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２０１５年７月４日  ＊ 日本動物看護学会 ＊ 



 ＜ 動物看護職養成高位平準化コアカリキュラム＞ 

               ＊ 総単位７０～７６単位（２４００時間） 共通科目６０単位（１９２０時間） ＊  

専門基礎分野 １５教科 ３０単位  （７９５時間） 

       動物形態機能学・動物病理学・動物疾病看護学・動物薬理学・動物感染症学・病原体衛生管理・ 

       動物健康管理・動物栄養学・動物医療関連法規・公衆衛生学・動物繁殖学・動物人間関係学・ 

       動物行動学・動物福祉論・飼養管理学  

専門分野    ８教科  １２単位  （３１５時間）    

       動物看護学・臨床動物看護学・動物入院看護学・幼齢老齢動物看護学 

       動物臨床検査学・救急救命対応・クライアントエデュケション・院内コミュニケーション 

専門分野（実習）４分類 Ⅰ Ⅱ   １５単位  （６７５時間） 

       動物飼育実習ⅠⅡ・動物看護実習ⅠⅡ・動物臨床検査実習学実習ⅠⅡ・外科動物看護実習ⅠⅡ 

専門分野（実習） 動物病院実習  ３単位  

       総合臨床実習（インターン実習）    

各校の特色  １０～１６単位  

       動物看護に属する実習や講義  



 ＜ 動物看護職養成高位平準化コアカリキュラム＞ 

＊ 共通科目履修  ３２教科 
    単位数（６０）  時間数（１９２０）  各校の特色（１０～１６単位・４８０時間） 
 
＊ 実習は共通科目履修の内、４２％ 
 
＊ 単位換算  講義は３０時間で１単位  自宅学習可能な教科は１５時間で１単位 
           
           実習は４５時間で１単位 
 
＊ 産業動物、野生動物、展示動物もコアカリに加えている 
 
＊ 業務範囲拡大を視野にいれ、解剖生理学の時間数を強化した     
  但し、現時点では獣医師法１７条により実習は控える 
 
＊ 動物保健看護系大学のカリキュラムとすり合わせ 
 
＊ 作成に際し諸外国（特にアメリカ）の養成教育を参考にした 
 
 

 ↓ 米国・英国との比較  ☆彡  



コマシラバスとは 

シラバスとは、受講者と教員の双方に対して、授業の進め方など、その授業内容を具体的

に提示をするものであり、各教科の予習や復習の必要性、授業の具体的な進め方とポイ

ント、成績評価の基準、休講の際の補講の実施方法など、受講者と教員の間の具体的な 

取り決めでもある。 

「１コマ１コマの授業において 」 

  シラバス全体からの位置づけを示す 

授業で何がわかる（できる）を示す 

次のコマとの関係（予告）を示す 

☆彡  



学科 動物看護系学科 シラバス（概要） 

コース   
小動物診療は、ますます高度化し、動物病院においては獣医師のほかに、「診療の補助行為をはじめとする種々
の動物医療関連業務」に携わり、かつ飼い主に対する適切な世話や指導を行う動物看護師の重要性が大きく
なってきた。単に獣医師の補助的サポートをするだけではなく、獣医師が為せる職域ではない「動物看護学」を学
び、職域として確立する。動物看護師は、獣医師の業務である診断、処方、手術、予後の判定以外の多岐にわた
る業務をこなさねばならない。「動物看護学」では、概論として動物看護とは何か、対象は何か、職域は何かを学
んだ上で動物看護過程について学習する。まずは動物看護技術を身に付ける以前に必要な要素について概論
で学び、動物看護師を目指す目的に向かってステップアップをする。  

履修条件   

ユニット   

科目名 動物看護学 

単位 1 

履修時間 15時間 

回数 15回 

授業形態 講義 評価方法 

作成者 
コマシラバス評価検証・コマシラバ
ス作成委員 

筆記試験 

教科書 各校の選択に準ずる 

参考図書 
①基礎動物看護学（インターズー）②基礎看護技術（インターズー）③動物看護者の倫理綱領2009（日本動物看護職協会）④今からはじめる動物看
護過程（インターズー）⑤動物看護実践基準（インターズー）⑥動物看護実践ハンドブック（インターズー）⑦系統看護講座看護学概論（医学書院）⑧
系統看護講座基礎看護技術Ⅰ（医学書院）⑨基礎看護技術Ⅱ（医学書院） 

参考図書 

シラバス概要 

単位  履修時間   ○○コマ 

評価方法 

科目名 
動物看護学 

教科書 

授業形態 



50分/コ
マ 

コマのテーマ 項目 内容 教材・教具 

1 
基礎の動物看護学編 
動物看護学概論① 

1.シラバスとの関係 
動物看護学の中で、動物看護の基本となる概念
を学ぶ 

  

2.コマ主題 
動物看護の本質を説明でき、動物看護の概念が
説明できる動物看護学の基本となる概念を学ぶ 

3.コマ主題細目 

動物・環境・健康・動物看護・人間を基にして、獣
医療・保健・福祉のなかで動物看護の果たす役
割を理解し、動物看護について考え探究する姿
勢を修得する 

4.コマ主題細目深度 

動物看護とは何か、を事例のスライド写真を見な
がら考える。動物看護の目的を考える。今後の授
業でグループワークをし、個人の考えではなくグ
ループの意見を集約したりコミュニケーションを
取って回答を構築していく作業をするのでグルー
プの仲間作りをする。その上で、動物看護師は、
動物がどんな時にだれのために、どんなことをす
るのかということがわかるようになる 

5.次コマとの関係 動物看護師と獣医師の職の違いを知る 

コマ主題細目 

コマの主題 

シラバスとの関係 教材 

コマのテーマ 

○コマ目（何回目） 

コマ主題細目深度 

次のコマとの関係 

 ↓ 高位平準化 （コアカリ実施状況）  



平準化   
コアカリキュラム教育実施状況 

✩ 統一認定機構   ２０１４年１２月末  全国９７校の教育機関の調査開始 
 
                           ７６校から書類提出         

✩ 審査結果       受験可能２６校 
                
                審査中４４校 （公表すること） 
                         （コアカリ科目名称＝読み替え表） 
                         （コアカリ履修の明確な提示） 
 
                審査対象外６校 

☆彡  



✩ 審査内容＞  
 
   ① 学校基本情報 
     （学校法人設置認可・課程学科・修業年数・生徒数・教職員組織・校地校舎（実習室） 
  

   ② コアカリに変更した学則変更届け（教育課程新旧対象表） 
 
   ③ 科目名称読み替ええ表 
 
   ④ コアカリキュラム教育実施を公表 
              

✩ 統一認定機構 コアカリ審査WG  
   統一認定機構長・資格認定証小委員会・試験運営小委員会・大学５名・専門学校５名  

✩ 今後、セルフチェック実施  ⇒  第三者評価 



Ⅰ．所轄学事課に学則変更届けを提出し、正式に「機構推奨コアカリキュラム」を導入した教育に 
   移行しているかの確認。 
 
        （未提出の場合は学則変更を行う予定時期の確認あるいは受験をしない方針を確認） 
 
Ⅱ. 課程・学科別修業年限および生徒数の確認 
 
        （動物看護系学科もしくはコースが設置されているか） 
 
Ⅲ. コアカリ教育実施を公表しているかの確認 
 
        （公表していない場合は、公表することを受験条件とする） 
 
Ⅳ．科目名称が「機構推奨コアカリキュラム」に統一されているかの確認。 
 
        （不一致の場合、名称統一できない理由と科目内容読み替え表の提示をもって確認の上、 
         教育内容の一致が確認されれば科目一致と見なす） 
 
Ⅴ．必要な単位（必要時間数）を満たしているかの確認。 
 
        （満たない場合は、卒業までに修められる教育計画の確認などを予定） 

コアカリ実施の確認と審査  重点事項  

 ↓ 公的資格化  



＜事業計画より＞ 

動物系職業実践専門課程に適した第三者評価の評価基準及び評価を行う体制の

構築ガイドラインを作成し、第三者評価を試行する。その際、動物看護師養成高位

平準化コアカリキュラムなど産業界との連携によりアウトカムを明確化した（業務範

囲）職業実践的なカリキュラムと学習サービスの国際標準であるISO 29990を活用し、

質保証のための評価基準を作成する。また、第三者評価や自己評価を行う上で重

要な役割を担う評価者の養成についても併せて検討する。                 

機関別⇒ISO29990 （学習サービス国際規格）   分野別⇒コアカリから作成 

ISO 29990は、非公式教育・訓練分野の学習サービスおよび学習サービスを提供する 事業者に対する基本的要求事項を定め

た国際規格で、利用者に対して提供する学習 サービスの明確化と事業者としての基盤整備を求めるものです。 

 



【機関別評価】 

学校の教育活動全
体についての評価 

 

【分野別評価】 
• 動物看護師養成高位平準化コアカ
リキュラムを活用して当該学科コー
スの評価基準を作成 

 

 

 

【機関別評価】 
• 専修学校における学校評価ガイドラ
イン（事例）を活用 

• 「国際通用性を確保した職業教育」
の評価として、国際標準ISO 29990
を活用 

成果のイメージ（第三者評価基準） 
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【分野別評価】 

当該分野に特有の
教育活動・学修成果
についての評価 



第三者評価基準の検討プロセス 

1.大学の目的、教育理念 

2.教育研究組織 

3.教員及び教育支援者 

4.学生の受け入れ 

5.教育内容及び方法 

6.学習成果 

7.施設整備及び学生支援 

8.教育の内部質保証システム 

9.財務基盤及び管理運営 

10.教育情報等の公表 

1.教育理念・目標 

2.学校運営 

3.教育活動 

4.学修成果 

5.学生支援 

6.教育環境（教員研修・設備） 

7.学生の受入れ募集 

8.教育の内部質保証システム 

9.財務 

10.社会貢献・地域貢献 

11.国際交流（必要に応じて） 

専
門
基
礎
学
分
野 

1.動物形態機能学 

2.動物病理学 

3.動物疾病看護学 

4.動物薬理学 

5. 

～ 

13. 

14.動物福祉論 

15.飼育管理学 

専
門
分
野 

16.動物看護学 

17.臨床動物看護学 

18. 

～ 

21. 

22.ｸﾗｲｱﾝﾄｴﾃﾞｭｹｰｼｮ
ﾝ 

23.院内ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

24.動物飼育実習 

25. 

～ 

30. 

31.外科動物看護実習
Ⅱ 

32.総合臨床実習 

＜大学評価基準＞ 
＜自己点検・評価表＞ 

ISO 29990 
専門学校等評価機構 

＜コアカリをもとに抽出した評価項目＞ 

※ 独立行政法人 大学評価・学位授与機構 
「大学機関別認証評価 大学評価基準」を 
参照して実施 

CAN   
 

DO 

 ↓ 教員（設置基準）  



モデル学習ユニット 時間数 授業科目(時間数） 

動物看護関連職種有資格者コー
ス 講義① 

135 
高位平準動物看護学概論(45) 
動物疾病看護学(90) 

動物看護関連職種有資格者コー
ス 講義② 

135 
院内コミュニケーション(30) 
臨床動物看護学(90) 
幼齢動物・老齢動物看護学(15) 

動物看護関連職種有資格者コー
ス 
講義③ 

135 

動物看護学(30) 
動物福祉論(15) 
動物栄養学(60) 
動物薬理学(30) 

動物看護関連職種有資格者コー
ス 実習① 
  

165 
 

動物臨床検査学実習Ⅰ(90) 
救急救命対応(15) 
外科動物看護実習Ⅰ(45) 
動物飼育実習Ⅰ(小動物) (15) 

動物看護関連職種有資格者コー
ス 実習② 

135 動物看護実習（135) 

動物看護関連職種有資格者コー
ス 実習③ 
 

195 
動物臨床検査学実習Ⅱ(135) 
外科動物看護実習Ⅱ(45) 
動物飼育実習Ⅱ(15) 

社会人の学び直しのための、学習ユニットを作成 

 ↓ 平成２７年度 取組  



社会人の学び直し教育 学習ユニット   
 実証講座  １３５時間プログラム 

コアカリキュラム検証および精度向上    
動物看護教員向け 実証講座    



教科 講座名 時間 

 
高位平準化 
動物看護関連 
教科概論 
（総45時間） 

形態機能学 6 

動物病理学 6 
動物感染症学 6 
病原体・衛生管理 6 

公衆衛生 6 
動物人間関係学 6 

飼育管理学（エキゾ） 3 

飼育管理学（畜産） 3 

 
 
 
 
 

疾病動物看護学 
（90時間） 

概論 6 
口腔内関連 6 
皮膚 6 

眼科 6 

耳科 6 

呼吸器 6 

循環器 6 

血液・免疫 6 
消化器 6 
肝臓・膵臓 6 

内分泌 6 

生殖・繁殖 6 

泌尿器 6 
整形外科 6 
脳神経系 6 

5．参加申し込み：別紙をFAXください。送り先⇒03-5430-4448  
           申込期限 開催3日前まで可。 
           ※託児所ご利用の方は2週間前までにお申し込みください。 

みなさまのご参加を 
心よりお待ちして 

おります！ 

会場： 国際動物専門学校 

女性の学び直し：保育室完備 

講座日程： ８月７日～１２月２３日 

受講料： 無料 

履修証明 

対象： 認定動物看護師以外の 
動物専門職 

 ↓ まとめ  



コアカリキュラム検証および精度向上  ＜動物看護教員向け実証講座開催＞ 

教科 講師 会場 

動物入院管理 若松あゆみ 宮崎会場 
 （宮崎ペットワールド） 飼養管理学（畜産学） 山下由理 

動物入院管理 山下由理 千葉会場 
 （ちば愛犬動物フラワー学園） 動物福祉論 山口千津子 

動物看護実習 関 千恵子 京都会場 
 （YIC京都動物総合専門学校） 飼育管理（エキゾ） 石橋妙子 

動物薬理学 門田英敏 札幌会場 
 （北海道福祉大学校） 飼養管理学（畜産学） 山下由理 

動物機能形態学 荒岡 杉 福山会場 
 （穴吹動物専門学校） 疾病動物看護学 山下眞理子 

１０月３１日 
（土） 

８月２０日 
（木） 

１１月１４日 
（土） 

１１月３日 
（火・祝）予定 

１２月１３日 
（日）予定 



専門学校動物看護師養成教育コアカリキュラム検証委員会 
委員募集の案内 

＜主意＞ 
コアカリキュラム・コマシラバスの精度向上に向けて、実際に行った授業担当者により検証し、 
改善に取り組む 
 
＜委員＞ 
各校から１～２名 
     ※ 各校最低１名の動物看護教員が委員となっていただけますようお願いします。 
      ※ 委員にはコアカリ改善に対する各校の窓口になっていただきます。 
 

＜活動内容＞ 
２０１５年４月以降、年間数回の会合を予定。  各校にて検証。 
 
＜活動計画＞ 
２０１５年前半  ・・・   ２０１４年度の検証  （検証対象 → コアカリ第１期生：1年生） 
 
２０１５年後半  ・・・   ２０１５年度前期の検証（検証対象 → コアカリ第1期生：2年生 ・ コアカリ第2期生：1年生） 
 
２０１５年度期末 ・・   コアカリキュラム・コマシラバス全体の検証と改善案提出 （ 検証対象 → 第１期コアカリ ） 
                
２０１６年度    ・・・“2017年度に第1回コアカリキュラム・コマシラバス改善版“で授業開始する準備として 
              2016年中に「コアカリ・コマシラバス改善作業」完成・公表を目標にしてコアカリキュラム・コマシラ 
              バス全体の検証と改善 
 
２０１７年度    ・・・ 「第1回コアカリキュラム・コマシラバス改善版」で授業開始 
 

     



ご清聴 有難うございました  

☆ 高位平準化教育  ・・・ ものさし ＝ 評価基準 ⇒ 到達  

☆ 育成人材像を示す ・・・  業務範囲 ⇒ 認定動物看護師 
                            ＊特異性・得意性＊ 

☆ コアカリキュラム  ・・・  精度向上 「コアカリ検証委員会」 

☆ 教員 教育力の充実・・・ ID インストラクショナルデザイン 
 
                   AL アクティブラーニング 

☆ チーム動物看護教育  
 ‘’ 獣医師‘’ + ‘’アカデミカル動物看護教員‘’ + ‘’プロフェッショナル動物看護教員‘’ 

  
          獣医師視点「診る」 ⇒ 動物看護視点「看る」  Veterinary Nurse 

より良い学習の環境を総合的にデザイン 

☆彡  


