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アトピー症状を持つ犬の負担を軽減することができな

中野目 直樹 さん 院に進学を志望しており、現在行っている研究を更に
(福島県出身)
深め、実際に臨床現場での活用に向けた研究を続けて

堀口 紗彩 さん
(埼玉県出身)

いきたいと考えています。

研究テーマ「愛玩動物のコルチゾール、腸内の

腐敗物質測定によるストレス評価」

課題研究指導教員：花田 道子 教授

課題研究指導教員：藤原 恵利子 講師

問題意識を持ち、自ら設定したテーマに沿った資料を

動物病院で動物看護師として勤務していた頃から、動物

齋藤 めぐみ さん
(神奈川県出身)

のペットが共通に迎える「最期」に対し、飼い主が求め
るものを考え、動物看護師の視点から飼い主をどのよう
にサポートすることができるのかを研究しています。

います。将来、動物看護師としてこの研究を役立てたい
と思います。

研究テーマ 「終末期医療の看護」

の終末期医療や看取りについて考えてきました。すべて

いかと考え、犬の衣服と皮膚の関係について研究して

南部 穂花 さん
(東京都出身)

集め、論文としてまとめることに興味があり、専攻科
への進学を決めました。現在は、愛玩動物の唾液中に
含まれるコルチゾールや、腸内の腐敗物質測 定による
ストレス評価について研究しています。

Topics
動物アートに囲まれたキャンパス
キャンパス内には数々のアート作品が飾られています。
日々作品にふれ感性を磨くことで、動物看護師に必要な
観察力を養います。
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