
 

 

 

 

 

 

 

日本比較臨床医学会 

第 41回学術集会 
日本ペット栄養学会・ペット栄養管理士卒後講習会 

 

 

 

◆参加費 (当日受付) 

1000円 ：日本比較臨床医学会会員、日本ペット栄養学会会員 

日本動物看護職協会会員、動物看護師 

無料： ペット栄養管理士、学生 

日 時：平成 22年 12月 12日(日)   9：45～19:00 

場 所： 日本獣医生命科学大学 

 

     主 催：日本比較臨床医学会 

共 催：日本ペット栄養学会 

後 援：一般社団法人 日本動物看護職協会 
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セミナー協賛: 日本ヒルズ・コルゲート株式会社 

Opening remark 

 

第 41回日本比較臨床医学会 

大会長 左 向 敏 紀 

 

日本比較臨床医学会は、基礎から臨床まで幅広い分野の研究者が集っています。 

今回、大会長を引き受けるに当たり、どのような学会にしていくか検討しまし

た。長く獣医の内分泌・代謝の研究をしてきましたが、現在自分の置かれてい

る立場を考えると、獣医保健看護学領域の講演、発表を入れていこうと考えま

した。その理由として獣医保健看護学領域の発表会は少ないこと、比較臨床医

学は幅広い研究領域であり、獣医保健看護学もその中に入れてもらえればと考

えた訳です。 

教育講演として，まだ未熟な獣医保健看護学はその教育システムは看護師教育

から学ぶべきであろうと考え、｢大学教育における看護師－看護教育の特殊性と

大学教育化｣という演題で、横浜創英短期大学看護学科教授の浅川明子先生に教

育講演をお願いしました。また、動物看護師として、大学教育をどのように構

築して行けば良いかを、｢大学教育における動物看護師－大学における動物看護

について｣という演題で、日本獣医生命科学大学獣医保健看護学科の松原孝子先

生にお願いしました。 

午後からは，共催の日本ペット栄養学会より、ペット栄養管理士卒後講習会講

演を企画しました。今回は獣医師，動物看護師に大切な経腸栄養に関する教育

講演を予定しています。まず基礎編として、｢重症患者に対する栄養評価と栄養

療法 ―経腸栄養と栄養点滴についての考え方―｣という演題名で東京大学動物

医療センター内科系診療科・獣医内科学教室の大野耕一先生にお願いいたしま

した。さらには、実践編として｢急性尿毒症の患者に対する経腸栄養の実際｣と

いう演題名で、日本小動物血液透析協会、福岡ワールド動物病院長の宮本賢治

先生にお願いいたしました。 

一般発表には２２題のエントリーをいただきました。発表者は臨床動物看護師

にとどまらず、獣医保健看護教育を受けた学生、大学院生，卒業生と幅広いこ

とにもご注目いただきたいと思います。今後も獣医保健看護学教育を受けた卒

業生・学生達が、本学会をその教育研究の成果の発表の場とし、切磋琢磨する

ことにより，本学会および獣医保健看護学がいっそうの発展を遂げていくこと
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を祈願します。 

 

学術集会会場のご案内 

出典：日本獣医生命科学大学 HP アクセスマップより 

 

日本獣医生命科学大学： http://www.nvlu.ac.jp/ 

〒180-8602 東京都武蔵野市境南町１-７-１  

           JR中央線 武蔵境駅南口を出て左折直進徒歩 2分。 

受付 C棟 ５階  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場 C 棟 5 階 

構内出入口 
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お願い 

 

１）参加者の方へ 

受付事務局で日本比較臨床医学会の入会手続きをしております。   

正会員 年会費 7000円 学生会員 単年度 2000 円 

当日入会手続きをされた方には 2009 年度の学会誌バックナンバーを無料で 

差し上げます。数に限りがあります。 

 

２）口演発表される方へ 

◎データーは当日受付を致します。発表当日のご自身の発表 30分前までに PC会場 501

演者席後方の係員まで持参し申し出て下さい。混雑を避けるため早めの受付をお願

いできれば幸いです。 

 

◎発表7分、質疑応答 3分を予定しております。発表スライドは、Windows Powerpoint

で映写します。マッキントッシュ等で作成された方は、念のためご自身のパソコン

をお持ち下さい。 

   

３）展示発表される方へ 

◎ポスター展示パネルの大きさは、縦 180ｃｍ 横 90cｍ です。発表 ７分、質

疑応答 3 分を予定しております。発表当日の 10 時までに 502 号室のパネルに展

示して下さい。パネルには演題番号を添付してあります。 

      貼付：12月 12日（日） 9：00～10:00 

      撤去：12月 12日（日） 17:00～18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武蔵境駅南口 
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日 程 概 要 

 

学術集会  12月 12日 (日) 

 

１．開場･受付      9:00～        Ｃ棟 5階 エレベータ前 

 

２．開会の挨拶     9:45～10:00        Ｃ棟 5階   501 教室 

 

３．日本比較臨床医学会主催教育講演 

I        10:00～11:00      Ｃ棟 5階    501 教室 

II          11:00～12:00     Ｃ棟 5階    501 教室 

 

４．昼食        12:00～13:00 

 

５．評議員会・理事会  12:00～12:40      第 3会議室 

 

６．ポスター発表    12:10～12:50     Ｃ棟 5 階   502 教室 

 

７．日本ヒルズ・コルゲート株式会社協賛セミナー 

日本ペット栄養学･ペット栄養管理士卒後講習会 

I        13:00～14:00     Ｃ棟 5階    501 教室 

II        14:00～15:00     Ｃ棟 5階    501 教室 

 

８．平成 22年度日本比較臨床医学会定期総会 

               15:00～15:30          Ｃ棟 5階    501 教室 

 

９．日本比較臨床医学学会賞表彰式並びに受賞記念講演   

15:30～15:45     Ｃ棟 5階    501 教室 

１０．口演発表      

   15:45～17:05     Ｃ棟 5階    501教室 

17:20～19:00     Ｃ棟 5階    501 教室 

 

１１．閉会の挨拶     19:00～19:10      Ｃ棟 5 階    501 教室 
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･企業展示ブース     10:00～16:00     Ｃ棟 5階    502教室 
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日本比較臨床医学会 

第 41回 学術集会プログラム 

 

開会の辞  9:45～10:00 

日本比較臨床医学会   理事長  土屋 亮   （麻布大学） 

 

第 41回学術集会         大会長  左向敏紀    （日本獣医生命科学大学） 

  

座長：左向敏紀（日獣大） 

教育講演 I  10:00～11:00 

浅川明子 （横浜創英短期大学 看護学科） 

｢大学教育における看護師－看護教育の特殊性と大学教育化｣ 

教育講演 II  11:00～12:00 

松原孝子  (日本獣医生命科学大学 獣医保健看護学臨床部門) 

｢大学教育における動物看護師－大学における動物看護について｣ 

 

--------------昼食(12:00～12:40) -------------- 

 

評議員会・理事会 (12:00～12:40) 第 3会議室 

 

日本ヒルズ・コルゲート株式会社協賛セミナー 

日本ペット栄養学･ペット栄養管理士卒後講習会講演 I   13:00～14:00 

座長：本好茂一（日本ペット栄養学会会長） 

大野耕一 (東京大学動物医療センター内科系診療科・獣医内科学教室) 

｢重症患者に対する栄養評価と栄養療法 ―経腸栄養と栄養点滴に 

ついての考え方―｣ 

日本ペット栄養学会卒後講習会講演 II  14:00～15:00 

座長：左向敏紀（日獣大） 

宮本賢治（日本小動物血液透析協会、福岡ワールド動物病院長） 

｢急性尿毒症の患者に対する経腸栄養の実際｣ 

 

平成 22 年度日本比較臨床医学会定期総会 15:00～15:30  

 

学会賞表彰式並びに受賞記念講演  15:30～15:45 

牧野ゆき (日獣大 獣医保健看護学臨床部門) 

｢獣医療における転送義務についての考察｣ 
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一 般 口 演 

15:45～16:05                   座 長：石岡克己（日獣大） 

1. 看護の質を高める院内教育の検討 

―幼齢動物の看護を通して看護ケアを考える― 

○岡安亜紀佳 1) 松原孝子 2) 

（1)うちだペットクリニック 2)日獣大 獣医保健看護学臨床部門） 

 

2. 地方動物病院における動物看護教育の試み 

○横田真琴、横田淳子 

（横田動物病院） 

 

16:05～16:35                    座 長：呰上大吾（日獣大） 

3. 動物看護大学生が抱く動物看護職へのイメージについて 

○三村可菜 松原孝子 

（日獣大 獣医保健看護学臨床部門） 

 

4. 日常看護場面における動物看護職の専門性の意識と影響要因 

○栗島みゆき 松原孝子  

（日獣大 獣医保健看護学臨床部門） 

 

5．日本語版努力報酬不均衡モデル調査票を用いた動物看護師の職業性 

ストレスの評価 

○髙﨑麻理子 松原孝子 

（日獣大 獣医保健看護学臨床部門） 

 

16:35～17:05                   座 長：牧野ゆき（日獣大） 

6. 予期悲嘆に陥った飼い主の一事例 

○丸茂ゆかり１）、久末正晴２）、圓尾拓也１）、信田卓男１） 

(１）麻布大学附属動物病院２）麻布大学内科学第二研究室) 

 

7. 獣医保健看護の基礎教育過程における教育方法の検討 

～動物看護過程の習得を目指すための自己研修を実施しての考察～ 

○長澤優紀 松原孝子 

（日獣大 獣医保健看護学臨床部門） 
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8． 看護過程に基づく看護記録の導入の有用性 

～胆石症と蛋白漏出性腎症を併発し、胆嚢摘出手術を行った犬の事例～ 

○伊奈求 1)、武内皇子 1)、松原孝子 2) 

（1)日獣大 付属動物医療センター 日獣大 2) 獣医保健看護学臨床部門） 

 

------------------------コーヒーブレイク（17:05～17:20）----------------------- 

 

17:20～17:50                  座 長：土田修一（日獣大） 

9.  イヌ肥満細胞腫におけるグルココルチコイド耐性とグルココルチコイド 

受容体発現量の関連性 

○松田 彬、田中あかね、雨貝陽介、大森啓太郎、松田浩珍 

（東京農工大学 獣医分子病態治療学研究室） 

 

10. グルココルチコイドがイヌのインスリンシグナルに及ぼす影響の解析 

○野澤聡司、小田民美、佐伯香織、三木陽平、栗島みゆき、三村可菜、木村友子、 

森昭博、石岡克己、左向敏紀   

(日獣大  獣獣医保健看護学臨床部門) 

 

11. 健常犬におけるインクレチン作用についての検討 

○小田民美、内田翔子、白戸祐佳、宮本真希、栗島みゆき、野澤聡司 

三村可菜、佐伯香織、三木陽平、森昭博、左向敏紀  

（日獣大 獣医保健看護学臨床部門） 

 

17: 50～18:20                  座 長：吉田治弘（専修大） 

12.  麻布大学附属動物病院における保存血利用による輸血医療について 

○水野綾 1)、西本優子 1)、久末正晴 2)、土屋亮 2)、信田卓男 11) 

（1）麻布大学附属動物病院、2）麻布大学内科学第二研究室） 

 

13.  交差適合試験用犬赤血球の長期保存方法の検討 

○瀬川和仁、小田香織、根尾櫻子、久末正晴、山田隆紹、土屋亮 

（麻布大学獣医学部 内科学第二研究室） 

 

14. イヌのヒト ABO 組織血液型相同遺伝子の cDNA クローニングと発現解析 

○鄭英和 1)、土田修一 2)、青木博史 1)、近江俊徳 1) 

（1）日獣大 獣医保健看護学基礎部門、2）日獣大 比較細胞生物学教室） 
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18: 20～18：40                 座 長：小暮一雄（所沢愛犬病院） 

15.ウサギ急性冠症候群モデルの心電図 III-4 〜仰臥位と側臥位における平均電気軸

の変化と胸部電極装着部位による心電図変化〜 

諸星康雄 1)、金井孝夫 2)、中山茂信 1)、丸山茂善 1) 

（1）北里大学・医、2)東京女子医大） 

 

16.形質細胞腫瘍に併発した重度の過粘稠症候群、腎不全および高カルシウム 

血症に対して血漿交換を実施した犬の一例 

○深堀祥光 1)、石川武史 2)、土屋亮 2)、伊藤哲郎 2) 

（1）麻布大附属動物病院、2）麻布大内科学第二研究室） 

 

18：40～19：00                 座 長：臼井玲子（臼井犬猫病院） 

17. 口腔内常在菌が原因と考えられた犬の頚部膿瘍の 1例 

○岩瀬れいこ 1)、金子周平 2) 、藤本あゆみ 2)、加藤行男 2) 、平田比登美 1,3) 

本田真由美 1,4)、並河和彦 1,2) 

(1)麻布大学附属動物病院、2)麻布大学獣医学部、3)ひらたペットクリニック 

（千葉県市川市）、4)まみペットクリニック（神奈川県横浜市）) 

 

18. 肝細胞がんの病像：犬とヒトの比較検討 

○金井孝夫、小川 高 1)、上芝秀博、大西直子 

（東京女子医科大学実験動物中央施設、1)小川動物病院） 

 

 

ポスター発表 

12:10～12:50                          座 長：森昭博（日獣大） 

P1. 業務上の倫理的問題に対する動物看護者の認識 

～業務上で抱える悩み事例とアンケート調査より～ 

○齊藤ミチル 松原孝子  

（日本動物看護職協会 倫理勉強研究会） 

 

P2. 解剖学部位におけるネコ経表皮蒸散水分量(TEWL)の測定 

○赤荻晴美、島田健一郎、高見秋奈、渋谷葉菜、高崎麻理子、呰上大吾、石岡克己 

左向敏紀、百田豊 

（日獣大 獣医保健看護学臨床部門） 
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P3．犬、猫の血液検体におけるメディセーフフィットの測定値の評価 

○三木陽平 1)、森昭博 1)、栗田百合子 1)、松本聡子 1)、関陽介 2) 

貝吹朝光 2)、小田民美 1)、佐伯香織 1)、石岡克己 1)、左向敏紀 1) 

    （1） 日獣大 獣医保健看護学臨床部門、2）テルモ株式会社） 

 

P4. 糖尿病犬における運動療法が血液パラメーター変動および骨格筋遺伝子発現の変

動に与える影響 

○佐伯香織、阿片俊介、長原麻都香、小田民美、栗島みゆき、野澤聡司、三木陽平、

三村可菜、森昭博、石岡克己、左向敏紀 

（1) 日獣大 獣医保健看護学臨床部門) 

 

閉会の挨拶   19：00～19：10 

日本比較臨床医学会   理事長  土屋 亮  （麻布大学） 

第 41回学術集会        大会長   左向敏紀  （日本獣医生命科学大学） 
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協賛一覧 

＜セミナー協賛＞ 

日本ヒルズ・コルゲート株式会社 

 

＜展示協賛（五十音順）＞ 

あすか製薬株式会社 

株式会社インターズー 

デビフペット株式会社 

テルモ株式会社 

株式会社ビーエルエフ 

株式会社ファームプレス 

フジタ製薬株式会社 

文永堂出版株式会社 

有限会社ヘルスビジョン 

 

＜広告協賛（五十音順）＞ 

あすか製薬株式会社 

共立製薬株式会社 

デビフペット株式会社 

テルモ株式会社 

日本ヒルズ・コルゲート株式会社 

株式会社ビーエルエフ 

株式会社ファームプレス 

フジタ製薬株式会社 

文永堂出版株式会社 

有限会社ヘルスビジョン 

ロイヤルカナン ジャポン 

 

＜パンフレット封入協賛＞ 

デビフペット株式会社 

 

＜その他協賛＞ 

明治製菓株式会社 

 

 


