山梨県動物看護師勉強会「Pride & Confidence」1周年記念大会 開催報告 井上五月（山

梨県、赤池ペットクリニック）   39 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

《開催報告》第 14回大会・第 20回例会 盛況のうちに終了／78 

      「動物看護師」 資格認定者 生涯教育 中級教育講座――受講者の声／80 

「平成 16年度動物看護研究助成金事業」に申請承認の上行われた研究会／85 

学会とは何か／「例会での発表・報告」「学会誌での論文掲載」のご案内／18 

今号への投稿を終えて――発表者の声／83 

農林水産省「小動物獣医療に関する検討会」の最終報告から／83 

ルポ①心通う対話のために――小動物診療に求められる飼主とのコミュニケーション術 

●動物病院の心がけによって変わり得る、飼主の気持ち●佐藤忍（文教大学大学院）／84 

②社会に強まる”人と動物の共生／85 

BOOKナビ・わが国の古美術に見る、動物たち／86 

 



アニマル・ナーシング第 11巻第 1号 

  （2006年 9月 1日） 

 

●今号のことば● 

①学会活動の 10年間を振り返って  桜井富士朗（日本動物看護学会 副会長) 4 

②「私は動物看護師です」  小松千江（日本動物看護学会 理事） 6 

●今号の投稿論文● 目次には筆頭発表者のみを表記 

「動物看護〈臨床〉 短報」 

動物看護師による犬の糖尿病管理 

 鈴木加奈子（山梨県・赤池ペットクリニック 動物看護師・トリマー） 9 

「動物看護〈臨床〉 原著」 

動物看護師が担う犬の献血活動―制度の立ち上げ／3年間の実績― 

 﨑山法子（奈良県・王寺動物病院 動物看護師） 17 

「動物看護〈臨床〉 短報」 

肛門周囲腺腫の看護―攻撃性のある老齢犬の日帰り手術における看護過程― 

 瀬戸晴代（広島県・西谷獣医科病院 動物看護師） 25 

「動物看護〈臨床〉 短報」 

動物病院における動物預かりに関する動物看護師の役割と業務 

 松沢ふみ（埼玉県・フジタ動物病院 動物看護師） 31 

「動物看護〈栄養指導〉 短報」 

シュウ酸カルシウム結石にストラバイト結晶が続発した犬の食餌管理 

 川又麻由美（長野県・土屋犬猫病院 動物看護師）35 

「動物看護〈栄養指導〉 短報」 

当院における肥満犬に対する減量の成功率と飼い主指導―肥満犬を持つ飼い主との会話か

ら分析する― 

 田中涼子（福岡県・ペットクリニック ハレルヤ粕屋病院 動物看護師） 39 

「動物看護〈臨床〉 総説」 

点眼薬に関するオーナーへの指導 

 田井薫（大阪府・ファーブル動物病院 動物看護師） 44 

「HAB研究 原著」 

病院に勤務する看護師への調査による動物介在についての見解―看護師の動物に対する嗜

好、動物が介在することに対する認識や考え方の傾向にもとづいた調査研究― 

 熊坂隆行（静岡県立大学 看護学部 助手） 49 

投稿を終えて――発表者の声 60 

●動物看護専門学校生による発表● 

先天性腎不全のイヌに対するクレメジンの投薬と休薬による血中 BUN とクレアチニンの



変化 内村はるか 61 

イヌの耳垢から検出したマラセチア菌の染色と薬効の判定 古市 唯 63 

ポータブル心電計端末による家庭犬の心電図の遠隔診断 山口友紀恵 64 

――以上、福岡動物病院看護士学院 第 1期生―― 

●スペシャルゼミナール● 

【1】実験動物技術師の仕事と資格―養成課程と認定制度の概要― 

 大和田一雄（山形大学医学部附属 動物実験施設 助教授 社団法人 日本実験動物協

会 教育・認定専門委員会 委員長） 

【2】中国の動物観―動物の植物化・栽培化の歴史的背景をさぐる― 

  西谷 大（国立歴史民俗博物館 研究部 考古系 助教授） 

●連載● 

動物福祉はなぜ必要か―動物福祉の理論と実践―③人と動物の関係 ２／産業動物、展示

動物 ④まとめ―生物学的幸福論―  上野吉一（京都大学霊長類研究所 人類進化モデ                  

ル研究センター 助教授） 

●行事レポート● 

特集／誌上再録第 23回例会におけるシンポジウム「動物看護師が抱える問題を考える」90 

 

日本動物看護学会 主催および参加事業 

第 21回例会／97   第 22回例会／98   

JAHA・日本動物看護学会 共催 VT（動物看護師）セッション／99 

第 23回例会／100  第 23回例会を聴講して―白木文恵（動物看護師）／102 

日本獣医師会／日本獣医学会―連携大会 特別企画―獣医療と動物看護師（士）／103 

第 5回動物看護師資格認定試験／104  第 15回大会／105 

動物看護師のためのペット栄養指導者養成セミナー／107 

日本動物看護学会後援行事 

 動物看護の本質を探る――「臨床動物看護研究会」を開催して 

  西谷孝子（広島県・西谷獣医科病院 動物看護師） 109 

 「子ども虐待と動物虐待の関係を探る」講演会とシンポジウム 

  田中るみ子（大阪大学大学院 人間科学研究科 博士前期課程 2年）  117 

当会会員による行事 

 山梨動物看護師勉強会 PRIDE&CONFIDENCE「2周年記念大会」 

  高橋真由（山梨県・赤池ペットクリニック 動物看護師）  118 

 Neko 2 Wan主催セミナー「ペットと幸せに暮らすには」 

  井田竜馬（行政書士・愛玩動物飼養管理士）  119 

  



アニマル・ナーシング第 12巻第 1号 

  （2007年 12月 1日） 

 

●意見・提言 

「動物看護職」としての自立へ向けて 

 西谷孝子（広島県・西谷獣医科病院 動物看護師、日本動物看護学会 理事）  1 

MEMBER’S EYE !  第 16回大会に参加して／発表を終えて  5 

●投稿論文 目次には筆頭発表者だけを表記しています 

動物看護研究 

短報 犬の前立腺癌の看護―私の愛犬の短い一生― 

    大島梨沙（神奈川県・相模原プリモ動物病院 動物看護師）  10 

短報 犬のしつけに困った飼い主との関わり―”ドッグデイケア”を利用して―  

    小川千加美（広島県・西谷獣医科病院 動物看護師）  14 

短報 起立困難な犬の看護 

   西谷孝子（広島県・西谷獣医科病院 動物看護師）  20 

短報 口腔内熱傷の犬の看護―入院受け入れから退院後の支援まで―  

   西谷孝子（広島県・西谷獣医科病院 動物看護師）  25 

短報 当院における看護計画用紙（看護記録 1号用紙）の分析 

    ―看護基準の作成をめざして― 

    西谷孝子（広島県・西谷獣医科病院 動物看護師）  30 

短報 犬の帝王切開における母犬と新生子の看護 

    ―動物看護師の立場から― 

    三浦 望（新潟県・小嶋動物病院アニマルウェルネスセンター 動物看護師） 36 

院内業務研究 

短報 動物病院における受付の応対マナー   

    松沢ふみ（埼玉県・フジタ動物病院 動物看護師）  45 

短報 動物病院における面会時の対応 

    大谷美紀（埼玉県・フジタ動物病院 動物看護師）  50 

動物看護研究 

原著論文 動物看護学生が抱く動物看護職のイメージ―学年差についての検討― 

      小嶋未来（東京都・ヤマザキ動物看護短期大学３年生）  54 

HAB（ヒューマン・アニマル・ボンド、人と動物の絆）研究 

原著論文 特別養護老人ホームでの動物介在実習前後における 

動物看護科学生の「気分」の変化   

  熊坂隆行（静岡県・静岡県立看護大学 看護学部 成人・老人看護領域助教）64 

原著論文 ペット喪失時における対応についての調査 



     大路朋子（山梨県・帝京科学大学 アニマルサイエンス学科 4年生）  69 

短報 ドッグラン施設における現状と課題 

     依田久美（山梨県・赤池ペットクリニック 動物看護師）  77 

動物看護専門学校生による発表 

ペンギンとカモ、ニワトリ、野鳥の羽毛の比較 田村沙耶 84 未病学的診断としてのポー

タブルＥＣＧの小動物への応用 横道佳代 89 天然ミネラル（リモナイト）含有食を犬、

猫に経口投与した前後の便臭、尿臭、血液性状の変化 松木恵子 92 動物飼育室における

ナノテクビーム空気清浄器設置前後の落下細菌数の変動 佐々木美保 95 肝機能検査の

ためのイヌ、ネコの尿中硫酸抱合型胆汁酸の測定 福谷由美 99 

以上、福岡動物病院看護士学院 第 2期生 

行事レポート 

第 24 回例会／102  第 5 回例会／103  ＪＡＨＡ・本学会 共催 動物看護師シンポ

ジウム「動物看護師は本当に専門職と言えるのか」／104   第 16回大会／106  日本

獣医内科学アカデミー学術大会・ＪＡＨＡ・本学会合同動物看護シンポジウム「動物看護職

の国家資格化を考える―動物医療の将来をふまえて」／113  日本動物看護学会 教育講

演／115  本学会理事の他団体における講演・第 6回「動物看護師資格認定試験」終了／

116 

あんぐる――動物看護師が担うべき、大切な役割とは何か〈本学会認定看護師の率直な声か

ら、動物看護職のあり方を考える〉／117 

 

  



アニマル・ナーシング第 13巻第 1号 

  （2008年 12月 1日） 

 

●巻頭言● 

日本動物看護学会 これからの 10年  桜井富士朗（日本動物看護学会 理事長） １ 

●報告● 

 米国における動物看護師の現状について 

 水越美奈（日本獣医生命科学大学 獣医学部 獣医保健看護学科 臨床部門 助教 3 

●投稿論文● 目次には筆頭発表者だけを表記しています。 

動物看護研究 

短報 歯科処置における準備と注意点 三浦紫陽子  11 

短報 大学病院における動物看護師の役割 田村浩美（北海道・帯広畜産大学附属家畜病

院 動物看護師） 14 

短報 教育現場としての動物病院のあり方を考える（その 1） 

   ―「獣医学部志望の高校 1年生の 1日体験」を受け入れて― 

   瀬戸晴代（広島県・西谷獣医科病院 動物看護師）  18 

短報 教育現場としての動物病院のあり方を考える（その 2） 

   ―「動物看護学生の臨床実習」を受け入れて 

   西谷孝子（広島県・西谷獣医科病院 動物看護師）  22 

短報 周術期管理における看護計画の意義に関する検討 

   ―高齢犬の断脚術を通して― 

   西谷孝子（広島県・西谷獣医科病院 動物看護師）  26 

短報 腹腔内腫瘍をもつ犬の入院看護と看護サマリーの作成 

   西谷孝子（広島県・西谷獣医科病院 動物看護師）  30 

短報 外来看護記録用紙作成に向けての検討 

   ―臨床動物看護研究会におけるグループワーク） 

   遊座晶子（茨城県・つくば国際ペット専門学校 教諭、動物看護師）  34 

短報 動物眼科二次診療施設における外来看護 

   ―点眼指導の関わりを外来看護記録用紙の作成にて振り返る 

   中井江梨子（東京都・どうぶつ眼科 Eye Vet動物看護師）  39 

原著論文 動物看護師とクライエントの視点による動物病院における対応のあり方  

     甲田菜穂子（東京農工大学 大学院共生科学技術研究院 環境資源共生科学部

門 准教授）  44 

動物看護研究（教育・研修） 

話題提供 山梨動物看護師勉強会「PRIDE(誇り)＆ COFIDENCE(自信)」3年間の報告  

高橋真由（山梨県・赤池ペットクリニック 動物看護師）  50 



HAB（ヒューマン・アニマル・ボンド、人と動物の絆）研究 

原著論文 広島県下の私立幼稚園における動物飼育に関するアンケート調査 

     三上崇徳（広島大学大学院 生物圏科学研究科 生物資源科学専攻 修士 

課程 2年）  55 

原著論文 愛着のタイプ及びその度合から見た飼い主のペットの安楽死選択に関する 

意識―大学生を対象にした調査データを基に― 

杉田陽出（大阪商業大学 経済学部経済学科 准教授）  62 

原著論文 動物看護科学生の動物介在活動・療法に関する意識調査 

     熊坂隆行（名桜大学 人間健康学部看護学科 講師）  75 

原著論文 統合失調症を中心とした慢性精神疾患患者の動物とのふれあいによる『気分』

の変化に関する研究 

     ―参加傾向、環境整備という観点から看護援助を検討する― 

     熊坂隆行（名桜大学 人間健康学部看護学科 講師）  82 

動物看護専門学校生による発表  93 

陶板浴装置の先天性腎不全症の犬のへの影響／松岡麻里  ケープペンギンの行動／我有

俊哉   

ゼブラフィッシュ（卵と稚魚）の発生の基本的な観察／山下亜莉沙  以上、福岡動物病院

看護士学院 第 3期生 

【特集】私たちの動物看護観を語り合いましょう！  100  

    ――2007年秋 大阪「第 26回例会」を誌上再録  

動物看護師のいまとこれから――「日本動物看護学会認定動物看護師」6名の声  112 

提出された「看護レポート」(69報)のテーマ一覧  115 

第 8回「動物看護師資格認定試験」実施概要  121 

  



アニマル・ナーシング第 14巻第 1号 

  （2010年 11月 1日） 

 

投稿論文  目次には筆頭発表者だけを表記しています。 

原著論文 ドッグランにおけるイヌの要注意行動  1 

        小室ゆめ以（東京農工大学大学院共生持続社会学専攻 

原著論文 盲目の犬の歩行を補助する装置の製作と有用性の検討 

        船木悠（日本獣医生命科学大学医学部獣医保健看護学科）  6 

原著論文 ペット飼い主の動物看護師に対する専門的ケア支援者認識に関す 

る質的研究（１）―比較的問題の少ないペット飼い主の体験から― 

        小倉啓子（ヤマザキ学園大学）  11 

資  料 動物看護基礎教育における授業設計のあり方を考える―授業前後の学生の意識

変化より―  遊座晶子（つくば国際ペット専門学校 動物看護師）  23 

資  料 日本動物看護職協会と日本看護協会との比較検討 

        齋藤みちる（七里ガ浜ペットクリニック 動物看護師）  32 

トピック 鳥クラミジア症についての看護指導 

        小沢知美（横浜小鳥の病院）  37 

トピック 獣医臨床センターにおける動物看護師の役割 

        畑田麻友香（大阪府立大学附属獣医臨床センター 動物看護師）  39 

トピック 飼い主との絆について―飼い主とのコミュニケーションの方法で得た絆の重要

性について 

        竹中晶子（赤坂動物病院）  42 

トピック より良い看護の提供を目指して―24時間看護体制導入後の問題から見えたこと 

        富永良子（ネオベッツＶＲセンター 動物看護師）  46 

  



アニマル・ナーシング第 15巻―第 16巻 

  （2012年 3月 31日） 

 

投稿論文 目次には筆頭発表者だけを表記しています。 

原著論文 動物看護師 31名の労働状況とメンタルヘルス   

        木村祐哉（北海道大学大学院医学研究科）  1 

原著論文 動物看護師のイメージと認知度に関する調査   

        比嘉恵子（関西動物看護教育研究会）  7 

原著論文 イヌ・ネコ飼い主の日常的飼育ケアの安定と継続に関する質的研究 

     ―飼育の準備段階における飼い主の体験から― 

        小倉啓子（ヤマザキ学園大学）   17 

短  報 がんサロンを開催した 1例 

        三輪教子（カニエ動物クリニック）  25 

  



アニマル・ナーシング第 17巻第 1号 

  （2013年 3月 31日） 

 

投稿論文 目次には筆頭発表者だけを表記しています。 

原著論文 イヌ・ネコ飼い主の日常的飼育ケアの安定と継続に関する質的研究（２） 

     ―比較的健康な時期の飼主の体験から― 

        小倉啓子（ヤマザキ学園大学）  1 

短  報 猫の下腿骨骨折における看護過程の実践の 1例 

        猪野麻由花（駒沢どうぶつ病院）  9 

 

短  報 猫の急性腎不全における看護過程の実践の 1例（輸液と看護） 

        常保理恵（広尾動物病院）  15 

短  報 ヘンダーソン看護理論に基づく動物看護過程の導入 

     ～当院に来院した犬の 3事例への検討～ 

        武内皇子（日本獣医生命科学大学付属動物看護センター）  21 

  



アニマル・ナーシング第 18巻第 1号 

  （2014年 3月 31日） 

 

投稿論文 目次には筆頭発表者だけを表記しています。 

原  著 犬の水中運動における異なる水温下での身体反応からの適正水温の検討 

        後藤優志（帝京科学大学）  1 

原  著 犬のデンタルケアに対するアンケートと市販犬用歯ブラシの使用感調査 

        蒔田成美（日本獣医生命科学大学）  7 

資  料 金属イオンおよび光触媒反応における銀イオンと活性酸素種の 

抗菌作用過程 

   石田恒雄（ヤマザキ学園大学）  15 

症例報告 レッグペルテス病により大腿骨頭骨頚切除術を行った 

     異なる性格の犬 2頭に対するリハビリテーションの有効性 

        高畑類（帝京科学大学）  21 

短  報 「動物看護者の倫理綱領」の授業後のレポート～学生の学びの分析～ 

        小林真歩（日本獣医生命科学大学）  27 

  



ベテリナリー・ナーシング第 19巻第 1号 

  （2015年 3月 31日） 

 

投稿論文 目次には筆頭発表者だけを表記しています。 

原  著 在宅看護への統合医療導入の有用性 

―看護計画の検討と動物看護師のかかわり方― 

   花田道子（ヤマザキ学園大学）  1 

原  著 6本の市販歯ブラシの形状と使用感の検討 

     ～新型イヌ用歯ブラシの提案に向けて～ 

        蒔田成美（日本獣医生命科学大学）  9 

原  著 犬における脛骨高平部水平化骨切り術（ＴＰＬＯ）実施後 

リハビリテーション効果の検討 

   古家恵（日本獣医生命科学大学）  15 

 

短  報 全身麻酔下において仰臥位固定されたビーグル犬の体圧の比較 

        長澤優紀（ダクタリ動物病院京都医療センター）  23 

短  報 看護記録監査から考える看護の質の向上の検討 

        伊奈求（日本獣医生命科学大学）  29 

短  報 当院における獣医師および動物看護師の動物看護料に対する意識調査 

        森田寛子（ダクタリ動物病院京都医療センター）  33 

  



ベテリナリー・ナーシング第 20巻第 1号 

  （2015年 6月 30日） 

 

大会長挨拶  ２ 

 

開催案内  3 

 開催概要  3 

大会運営についてのお願い  4－5 

会場へのアクセス  6 

フロアマップ  7 

大会プログラム  8－9 

協賛企業一覧  14 

 

シンポジウム・特別企画  15 

 20周年企画シンポジウムⅠ  16 

  「振り返ってみると」 桜井富士朗（帝京科学大学） 「看護論の動物看護への応用」 

松原孝子（日本獣医生命科学大学） 「今後の動物看護師の役割」 左向敏紀（日本獣

医生命科学大学） 

 学会企画シンポジウム  19 

  「動物看護学教育と公的資格」 佐々木伸雄（動物看護師統一認定機構） 「動物看護

学教育のこれから」 桜井富士朗（帝京科学大学） 「これからの動物看護教育と公的

資格」 古川敏紀（倉敷芸術科学大学） 「専門学校における動物看護学と公的資格化」 

下薗惠子（シモゾノ学園） 「動物看護学教育と公的資格」﨑山法子（王寺動物病院） 

 学生交流会  「近代動物看護師を創る」 24 

 20周年企画シンポジウム Ⅱ  25 

   「広がりゆく動物看護師の職域」 石岡克己 袴田陽二 梶ヶ谷博（日本獣医生命科

学大学） 

セミナー・講習会  27 

 卒後セミナー  28 

 卒後講習会  31 

 ランチョンセミナー  35 

 付属動物医療センター見学会  37 

 

一般演題発表  41 

 口頭発表抄録  42 

 ポスター発表抄録  59 



ベテリナリー・ナーシング第 20巻第 2号 

  （2016年 3月 31日） 

 

投稿論文 目次には筆頭発表者だけを表記しています。 

原  著 幼稚園におけるウサギを介在させた教育に関する研究 

     幼稚園の飼育ウサギに対する名づけの有無と飼育管理状況との関連性について 

       森元真理（東京農業大学）  1 

原  著 新型犬用歯ブラシにおける歯磨きの工程の簡略化の検討 

     ～顎模型を使用しての市販犬用歯ブラシとの比較～ 

       蒔田成美（日本獣医生命科学大学）   9 

短  報 犬の膿皮症由来 Staphylococcus sp および外耳炎由来Malassezia sp に対する

脂肪酸の抗菌効果 

       小泉亜希子（帝京科学大学）   17 

短  報 動物看護教育 3年制の専門学校における周術期動物看護の実践教育の検討 

     ―去勢手術の機会を利用した前期学習の振り返り― 

       栗島みゆき（学校法人シモゾノ学園）   21 

短  報 動物医療用シミュレーターの学習効果（ネコ触診モデル） 

        阿部仁美（帝京科学大学）   27 

報  告 中国河南省新郷市の動物病院の現状と犬の飼育状況についての調査 

        銀梓（日本獣医生命科学大学）   33 

  



ベテリナリー・ナーシング第 21巻第 1号 

  （2016年 6月 20日） 

 

大会長挨拶   2 

 

開催案内   3 

 開催概要   3 

 大会運営についてのお願い   4 

 会場へのアクセス   7 

 大学内案内図   8 

 会場案内図   9 

 学会プログラム  10 

 協賛企業一覧   14 

 

シンポジウム・特別企画   15 

 教育講演   17 

  「動物看護師の公的資格―最近の動向」 講師 佐々木伸雄（動物看護師認定機構・機

構長） 座長 古川敏紀（全国動物保健看護系大学協会会長  

 主宰校企画シンポジウム①  19 

  「生産動物分野での動物看護師の役割 新しい職場としての可能性」 座長 内田英二

（酪農学園大学獣医学群獣医保健看護学類） 中村綾那 平塚可弥乃（北海道ひがし

NOSAI、動物看護師） 太田恭補（北海道ひがしNOSAI、前参与） 秋吉珠早 山下

和人（酪農学園大学附属動物医療センター） 

主宰校企画シンポジウム② 

  「展示動物の飼育管理に学ぶ動物看護師の仕事」 座長 郡山尚紀（酪農学園大学獣医

学群獣医保健看護学類） 佐藤伸高（旭山動物園） 角川雅俊（おたる水族館） 高江

州昇（円山動物園） 

 

 看護学会企画シンポジウム①  31 

  「各種シミュレーション教材を用いた実習教育法の検討」 座長 八百坂紀子（酪農学

園大学獣医学群獣医保健看護学類） 桜井富士朗（慶應義塾大学訪問教授） 阿部仁美

（帝京科学大学非常勤講師） 﨑山法子（王寺動物病院、認定動物看護師） 

 看護学会企画シンポジウム② 33 

  「動物看護学教育と公的資格実現のための方策」 座長 若尾義人（日本動物看護学会 

  副理事長） 左向敏紀（日本獣医生命科学大学） 下薗惠子（シモゾノ学園） 

 



卒後教育セミナー・ランチョンセミナー・附属動物医療センター見学   37 

 卒後教育セミナー   38 

 ランチョンセミナー   39 

 附属病院医療センター見学会   41 

 

一般演題発表 

 口頭発表   43 

 ポスター発表   57 

  



ベテリナリー・ナーシング第 21巻第 2号 

  （2017年 3月 31日） 

 

投稿論文 目次には筆頭発表者だけを表記しています。 

総  説 動物看護におけるコミュニケーション技術教育 

        小沼 守（千葉科学大学）  1 

原  著 猫の肥満対策の一助となる FBMIメジャーの作製 

        栗生幸絵（ヤマザキ学園大学）   7 

原  著 動物看護師のための動物医療現場頻出英単語リストと英会話表現の作成 

     －日本語コーパス構築による調査分析 

        大橋由紀子（ヤマザキ学園大学）   13 

原  著 イヌにおける腋下温測定の有用性の検討 

        宮田淳嗣（ヤマザキ学園大学）   21 

原  著 動物看護教育のための輸液用動物代替モデルの作製とその有用性 

        荒川真希（ヤマザキ学園大学）   27 

原  著 犬の肛門嚢絞り処置後に生ずる悪臭に対する犬用被毛ケア製品 

     ‘ベストフレンズトリートメントミストタイプ’の消臭効果 

        田村優奈（イオン動物病院与野）   35 

  



ベテリナリー・ナーシング第 22巻第 1号 

  （2017年 7月 1日） 

 

大会長挨拶  2 

開催案内   3 

 開催概要   3 

 大会運営についてのお願い   4 

 会場へのアクセス   6 

 フロアマップ   6 

 大会プログラム   8 

 出展企業一覧   10    

 

特別企画・シンポジウム   11 

 主催校企画講演   12 

  「動物看護の歴史を振り返って」 Carol B Schumacher (キャロル・B・シューメイ

カー) 座長：山﨑 薫（学校法人ヤマザキ学園 理事長） 

 学会・主催校 合同企画シンポジウム   14 

  「動物看護の将来展望」  桜井富士朗（日本動物看護学会 理事長） 佐々木伸雄

（動物看護師統一認定機構 機構長） 横田淳子（日本動物看護職協会 会長） 山    

﨑薫（学校法人ヤマザキ学園 理事長）  

 教育講演   15 

  「動物看護学教育を振り返って―獣医臨床と動物看護－」  小方宗次（ヤマザキ学

園大学） 

 

セミナー・講習会   17 

 学会主催セミナー   18 

  「50年後の動物看護学になにを遺すのか」  神田鉄平（倉敷芸術科学大学） 

    

 卒後教育セミナー   19 

  「犬の口腔ケア」  林 一彦（ヤマザキ学園大学） 

 ランチョンセミナー   21 

  「V and P」主催（1日目）、「ロイヤルカナンジャポン」主催（2日目） 

 学生向けランチョンセミナー   24 

一般演題発表   25 

 口頭発表抄録   25 

 ポスター発表抄録   45 



 


