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～阪神・淡路大震災の経験を、人と動物の幸せな未来へ～
第4回 神戸 全ての生き物のケアを考える国際会議2015
̶ 阪神・淡路大震災20年記念大会 One World, One Life ̶

— Turning the the Great Hanshin-Awaji Earthquake into Brighter Futures for People and Fellow Animals —
The 4th International Conference on All Creatures Care in KOBE 2015
— Commemorating 20 Years Since the Great Hanshin-Awaji Earthquake —  One World, One Life

りぶ・らぶ・あにまるず  ICAC KOBE 2015

阪神・淡路大震災の経験を
人と動物の幸せな未来へ

私たちは、あの震災から何を学んだのか。
そして、人間が果たすべき役割とは何か…。

ICAC KOBE  阪神・淡路大震災20年記念大会実行委員会主　催
実行委員会構成団体：神戸市／兵庫県動物愛護センター／公立大学法人 大阪府立大学 獣医学類／公益社団法人 

日本動物病院協会／公益社団法人 日本動物福祉協会／公益社団法人 Knots（事務局）
近畿地区連合獣医師会共　催

神戸大学統合研究拠点（国際会議）／神戸ポートピアホテル（レセプション）開催場所

開 催 日 2015年7月19日（日）・20日（月・祝）
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ICAC KOBE 2015 では、「人と動物の関わり」をテーマにした研究内容の発表者および団体（グルー
プ／チーム）を公募しています。皆様のご参加をお待ちしております！
※参加には、各部門のセッション担当団体および選考委員会による選考があります。

公募

2015 年 3月 31 日
募集締切日

シンポジウム主催団体 人と動物の共通感染症研究会／災害動物医療研究会／公益社団法人 日本動物病院協会／
公益社団法人 Knots

会議アドバイザー 竹内 勤氏（慶應義塾大学 名誉教授／慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所 客員上席研究員）
松沢 哲郎氏（京都大学 霊長類研究所 教授／公益財団法人 日本モンキーセンター 所長）
奥野 卓司氏（関西学院大学 総合図書館長・社会学部 教授／放送大学大学 院客員教授／山階鳥類研究所 特任研究員）



2015 年 7月 19 日（日）14：30～17：30
１）「食の安全／人獣共通感染症」
２）「One Plan Approach ～野生動物と共存していくための包括的な取り組み」 

7 月 20 日（月）10：00～13：00
３）「教育／子ども達との関わり」

7 月 20 日（月）14：00～17：00
４）「その他」

ICAC KOBE 2015 は、「基調講演シンポジウム」「分科シンポジウム」「オーラルセッション」
「ポスターセッション」「レセプション」によって構成されています。

ICAC KOBE 2015 では、オーラルセッションの参加者を募集しています。以下の４つのセッショ
ンで募集し、担当団体によって、選考・運営を致します。本会議のテーマである「人と動物の
幸せな未来へ」に寄与する研究であれば、ジャンルを問いません。獣医療、共通感染症、緊急
災害時の対応、人と動物の関係、生態系の健康、食の安全、教育プログラム等、幅広いフィー
ルドで、情報共有・情報発信をお願いしたいと思います。

１）「食の安全／人獣共通感染症」　公益社団法人日本獣医学会（運営協力）
２）「One Plan Approach ～野生動物と共存していくための包括的な取り組み」　野生動物医学会（運営協力）
３）「教育／子ども達との関わり」　実行委員会
４）「その他」　実行委員会

【応募要項】
《選考方法》
各部門の「オーラルセッション担当団体」により選考

《発表時間》
1 グループにつき 15 分＋質疑 5分

《開催日時》

特別協賛

特別協力

日本ヒルズ・コルゲート株式会社 シンポジウム支援企業 ロイヤルカナンジャポン

会議支援企業 アサヒグループホールディングス株式会社／六甲山カンツリーハウス／
DSファーマアニマルヘルス株式会社

オーラルセッション公募規定

ICAC KOBE 2014 大会・シンポジウム
会場の様子

一般社団法人ペットフード協会／公益財団法人日本モンキーセンター／神戸大学大学院農学研究科／長崎大学熱
帯医学研究所／北海道大学大学院獣医学研究科／帯広畜産大学獣医学課程／岩手大学農学部共同獣医学科／東京
大学大学院農学生命科学研究科獣医学専攻／東京農工大学農学部共同獣医学科／岐阜大学応用生物科学部共同獣
医学科／鳥取大学農学部共同獣医学科／山口大学共同獣医学部獣医学科／宮崎大学農学部獣医学科／鹿児島大学
農学部 共同獣医学部獣医学科／酪農学園大学獣医学群／北里大学獣医学部獣医学科／日本大学生物資源科学部獣
医学科／麻布大学獣医学部／日本獣医生命科学大学獣医学部／関西学院大学 災害復興制度研究所　他ご依頼中

協　　力 日本寄生虫学会／日本衛生動物学会／日本熱帯医学会／国際医療リスクマネージメント学会／日本予防医学リスク
マネージメント学会／応用動物行動学会／公益社団法人 日本動物園水族館協会／奈良県うだ・アニマルパーク振興
室／日本クマネットワーク／ニホンジカ有効活用研究会／一般社団法人 エゾシカ協会／一般社団法人 日本SPF豚協
会／一般社団法人 ちよだニャンとなる会／公益財団法人 日本盲導犬協会／社会福祉法人 日本介助犬協会／特定非営
利活動法人 兵庫介助犬協会／社会福祉法人 兵庫盲導犬協会／社会福祉法人 日本聴導犬協会／特定非営利活動法人 
聴導犬普及協会／特定非営利活動法人 野生動物救護獣医師協会／一般社団法人 日本障害者乗馬協会／動物との共生
を考える連絡会／ヒトと動物の関係学会／アニマテック・オオシマ／優良家庭犬普及協会／一般社団法人 日本ペッ
ト用品工業会／日本動物病院会／一般社団法人 日本動物看護職協会／ペットとの共生推進協議会／一般社団法人ジ
ャパンケネルクラブ／一般財団法人 全国緊急災害時動物救援本部／日本獣医学生協会（JAVS）　他ご依頼中

後　　援 林水産省／環境省／厚生労働省／文部科学省／兵庫県／兵庫県教育委員会／神戸市教育委員会／神戸市動物愛護
協会／一般社団法人兵庫県医師会／公益社団法人日本獣医師会／一般社団法人 兵庫県獣医師会／公益社団法人 
神戸市獣医師会／一般社団法人神戸市医師会／一般財団法人 J-HANBS／公益財団法人 日本動物愛護協会／公益
財団法人 日本愛玩動物協会　他ご依頼中

結果
通知

代表者にメールにて通知



ICAC KOBE 2015 では、大学院生向けにポスターセッションを設
置致します。テーマは、本会議のテーマである「人と動物の幸
せな未来へ」に寄与する研究であれば、ジャンルを問いません。
獣医療、共通感染症、緊急災害時の対応、人と動物の関係、
生態系の健康、食の安全、教育プログラム等、幅広いフィール
ドで、情報共有・情報発信をお願いしたいと思います。

【応募要項】
《選考方法》
事務局会議アドバイザー「ポスターセッション選考委員会」による
選考。 優秀な発表は、Award として表彰します。

《開催日時》
下記期間の掲載となります。シンポジウム休憩時間には、ポスター
傍にてご説明をお願いします。

ポスターセッション公募規定

レセプション

ICAC KOBE 2014 大会・ポスターセッ
ションの様子

ICAC KOBE 2014 大会・レセプション
会場の様子

結果
通知

代表者にメールにて通知

前半：2015 年 7月 19 日（日）10：00 ～ 18：15
＊シンポジウム／オーラルセッション休憩時間：
13：31～14：30／ 17：30～18：15

後半：7月 20 日（月）10：00 ～ 17：00（会議終了まで）
＊シンポジウム／オーラルセッション休憩時間：13：00～14：00

《ポスター規程》
サイズ：横 90 ㎝ × 縦 180 ㎝の枠内に掲載のこと。（B0サイズ不可）
形　式：題名／背景／目的／手法／結果を明記のこと。（日本からの参加者は英文併記）
掲示枠：前半、後半各１５枠
　　　　＊日程については、特に希望の記載がない場合、また、重複した場合は応募先着順。
記録集：ICAC KOBE 2015 では、記録集を作成致します。公益社団法人 Knots ウェブサイト上で、

ダウンロードでの無償提供。ポスターデータご提供のご協力をお願い致します。

《ICAC KOBE 2015 Award》
優秀な発表 3点を表彰。表彰は、閉会式にて行います。

《交通費助成》
Hill’ s スチューデント・サポートプログラムにより、予算の範囲内で以下の交通費を助成。
＊会議当日、日本円でのお渡しとなります。

日本国内  ２万円／アジア・オセアニア  ３万円／それ以外の地域  ５万円

各セッションの参加者は、7 月 19 日（日）18：30～20：30 の
会議レセプションはご招待となります。
会議で発表をして下さる先生方と、神戸ポートピアホテルのシェフに
よる料理を堪能しながら、普段なかなかお話をする機会がない各分野
の専門家に、直接質問をすることができる絶好のチャンスとなります。


