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第1.1版

参考書 参考書：なし　作成データの保存媒体としてUSBを各自で持参

評価方法・基準
1～15回目の評価の割合は実技試験70％、出席率20％、平常点10％で、最高評価点数を100とする。
16～30回目の評価の割合は課題提出・課題発表70％、出席点率20点％、平常点10％で、最高評価点数を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。

前期学習内容の振り返りを行う。
PowerPointの基本を理解する。

課題発表（人前で話す・表現する・聞き手側の指摘）を行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

90分の授業内で課題が完成できない場合、宿題（事後学習）となる。
後期プレゼンテーションを作成する。

教科書・テキスト Word2016/Excel2016/PowerPoint2016　（滋慶出版）

グラフ作成・編集と印刷について習得する。 課題作成（PowerPoint発表データ作成）を行う。

ワークシートの操作とデータベースについて理解する。 課題発表（人前で話す・表現する・聞き手側の指摘）を行う。

前期学習内容（Word＆Excel）の総括を行う。 課題発表（人前で話す・表現する・聞き手側の指摘）を行う。

表計算の基礎（計算式・簡単な関数）を習得する。 課題作成（PowerPoint発表データ作成）を行う。

表計算の基礎（表作成の編集（書式設定・罫線））を習得する。 課題作成（PowerPoint発表データ作成）を行う。

グラフ作成を理解する。 課題作成（PowerPoint発表データ作成）を行う。

図形描画編集（表現力のある文書作成（図形の応用））を習得する。 課題作成（PowerPoint及びWordを使って資料作成）を行う。

文書校正など便利な機能を習得する。 課題作成（PowerPoint及びWordを使って資料作成）を行う。

表計算の基礎（表計算の基本操作）を習得する。 課題作成（PowerPoint及びWordを使って資料作成）を行う。

ビジネス文書の作成・編集を習得する。 表作成・グラフィックスを習得する。

表作成・編集を習得する。 プレゼンテーションのサポート機能について理解する。

図形描画機能（表現力のある文書作成（図形の基礎））を習得する。 課題作成（PowerPoint及びWordを使って資料作成）を行う。

ＰＣの基礎である入力ができるようになる。
仕事をする上でＰＣの苦手意識をなくし、資料作成などの操作ができるようになる。

授業計画（テーマ・内容）

インターネット使用時の注意事項・COMポータル等の使い方を理解する。 基本操作・スライドデザインについて習得する。

パソコン基礎操作及び入力基本操作を習得する。 スライド作成・図形を利用できるようになる。

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Business Skil
授業形態

講師名

実務経験概要

授業の概要・目的

スマートフォンは苦手意識がないにもかかわらず、PCは苦手意識があるという学生を減らし、職場で日常的に使用しているパソコン操作を習得する。
文書作成ソフトを中心にビジネス文書・アンケート作成などの基礎を学ぶ。表計算ソフトを中心に計算・グラフ・データベースなどの基礎を学ぶ。プレゼンテーションソフトを中心に
プレゼンテーションの基礎を学ぶ。

60 (4)

授業科目名 IT 開講学科 動物医療科

開講科目名 ビジネススキル
開講年度 1

開講期間 通年
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総括
次年度の申送り書作成

第1.2版

教科書・テキスト なし

参考書 なし

評価方法・基準 満点を100点とする（出席率50%、レポート課題50%）。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜支持を与える。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。

イベント日②
2日目　実施と反省

後片付け
アンケート集計

振り返り
アンケート結果によりイベントの振り返りと反省会

実施準備
装飾デザインを学ぶ

実施前日準備
救急代作・避難経路の確認など安全対策を学ぶ

イベント日①
1日目　実施と反省

実施準備
制作物の作成①

実施準備
制作物の作成②

実施準備
接遇のトレーニング

運営会議①
役割分担・スケジュールを決め、運営委員中心に実行する

運営会議②
事前の準備や予算管理方法を学ぶ

企画会議②
各グループでプレゼンし、テーマを決める

企画会議①
グループワークでそれぞれ企画を立案し、企画書を作成する

オープンキャンパスとは？
オープンキャンパスの目的意義を学ぶ

講師名

実務経験概要

授業の概要・目的

毎年1回開催される学園祭を通じ、企画、運営、予算管理を体験するとともに、人と協力して作業することの大切さを学びます。

到達目標

イベントにおける企画や運営について説明できるようになる。簡単な予算管理ができるようになる。イベント運営を通じて他人との協調性を高める。

授業計画（テーマ・内容）

授業科目名 イベント研究 開講学科 動物医療科

開講科目名 オープンキャンパス 開講年度 1

開講期間 前期 必選区分 必修
開講科目英名 Open　Campus 授業形態 30 (2)
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授業科目名 イベント研究 開講学科 動物医療科

開講科目名 スポーツフェスタ 開講年度 1

開講期間 後期 必選区分 必修
開講科目英名 Sports Festa 授業形態 30 (2)

スポーツフェスタとは？
意義や目的を学ぶ

講師名

実務経験概要

授業の概要・目的

スポーツフェスタは大阪ECO動物海洋専門学校が毎年1回開催する体育大会のことであり、学生が主体となって実行されている。学生は競技種目の選定、ルール作り、各種備品の調達
等を行うとともに、実行委員会を設置し大会の企画や運営を行う。

到達目標

スポーツフェスタの企画に参加することで、協調性、団結力、マネジメント力を高める。
事前のトレーニングを通じて体力を養う。簡単な救急救命法や人体の構造等について説明できるようになる。

授業計画（テーマ・内容）

企画会議③
競技種目や内容を決定し役割分担、スケジュールを作成する

企画会議④
競技のルール確認、安全な運営をするために具体的に作業していく

企画会議②
各グループにわかれ、スポーツフェスタの企画書を作成し、プレゼンをする

企画会議①
過去どんな競技をしてどんな準備が必要でどんな効果があったかを学ぶ

実施準備①
クラスで着る衣装・応援旗などの作成

実施準備②
競技で使用する掲示板・道具などを作成する

実施準備③
当日のパンフレット作成

安全運営対策①
怪我・事故防止のため、校内でのストレッチ・体力増強運動を実行

安全運営対策②
AED、救急救命法をインストラクターから学ぶ

安全運営対策③
事前に救急病院など調べて緊急対応にそなえる

安全運営対策④
人と動物との体のしくみ等を比較して学び、動物学校の特色を出して学ぶ

前日準備
運営がスムーズに進むよう準備をする

実施日
スポーツフェスタの運営をする

総括
反省会をして次回につながるように記録を残す

第1.2版

教科書・テキスト なし

参考書 なし

評価方法・基準 満点を100点とする（出席率50%、レポート課題50%）。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜支持を与える。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。
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授業科目名 プレゼンテーション 開講学科 動物医療科

開講科目名 エコ教養Ⅰ
開講年度 1

開講期間 通年 必選区分 必修
開講科目英名 Human StudyⅠ 授業形態 60 (4)

学校のルール、スケジュール説明、自己紹介、クラスやイベント役割を決める。 後期スケジュール確認、競技会について　犬種クイズ⑦

講師名

実務経験概要 該当せず

授業の概要・目的

将来や学校生活においての目標を明確にし、目指す職業に就くための人間力を養い、社会で通用する社会人基礎力を身に着ける。学校生活をスムーズに送るための人間関係構築、スケジュール
管理、業界への理解を深めるため、イベントの準備から運営、グループワークを通してのディスカッションやコミュニケーション能力の向上、制作の創意工夫や自ら考える力をつける。業界で最低限
必要な犬の知識を学ぶ。

到達目標

学生自ら、（時間・スケジュール管理、健康管理、計画性など）あらゆる面において自己管理ができるようになる。クラスでの活動やイベントの取り組みを通して、人間関係を学び、精神的な成長を育
んだり協調性を知り、社会で対応できるようになる。

授業計画（テーマ・内容）

スポーツフェスタについて①　決め事　犬種クイズ⑧

学園祭②企画書作成
犬種クイズ①　クイズ形式で犬種についての知識を深める

スポーツフェスタ②　準備・制作物　犬種クイズ⑨

海外研修ガイダンス①　海外研修の日程、行程、概要の説明 コミュニケーション技法②　コンセンサスゲーム、グループワーク

将来の目標について考えるワーク　夢パネル作成 コミュニケーション技法①　コンセンサスゲーム、グループワーク

今後取り組むイベントについて説明し、理解をする。
学園祭①内容決め

キャリアガイダンス①　業界について、就職について、合同企業説明会について コミュニケーション技法③　コンセンサスゲーム、グループワーク

学園祭②　準備　制作物、　犬種クイズ④ コミュニケーションスキルアップ検定

学園祭③　準備　制作物、　犬種クイズ⑤ 犬種クイズ⑩

海外研修ガイダンス②　費用、保険、持ち物について Ｗｅ　ａｒｅ　ＥＣＯ①　概要説明

海外研修事前学習①　テーマごとにグループを決め、調べたことを発表 キャリアガイダンス

試験・単位取得・補習・追再試について　犬種クイズ⑥ Ｗｅ　ａｒｅ　ＥＣＯ②　準備・練習、今年１年を振り返って

海外研修ガイダンス③　最終行程、保険回収、最終チェック Ｗｅ　ａｒｅ　ＥＣＯ③　準備・練習

キャリアガイダンス②　合同企業説明会、就職について キャリアガイダンス　春休みの過ごし方について

前期まとめ 後期まとめ

前期振り返り 後期振り返り

第1.2版

教科書・テキスト なし

参考書 なし

評価方法・基準 満点を100点とする（出席率90%、提出物・イベント参加レポート10%）。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜支持を与える。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。
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第1.1版

参考書

評価方法・基準 定期試験 70％、出席 30％

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。

試験返却、解説

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業を受けるにあたり、中学と高校の英語の復習をしておきましょう。

教科書・テキスト Speak Now 1

週末や未来の予定について話すことが出来る。

総復習

本試験

数やお金の数え方・価格や頻度についての質問や受け答えが出来る。

料理の味や材料について＆レストランでのオーダーが出来るようになる。

過去の出来事について話す＆質問できる。

人を褒める＆褒められた際の会話表現。（衣服など）着ているものに関して述
べることが出来る。

時間について表現する。日々の習慣について話す＆質問できる。

道案内をする・場所を尋ねることが出来る。

好き・嫌い等の好みについての会話が出来る。

意見を尋ねる/意見を述べる。お誘いを受けた際の返答が出来る。

家族や性格について話したり尋ねたりすることができる。

日常の様々な場面において、自分の伝えたいことを英語で表現できるようになる。

授業計画（テーマ・内容）

授業計画の説明、プレテスト、初対面のあいさつ～お別れまでの会話が出来
る。

自己紹介、友人の紹介、パーソナルインフォメーションに関する一般的な質問
に対する受け答えが出来る。

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 English　Conversation
授業形態

講師名

実務経験概要

授業の概要・目的

主に高校時代に既に学んだ英語の文法や語彙に関する知識の復習と、ネイティブ講師とのスピーキングやリスニング練習を通じ、日常の様々な場面において自分の伝えたいこ
とを自分の言葉で表現する方法を学ぶ。

30 (2)

授業科目名 英会話 開講学科 動物医療科

開講科目名 英会話
開講年度 1

開講期間 前期
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第1.1版

参考書 なし。

評価方法・基準 評価の割合は筆記試験65％、出席率及び課題35％で、最高評価点数を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。

前期学習内容の振り返りを行う。 後期学習内容の振り返りを行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜課題を与える。授業中に書き留めた内容をもとにノートを作成する。

教科書・テキスト Ｈａｎｄ－ｂｏｏｋ　ｏｆ　ＬＩＦＥ　ＳＴＹＬＥ・コミュニケーションスキルアップ検定テキスト

履歴書の作成に必要な下準備について理解する。 電話の掛け方・受け方（グループワーク）を実践し、修得する。

履歴書を作成する。 電話の掛け方・受け方（グループワーク）を実践し、修得する。

前期学習内容の総括を行う。 後期学習内容の総括を行う。

ビジネス敬語に慣れて、使うことができるようになる。 高頻度業務の実技（グループワーク）を行い、理解を深める。

臨床の現場での高頻度敬語について理解する。 高頻度業務の実技（グループワーク）を行い、理解を深める。

履歴書の特性について理解する。 電話の掛け方・電話の受け方・電話の特性について理解する。

コミュニケーションスキル（ノンバーバルコミュニケーション）について理解す
る。

サービスマインド（動物病院におけるサービスマインド）について理解する。

ビジネスマナー（敬語の種類）について理解する。 コミュニケーションのスキルアップを図り、社会人になるための準備をする。

ビジネスマナー（敬語の使い方）について理解する。
受付・会計業務（高頻度業務についての知識・技術を深める）について理解す
る。

第一印象・社会人のスキル（身だしなみ・健康管理）について理解する。 社会的スキル（来客対応・訪問時のマナー）について理解する。

傾聴力（聴き方）・伝達力（伝え方）について理解する。 社会的スキル（文書作成・メールのマナー）について理解する。

心に寄り添う、共感力の高め方について理解する。
社会人としての自覚（時間管理・健康管理・公私の区別・失敗した時など）につ
いて理解する。

動物看護師は動物病院の顔となり、また、飼い主と獣医師を繋ぐとても重要なポジションとして従事することも多い。そのため動物医療を提供するチームの一員であることを自覚
したうえで必要なスキルを修得し、適切なサービスマインドやビジネスマインドが発揮できる人材となる。

授業計画（テーマ・内容）

自己分析・他己分析を行い、自分の経験の棚卸と将来像について明確にす
る。

自己表現スキル（人間関係の持ち方・仕事で必要な表現技術）について理解
する。

自己分析・他己分析を行い、自分の経験の棚卸と将来像について明確にす
る。

様々な感情（感情の性質を学び『怒り』の感情を掘り下げる）について理解す
る。

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Animal Medical Communication
授業形態

講師名

実務経験概要 勤務獣医師として動物病院のスタッフ研修・養成に従事

授業の概要・目的

動物看護師として、飼い主及び従事する職場のスタッフからの信頼を得て、更に社会に貢献できる人材となるために必要なスキルを修得する。挨拶・身だしなみの重要性を理解
し、言葉遣い、立ち居振る舞いなど、主に飼い主の対応に必要な基本を身につける。また、受付業務や飼い主への対応など、高頻度業務を実技で修得する。

60 (4)

授業科目名 救急・飼い主対応 開講学科 動物医療科

開講科目名 動物医療コミュニケーション
開講年度 1

開講期間 通年



2020 配当年次

講義 時間数（単位数）

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

授業科目名 飼育・看護演習 開講学科 動物医療科

開講科目名 動物形態機能学実習
開講年度 1

開講期間 通年

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Seminar Of Animal Morphological Function
授業形態

講師名

実務経験概要 大阪どうぶつ夜間急病センター　非常勤

授業の概要・目的

基本的な事項として、動物の体を構成する最小単位である細胞とその集合体である組織の構造、役割を学び、全ての疾患はそのレベルの異常に端を発していることを理解す
る。続いて、解剖学の基礎である筋肉と骨格と構造及び基本的用語を修得する。感覚器の構造と機能については、人間との違いを理解し、それぞれの動物ごとに特徴を説明で
きる力を身につける。免疫反応や炎症反応の分野では、疾病学を理解するための基礎力を身につけるため、個々の生理学的な知識はもとより、システムとしての理解を身につ
ける。
これらの習熟度を上げるため、定期的に五択形式の問題演習を実施する。

60 (4)

各疾患について説明を行う際に、顕微鏡レベルの知識および免疫学の理解を交えて行えることを目指す。また将来的に外科手術や理学療法などに携わる中で、筋肉・骨格の
説明が行えるようになる。感覚器については、各器官の疾患についてだけでなく、日常的なケアや行動学においても解剖・生理学的知識を踏まえた説明ができるようになる。

授業計画（テーマ・内容）

オリエンテーション
動物の体の構造を系として総論的に理解する。

眼球の構造と機能について理解する。

生体を構成する最小単位である細胞の構造、機能について理解する。 視覚が成立するメカニズムを理解する。

上皮組織および結合組織の分類、機能を理解する。 耳の構造について理解する。

骨組織、筋組織、神経組織の構造と機能について理解する。 聴覚が成立するメカニズムと平衡感覚について理解する。

ホメオスタシスの概念を基に体液の分類、役割について理解する。 味覚と嗅覚が成立するメカニズムを理解する。

血液とリンパ系の機能について基礎的な内容を理解する。 皮膚の感覚器の分類、構造について理解する。

細胞、組織、体液に関する問題演習に取り組み、理解を深める。 感覚器に関する問題演習に取り組み、理解を深める。

筋肉の分類、構造、機能について理解する。 病理学の基礎であるDAMNIT-V分類について理解する。

骨の構造と成長について理解する。

免疫機能、炎症反応に関する問題演習に取り組み、理解を深める。

骨格筋の分類に関して整理し理解する。 免疫の獲得について理解する。

骨の名称、筋肉の名称についての問題演習を行い、知識の定着を図る。
アレルギー反応および自己免疫性疾患が発生するメカニズムについて理解す
る。

免疫にかかわる細胞、組織、器官に関する知識を整理する。

骨と筋肉の生理学的内容について問題演習に取り組み、理解を深める。 炎症反応と体温調整について理解する。

疾病学の基礎となる細胞や組織の知識を身につける。

細胞、組織、体液に関する問題演習に再度取り組み、理解を深める。 形態機能学全般を網羅する問題演習に取り組み、全体の理解を深める。

前期学習内容の総括を行う。 後期学習内容の総括を行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

配布する資料を用いて毎回の授業内容を自宅で復習する。

教科書・テキスト 小動物臨床のための機能形態学入門改訂版　浅野隆司・浅野妃美著　（Inter Zoo）　/　動物看護コアテキスト②　（ファームプレス）

第1.2版

参考書 なし。

評価方法・基準 筆記試験を100点満点で実施する。出席点は含まない。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。



2020 配当年次

講義・演習 時間数（単位数）
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第1.1版

参考書 同上

評価方法・基準 評価の割合は筆記試験80%、出席率20%で、最高評価点数を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。

前期学習内容の振り返りを行う。 保定・身体検査・アセスメントを実践する。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜課題を与える。授業中に書き留めたメモなどをもとにノートを作成する。

教科書・テキスト 動物看護コアテキスト⑥　（ファームプレス）　/　動物看護実習テキスト　（インターズー）　/　楽しく学べる動物看護（インターズー）

猫との接し方、猫の扱い方を学ぶ。 犬の歯科知識を理解し、歯磨きの実践をする。

猫のバイタルサイン、身体検査を実践する。 後期学習内容の総括を行う。

前期学習内容の総括を行う。 後期学習内容の振り返りを行う。

身体検査に必要な項目（BCS、体表リンパの確認と評価）を学び、評価する。 輸液法（輸液の意味、必要性）を理解する。

身体検査・アセスメントを様々な犬で行い、健康な犬について学ぶ。 尿検査の目的、方法について理解する。

猫と犬の違い、健康な猫を知る。 便検査の目的、方法について理解する。

カルテ用語、カルテの記入の仕方を学ぶ。 外用薬の取り扱い方法を学ぶ。

バイタルサインの測定と評価方法を学び、実践する。 外用薬の使用方法、薬浴について学ぶ。

身体検査に必要な項目（歩様、意識レベルの評価）を学び、評価をする。 輸液法（輸液準備、ラインのつなげ方）を学び、実践する。

犬の取り扱い、保定の目的、方法を理解し、実践する。 採血時の保定を実践する。

様々な処置に合った保定法を学び、実践する。 内服薬の取り扱い方法を学ぶ。

2人での保定、道具を使った保定を実践する。 内服薬の投与方法を実践し、身に付ける。

犬、猫の日々の飼養管理を行うことで健康な動物の状態を知る。動物看護師として臨床看護に必要な知識、技能を身に付ける。

授業計画（テーマ・内容）

動物看護を行う上での基礎を学ぶ。 注射器の取り扱い、注射法を学ぶ。

犬の健康とは何か、健康診断の内容、目的を理解する。 採血の目的と方法を理解する。

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Animal Internal Medicine Nursig
授業形態

講師名

実務経験概要 大阪どうぶつ夜間急病センター　非常勤

授業の概要・目的

動物看護を行う上で基礎となる犬、猫の飼養管理について学び、実践する。犬、猫が健康を維持するためには正しい飼養管理を行う必要があり、動物看護師が行う日々の健康
チェックや動物病院で動物看護師が主体となって行う処置や検査方法を学び、修得する。

60 (4)

授業科目名 飼育・看護演習 開講学科 動物医療科

開講科目名 動物内科看護学
開講年度 1

開講期間 通年
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第1.1版

参考書 犬・猫・エキゾチックペットの寄生虫ビジュアルガイド　（インターズー）　/　動物看護コアテキスト　（ファームプレス）　/　動物臨床看護学　（インターズー）

評価方法・基準 評価の割合は筆記試験（授業内小テスト含む）80％、提出物10％、出席率10％で最高評価点を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。

前期学習内容の総括を行う。 後期学習内容の総括を行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に使用したワークシートや教科書を参考にしてノートを作成する。

教科書・テキスト 動物看護の教科書（緑書房）

原虫類（コクシジウム類）の虫体の構造、感染経路、生活環、症状などについ
て理解する。

ワクチン接種のプログラム・接種後の注意点について理解する。

原虫類（ジアルジア・トリコモナス）の虫体の構造、感染経路、生活環、症状な
どについて理解する。

ワクチン接種に伴う副反応（即時型・遅延型アレルギー）について理解する。

原虫類（バベシア・その他）の虫体の構造、感染経路、生活環、症状などにつ
いて理解する。

ワクチン接種に伴う副反応（ワクチン接種部位肉腫）について理解する。

吸虫類（壺形吸虫）の虫体の構造、感染経路、生活環、症状などについて理
解する。

混合ワクチンで予防できる犬と猫の疾患について理解する。

条虫類（瓜実条虫・マンソン裂頭条虫）の虫体の構造、感染経路、生活環、症
状などについて理解する。

混合ワクチン接種の意義・種類（コア・ノンコアワクチン等）について理解する。

線虫類（猫条虫・その他）の虫体の構造、感染経路、生活環、症状などについ
て理解する。

混合ワクチンの種類（生ワクチン・ノンコアワクチン）について理解する。

外部寄生虫（ツツガムシ類）の虫体の構造、生活環、症状、予防方法につい
て理解する。

個体免疫と集団免疫、受動免疫と能動免疫について理解する。

内部寄生虫の分類、基本的な構造・特徴について理解する。 狂犬病について理解する。

線虫類（回虫・鉤虫・鞭虫）の虫体の構造、感染経路、生活環、症状などにつ
いて理解する。

狂犬病ワクチンと犬の登録について理解する。

外部寄生虫（シラミ・ハジラミ）の虫体の構造、生活環、症状、予防方法につい
て理解する。

獲得免疫（細胞性免疫）について理解する。

外部寄生虫（マダニ）の虫体の構造、生活環、症状、予防方法について理解
する。

獲得免疫（液性免疫）について理解する。

外部寄生虫（ヒゼンダニ類）の虫体の構造、生活環、症状、予防方法について
理解する。

抗体の構造と働き、分類について理解する。

病原微生物や寄生虫の伝播様式や発症のメカニズムを理解し、感染症の予防と看護、飼い主へのアドバイスに活かせるようになる。

授業計画（テーマ・内容）

外部寄生虫の分類、基本的な構造・特徴について理解する。 病原微生物の分類・特徴、感染経路について理解する。

外部寄生虫（ノミ）の虫体の構造、生活環、症状、予防方法について理解す
る。

自然免疫と獲得免疫、免疫にかかわる細胞について理解する。

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Animal Infection
授業形態

講師名

実務経験概要
動物病院にて動物看護師として約27年勤務

飼い主に犬や猫の日常の健康管理の指導等なども行う
関西動物看護教育研究会（理事）に所属

授業の概要・目的

現在、国内において犬や猫などの愛玩動物の多くが室内で飼育される傾向にある。これはヒトと動物の距離が近くなり、相互に影響を及ぼす機会が増える一因になると思われ
る。特に感染症には、動物のみならず人にも影響を及ぼすものがあるため、飼い主に身体的・精神的にも損害を起こしかねない。将来、動物病院などへの就職を希望する学生
は、正しい知識を身につけそれを伝えることができるようになる必要がある。本開講科目では感染・発症の定義、感染症の成り立ちについて学び、衛生管理、予防法など感染症
対策の基礎を習得する。また感染防御に重要な免疫学の基礎についても学ぶ。本講座では主にイヌやネコの感染する微生物と寄生虫について、分類・構造・感染経路・予防法
を学び、動物と飼い主の健康をサポートできる人材を目指す。

60 (4)

授業科目名 疾病・感染と薬 開講学科 動物医療科

開講科目名 動物感染症学
開講年度 1

開講期間 通年



2020 配当年次

講義・演習 時間数（単位数）

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30発表準備
パワーポイント等作成

進級制作展についてまとめ

第1.2版

教科書・テキスト なし

参考書 専門基礎科目テキスト4冊／株式会社　滋慶出版

評価方法・基準 満点を100点とする（研究課題の口頭発表等50%、出席率50%）。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜支持を与える。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。

発表準備
パワーポイント等作成

進級制作展参加

発表準備
パワーポイント等作成

進級制作展参加

発表準備
パワーポイント等作成

進級制作展参加

実践学習④
改良したものについて発表する

進級制作展参加

発表準備
パワーポイント等作成

進級制作展参加

発表準備
パワーポイント等作成

進級制作展参加

実践学習①
自分のテーマに沿って仮説と実証実験スタート

進級制作展参加

実践学習②
途中経過の報告

進級制作展参加

実践学習③
前回の報告で受けたアドバイスをもとに発表内容を改良する。

進級制作展参加

発表準備
パワーポイント等作成

テーマの決定①
今まで学んだ事を総括して深堀したテーマをディスカッションで探す

進級制作展参加

テーマの決定②
過去に発表されたり、研究された事例をPCで検索する

進級制作展参加

進級研究の進め方
発表までの流れやスケジューリングの確認

発表事前準備
発表リハーサル・最終チェック

進級研究とは②
過去の先輩たちの事例紹介

進級研究とは①
進級研究の意義や目的・ゴールを学ぶ

発表準備
パワーポイント等作成

講師名

実務経験概要

授業の概要・目的

1年間かけて修得した技術や知識の集大成として進級研究に取り組み進級制作展で発表する。

到達目標

1年間の学習成果をパワーポイントやポスターなどを用いて説明できるようになる。

授業計画（テーマ・内容）

授業科目名 進級研究 開講学科 動物医療科

開講科目名 進級研究
開講年度 1

開講期間 後期 必選区分 必修
開講科目英名 Promotion Study 授業形態 60 (4)
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授業科目名 人との調和 開講学科 動物医療科

開講科目名 グルーミング
開講年度 1

開講期間 通年

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Practice of Basic Grooming
授業形態

講師名

実務経験概要 トリミングサロンにてプロトリマーとして勤務

授業の概要・目的

動物看護師は獣医師のアシスタントとして、様々な異常や病気を発見したり治療する上でのグルーミングの知識も必要になってくる。本開講科目では、犬における、爪切り～バリ
カン作業、シャンプー等のベーシック作業を習得すると同時に、犬の扱い方や健康状態の把握、病気の発見方法などもあわせて学ぶ。また実習を通して、人としての社会的常識
や慣習、物事に取り組む姿勢なども身につけ、社会デビューへの意識と自信向上を目的とする。

120 (8)

基本的なグルーミングの技術･知識を身につける。一般的によく飼われている犬種のシャンプー仕上げ、ベーシックは出来るようになる。また、人と協力し合うことや周りを見なが
ら効率よく動くことも身につける。

授業計画（テーマ・内容）

実習時における注意点や1日の流れ、道具や用品について理解する。
前期実習内容の復習および小型長毛犬を含むベーシック作業を行う。なるべく
犬に負担が少なく、かつ手早い作業ができるようになる。嫌がる犬の保定の仕
方なども学ぶ。

グルーミングの概要について学び、モデルグルーミングを行う。
前期実習内容の復習および小型長毛犬を含むベーシック作業を行う。なるべく
犬に負担が少なく、かつ手早い作業ができるようになる。嫌がる犬の保定の仕
方なども学ぶ。

Mダックス、チワワなどのベーシック作業（バリカン以外）を行う。作業前の体
調チェックと耳掃除を重点的に行う。嫌がる犬の保定の仕方なども学ぶ。

小型長毛犬・プードルを含むベーシック作業を行う。なるべく犬に負担が少な
く、かつ手早い作業ができるようになる。嫌がる犬の保定の仕方なども学ぶ。

Mダックス、チワワなどのベーシック作業（バリカン以外）を行う。作業前の体
調チェックと耳掃除を重点的に行う。嫌がる犬の保定の仕方なども学ぶ。

小型長毛犬・プードルを含むベーシック作業を行う。なるべく犬に負担が少な
く、かつ手早い作業ができるようになる。嫌がる犬の保定の仕方なども学ぶ。

ベーシック作業（バリカン以外）を行う。爪きりを重点的に行う。嫌がる犬の保
定の仕方なども学ぶ。

小型長毛犬・プードルを含むベーシック作業を行う。なるべく犬に負担が少な
く、かつ手早い作業ができるようになる。嫌がる犬の保定の仕方なども学ぶ。

ベーシック作業（バリカン以外）を行う。爪きりを重点的に行う。嫌がる犬の保
定の仕方なども学ぶ。

小型長毛犬・プードルを含むベーシック作業を行う。なるべく犬に負担が少な
く、かつ手早い作業ができるようになる。嫌がる犬の保定の仕方なども学ぶ。

ベーシック作業（バリカン以外）を行う。ブラッシングとシャンプー・ドライングを
重点的に行う。嫌がる犬の保定の仕方なども学ぶ。

小型長毛犬・中型犬・大型犬を含むベーシック作業を行う。なるべく犬に負担
が少なく、かつ手早い作業ができるようになる。嫌がる犬の保定の仕方なども
学ぶ。

ベーシック作業（バリカン以外）を行う。ブラッシングとシャンプー・ドライングを
重点的に行う。嫌がる犬の保定の仕方なども学ぶ。

小型長毛犬・中型犬・大型犬を含むベーシック作業を行う。なるべく犬に負担
が少なく、かつ手早い作業ができるようになる。嫌がる犬の保定の仕方なども
学ぶ。

ベーシック作業（バリカン含む）を行う。バリカンの使用方法を理解する。嫌が
る犬の保定の仕方なども学ぶ。

小型長毛犬・中型犬・大型犬を含むベーシック作業を行う。なるべく犬に負担
が少なく、かつ手早い作業ができるようになる。嫌がる犬の保定の仕方なども
学ぶ。

ベーシック作業（バリカン含む）を行う。バリカンの使用方法を理解する。嫌が
る犬の保定の仕方なども学ぶ。

小型長毛犬・中型犬・大型犬を含むベーシック作業を行う。なるべく犬に負担
が少なく、かつ手早い作業ができるようになる。嫌がる犬の保定の仕方なども
学ぶ。

ベーシック作業（バリカン含む）を行う。バリカンの使用方法を理解する。嫌が
る犬の保定の仕方なども学ぶ。

ベーシック作業を行う。人の手を借りず一人で作業できるようにするための保
定方法・体勢を身につける。なるべく犬に負担が少なく、かつ手早く作業ができ
るようになる。嫌がる犬の保定の仕方なども学ぶ。

小型長毛犬や中型犬を含むベーシック作業を行う。なるべく犬に負担が少な
く、かつ手早い作業をできるようになる。嫌がる犬の保定の仕方なども学ぶ。

ベーシック作業を行う。人の手を借りず一人で作業できるようにするための保
定方法・体勢を身につける。なるべく犬に負担が少なく、かつ手早く作業ができ
るようになる。嫌がる犬の保定の仕方なども学ぶ。

小型長毛犬や中型犬を含むベーシック作業を行う。なるべく犬に負担が少な
く、かつ手早い作業をできるようになる。嫌がる犬の保定の仕方なども学ぶ。

ベーシック作業を行う。人の手を借りず一人で作業できるようにするための保
定方法・体勢を身につける。なるべく犬に負担が少なく、かつ手早く作業ができ
るようになる。嫌がる犬の保定の仕方なども学ぶ。

小型長毛犬や中型犬を含むベーシック作業を行う。なるべく犬に負担が少な
く、かつ手早い作業ができるようになる。嫌がる犬の保定の仕方なども学ぶ。

ベーシック作業を行う。人の手を借りず一人で作業できるようにするための保
定方法・体勢を身につける。なるべく犬に負担が少なく、かつ手早く作業ができ
るようになる。嫌がる犬の保定の仕方なども学ぶ。

小型長毛犬や中型犬を含むベーシック作業を行う。なるべく犬に負担が少な
く、かつ手早い作業ができるようになる。嫌がる犬の保定の仕方なども学ぶ。

ベーシック作業を行う。人の手を借りず一人で作業できるようにするための保
定方法・体勢を身につける。なるべく犬に負担が少なく、かつ手早く作業ができ
るようになる。嫌がる犬の保定の仕方なども学ぶ。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜課題を与える。授業中に書き溜めたメモなどをもとにノートを作成する。夏期休暇等の長期休暇に課題を与える場合あり。

教科書・テキスト 初回配布資料

第1.2版

参考書 なし。

評価方法・基準 出席率、授業態度、提出物、技術習得度により総合点100点として評価する。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。



2020 配当年次

講義・演習 時間数（単位数）

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

授業科目名 人との調和 開講学科 動物医療科

開講科目名 ドッグトレーニング
開講年度 1

開講期間 通年

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Dog Trainning
授業形態

講師名

実務経験概要 ドッグトレーナーとして長年犬の訓練に携わる

授業の概要・目的

リードの持ち方、カラーの付け外し、動物福祉の5原則、動物行動学の基礎、犬の起源と歴史、行動の発達と機能、成長段階、カーミングシグナルとボディーランゲージ、学習理
論を理解する。

60 (4)

ヒューマン・アニマル・ボンドの理念に基づき、動物看護師として必要な人道的な犬の扱い方が出来、ボディランゲージを読み取ることで犬の気持ち、心理を知る。
学習理論を学ぶことで、なぜ犬がそのような行動をとっているのかを理解して問題行動の解決につなげる。

授業計画（テーマ・内容）

人の話を聞く・人前で話す（自己紹介、授業の説明、トコを使ってトレーニング
の説明、訓練ではない家庭犬のしつけ方）について理解する。

しつけ・トレーニングの応用（トイレトレーニング）について修得する。

動物行動学（動物福祉の5原則、犬具の紹介、カラーのサイズと付け外し、
リードの持ち方、担当犬を決める）について修得する。

しつけ・トレーニングの応用（クレートトレーニング・散歩）について修得する。

動物行動学（ネオテニー、生得的行動、習得的行動、リードの持ち方、カラー
の付け外し、担当犬の特徴）について修得する。

しつけ・トレーニングの応用（甘噛み・散歩）について修得する。

動物行動学・行動の発達と機能（成長過程、担当犬のリードの持ち方・カラー
の付け外し・カラーのサイズ、誘導法によるお座り・フセ）について修得する。

しつけ・トレーニングの応用（いたずら、散歩）について修得する。

動物行動学・行動の発達と機能（前回の内容とソーンダイクの効果の法則）に
ついて理解する。

しつけ・トレーニングの応用（しつけ・トレーニングに利用する道具、散歩）につ
いて理解する。

動物行動学・行動の発達と機能（行動特性、オスワリ・フセ・タッテ、　　　　　嫌
がらないお手入れの仕方）について修得する。

パピークラス（順化プログラム①（音））について理解する。

動物行動学・行動の発達と機能（カーミングシグナル、手の合図を教える （オ
スワリ・フセ・タッテ）、手にはフードを持たない）などについて修得する。

パピークラス（順化プログラム②（音））について理解する。

動物行動学・学習理論（ストレスサイン、手にはフードを持たない、言葉の合
図を教える（オスワリ・フセ・タッテ））について修得する。

パピークラス（順化プログラム①（物））について理解する。

動物行動学・学習理論（古典的条件付け、順化と鋭敏化、系統的脱感作と
拮抗条件付け、手にはフードを持たない手順ができているかチェック）につい
て理解する。

パピークラス（順化プログラム②（物））について理解する。

動物行動学・学習理論（古典的条件付け、消去・消去バースト、自発的回復、
手の合図・言葉の合図できているかチェック）について理解する。

パピークラス（順化プログラム①（グルーミング））について理解する。

動物行動学・学習理論（オペラント条件付け、スキナーによるオペラント条件
付けの種類、ソーンダイクによる効果の法則復習、オイデツイテ）について
理解する。

パピークラス（順化プログラム②（グルーミング））について理解する。

動物行動学・学習理論（オペラント条件付け・例を考える、三光随伴性・逐次
接近法、プレマックの原理、言葉の合図）について理解する。

パピークラス（散歩）について理解する。

前期授業復習（座学復習、言葉の合図）を行い理解を深める。 犬と一緒にできるゲームを行い関係性を深める。

前期学習内容の総括を行う。 後期学習内容の総括を行う。

前期学習内容の振り返りを行う。 後期学習内容の振り返りを行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜課題を与える。授業中に書き留めたメモなどをもとにノートを作成する。

教科書・テキスト 動物看護コアテキスト①　（ファームプレス）　/　最新犬種図鑑 写真で見る犬種とスタンダード　（インターズー）

第1.1版

参考書 同上

評価方法・基準 実技試験及び筆記試験をともに100点満点で実施し、総合的に評価を行う。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。



2020 配当年次

講義・演習 時間数（単位数）

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

授業科目名 飼育・看護演習 開講学科 動物医療科

開講科目名 公衆衛生学
開講年度 1

開講期間 通年

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Public Health
授業形態

講師名

実務経験概要
カルディア動物行動クリニック　開業獣医師

行動分野診療、問題行動、飼育指導、家庭犬トレーニング等を専門とし、臨床現場にて飼い主のサポートに従事

授業の概要・目的

個々の動物の命と健康に障害を及ぼす各種要因についての動物衛生と、社会一般への疾病の予防を目的とする公衆衛生について学び、さまざまな疾病予防、健康維持および
増進に役立てる総合的な科目である。人畜共通感染症・食品衛生・環境衛生について学ぶ。

60 (4)

公衆衛生の基本的な考え方を理解し、国民の健康増進、動物福祉、環境保全に活かせる知識を身につけた上で、正しい衛生指導ができるようになる。

授業計画（テーマ・内容）

公衆衛生とは何かを理解し、将来の仕事への意義について考える。 寄生虫性疾患の概要について理解する。

微生物とは何かを理解し、細菌を身近に感じられるようになる。 寄生虫性ズーノーシス（回虫症）について理解する。

感染症（病原体・感染経路・宿主）について理解する。
寄生虫性ズーノーシス（鉤虫症・アニサキス症・フィラリア症など）について理解
する。

感染症（感染と防疫）について理解する。 寄生虫性ズーノーシス（エキノコックス症）について理解する。

細菌とウイルスについて理解する。 寄生虫性ズーノーシス（マンソン裂頭条虫など）について理解する。

細菌とウイルスについて理解する。 寄生虫性ズーノーシス（トキソプラズマ症）について理解する。

細菌とウイルス（殺菌と消毒）について理解する。
寄生虫性ズーノーシス（ジアルジア症・クリプトスポリジウム症など）について理
解する。

細菌・ウイルス以外の微生物について理解する。 寄生虫性ズーノーシス（外部寄生虫症）について理解する。

ウイルス性ズーノーシス（狂犬病）について理解する。 寄生虫性ズーノーシス（SFTSなど）について理解する。

ウイルス性ズーノーシス（狂犬病予防法と狂犬病ワクチンの接種時期）につい
て理解する。

食品衛生（自然毒など）について理解する。

ウイルス性ズーノーシス（腎症候性出血熱・日本脳炎・E型肝炎）について理
解する。

食品衛生（細菌性食中毒）について理解する。

ウイルス性ズーノーシス（SARS・ウエストナイル熱など）について理解する。 食品衛生（細菌性食中毒）について理解する。

その他疾患（BSE等）について理解する。 まとめおよび統一試験対策を行う。

レプトスピラ症とワクチンについて理解する。 まとめおよび統一試験対策を行う。

前期学習内容の総括を行う。 後期学習内容の総括を行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業にて習う分野の予習復習を行う。授業中に適宜指導する。

教科書・テキスト 動物看護コアテキスト③　（ファームプレス）

第1.1版

参考書 動物看護コアテキスト　（インターズー）

評価方法・基準 評価の割合は筆記試験100％で、最高評価点数を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。



2020 配当年次

講義・演習 時間数（単位数）

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

授業科目名 飼育・看護演習 開講学科 動物医療科

開講科目名 人間動物関係学
開講年度 1

開講期間 前期

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Human and animals Relation
授業形態

講師名

実務経験概要 獣医師として動物病院勤務

授業の概要・目的

現在、伴侶動物（ペット）は家族の一員という立ち位置になってきており、獣医療の在り方も変化してきており、病気を治療するだけでなく、動物との関わり方などの指導、実践も
獣医療従事者に必要な能力である。本講義を通じて、獣医療に関わる者として、「人と動物がどのように関わってきたか」「関わることにより双方にどのような効果がもたらされる
のか」について学び、人と関わっている動物達について、それぞれの現状や抱えている問題について知るとともに、複数の視点から考察をすることにより、知識の習得と、動物と
人間がより良い関係を築いて行けるよう様々な状況に応じた対応が必要であることを理解する。

30 (2)

人と動物の関わり方について概説できるようになる。　伴侶動物をはじめとした様々な動物達の幸せとは何かを様々な視点から考え、自分なりの意見を述べることができるように
なる。

授業計画（テーマ・内容）

人と動物の関わりの歴史と家畜化（人と関わりのある動物とは何か）について
理解する。

動物が人に与える影響、また人が動物に与える影響について理解する。

動物介在活動とは何かを知り、動物の「権利」と「福祉」について理解する。

産業動物の福祉（現状および問題点）について考える。

展示動物、実験動物、野生動物の福祉（現状および問題点）について考え
る。

使役動物とは何かを知り、その福祉（現状および問題点）について考える。

動物愛護と、動物愛護センターの役割とは何かについて理解する。

伴侶動物の殺処分についての現状を知り、考察する。

野良猫、地域猫、野犬の問題について知り、考察する。

伴侶動物の飼育における問題（多頭飼いや虐待）について知り、考察する。

伴侶動物における幸せとは何か、何ができるかについて考察する。

災害時における動物（主に伴侶動物）への対応と備えについて理解する。

前期学習内容のまとめを行う。

前期学習内容の総括を行う。

前期学習内容の振り返りを行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜レポートなどの課題を与える。

教科書・テキスト なし。

第1.1版

参考書 動物看護コアテキスト① （ファームプレス）／その他授業中に適宜紹介する。

評価方法・基準 評価の割合は筆記試験80％、出席率5％、授業態度5％、レポートなどの課題10％で、最高評価点数を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。



2020 配当年次

講義・演習 時間数（単位数）

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

第1.1版

参考書 なし。

評価方法・基準 評価の割合は筆記試験50％、出席率40％、 授業への取り組み等10％で、最高評価点数を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。

前期学習内容の振り返りを行う。各自の理解度を知り、より理解を深める。
テリントンTタッチをについて学び病院で役立てるテクニックを理解する2
犬の身体と心と頭のバランスについて学びそのバランスを助ける犬具やテク
ニックを理解する。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜課題を与える。授業中に書き溜めたメモなどをもとにノートを作成する。

教科書・テキスト 動物行動学・ジャパンケンネルクラブホームページ「世界の犬」　https://www.jkc.or.jp/worlddogs/

犬の問題行動について2　家庭で多い犬の問題行動や改善のためのトレーニ
ング方法を理解する。

後期学習内容の総括を行う。

前期総合復習でさらに踏み込んだ理解を確認する。 後期学習内容の振り返りを行う。各自の理解度を知り、より理解を深める。

前期学習内容の総括を行う。
テリントンTタッチをについて学び病院で役立てるテクニックを理解する1
動物をつぶさに観察し行動分析する方法を理解する。
病気の動物の助けとなるケアの方法を学びテクニックを理解する。

問題行動と総論1 問題行動の改善方法を理解する。 8G　7G以外の鳥猟犬の種類とその特徴について理解する。

問題行動と総論2 問題行動の改善のためのツールや環境設定を理解する。 9G　愛玩犬の種類とその特徴について理解する。

犬の問題行動について1　家庭で多い犬の問題行動や改善のためのトレーニ
ング方法を理解する。

10G　聴覚ハウンドの種類とその特徴について理解する。

繁殖について。犬の交配について理解する。 5G　原始的な犬・スピッツの種類とその特徴について理解する。

犬の早期神経刺激・バイオセンサープログラム（Early Neurological
Stimulation）を理解する。

6G　嗅覚ハウンドの種類とその特徴について理解する。

しつけ・トレーニングの基本。古典的条件づけ、オペラント条件づけを理解す
る。

7G　ポインター・セターの種類とその特徴について理解する。

犬学。犬種の歴史、犬種と行動変化について理解する。 2G　使役犬の種類とその特徴について理解する。

行動の発達。犬の発育段階について理解する。 3G　テリアの種類とその特徴について理解する。

犬の維持行動。摂食行動、捕食行動ついて理解する。 4G　ダックスフンドの種類とその特徴について理解する。

動物病院に来院する犬や猫について行動学的見地から判断したり、対応したりすることができるような知識を適用することができる。
動物病院に来院が多い犬についてその名前や様々な犬種特徴を認識でき、その情報を活用することができる。

授業計画（テーマ・内容）

挨拶、自己紹介、授業の目的・目標の確認、授業全般について理解する。 犬種グループ(FCI/JKC)について理解する。

行動学概論。行動学の歴史、ティンバーゲンの4つの問い、イヌの起源につい
て理解する。

1G　牧羊犬・牧畜犬の種類とその特徴について理解する。

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Animal Behavior
授業形態

講師名

実務経験概要

2008年『おりこうさん。』を設立。犬にも人間にも優しいドッグトレーニングをスローガンに訪問レッスンやスタジオレッスンを行う。
クリッカートレーニングをはじめとする常に先進的なトレーニングを取り入れ、各地でワークショップやセミナーを開催。

またインターネットを利用したオンラインレッスンを行う。
テリントンTタッチのプラクティショナー認定を取得し、犬の身体・心・頭のバランスを整えるトレーニングを行う。

授業の概要・目的

動物病院で来院が多い犬や猫についてそれぞれの特徴、動物行動学を学ぶ。
犬の習性や犬種について知る。
問題行動について知り、その解決方法について広く学ぶ。
FCI10グループJKCに登録されている犬種を知り、その身体的特徴や行動習性の特徴を学ぶ。
これらの情報を学ぶことにより、より信頼される動物看護師として活躍できることを目指す。

60 (4)

授業科目名 飼育・看護演習 開講学科 動物医療科

開講科目名 動物行動学
開講年度 1

開講期間 通年
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第1.2版

参考書 動物看護コアテキスト　（ファームプレス）

評価方法・基準 評価の割合は筆記試験80％、出席率20％で、最高評価点数を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。

後期学習内容の総括を行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜課題を与える。授業中に書き溜めたメモなどをもとにノートを作成する。

教科書・テキスト なし。

課題（半分）及び、グループでの口頭試問(シュミレーション形成）を行う。

課題（半分）及び、グループでの口頭試問(シュミレーション形成）を行う。

課題（半分）及び、グループでの口頭試問(シュミレーション形成）を行う。

ペットロスとグリーフケアについて考察する。

後期分野の認定試験用の対策を行う。

課題及びシュミレーションの準備対策、グループ分けを行う。

終末期のケア、QOL、オーナーへの接し方等について知る。

安楽死についての知識を得、考察する。

ペットロスとグリーフケアについて知る。

様々な状況における動物への接し方や保定について考察する。

疼痛サインについて知り、気付けるようになる。

緊急かどうか等の判断基準について知る。

・動物看護師としての対応や考え方ができるようになる。
・自分で考え、それを表現できるようになる。

授業計画（テーマ・内容）

5 Freedomsの観点から動物病院の福祉について考察する。

動物病院の福祉の実際の取り組み等について知る。

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Animal Wlfare and Ethics
授業形態

講師名

実務経験概要 獣医師として動物病院勤務

授業の概要・目的

・動物病院における福祉の考え方について、学び、考える、また実例を知る。
・グリーフケア、終末期医療、安楽死について学ぶ。
・トリアージや疼痛サインについて学ぶ。

30 (2)

授業科目名 救急・飼い主対応 開講学科 動物医療科

開講科目名 動物福祉・倫理
開講年度 1

開講期間 後期
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授業科目名 動物・入院管理 開講学科 動物医療科

開講科目名 伴侶動物学
開講年度 1

開講期間 通年

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Companion Animal Studies
授業形態

講師名

実務経験概要

授業の概要・目的

伴侶動物の中でも主に猫に関して、歴史や品種、飼育管理法、動物の生態について学ぶ。

60 (4)

猫の飼い主に、解りやすく正しい知識を伝えるようになる。

授業計画（テーマ・内容）

オリエンテーションを行う。純血種/MIXの定義・多胎性・肉食について理解す
る。

ブリーディング①（健康な猫をブリードするための知識）について理解する。

LH/SH ・Male/Femaleの性格、飼い方、その他の違い・アメリカンSHについて
理解する。

ブリーディング②（交配～出産まで）について理解する。

猫と犬の違い①（習性・体型・運動感覚等）について理解する。 ブリーディング③（出産～産後の母猫のケアー）について理解する。

猫と犬の違い②（種類・繁殖機能等）について理解する。 ブリーディング④（育児～人口哺乳）について理解する。

行動学①（体の造りによる行動）について理解する。
ブリーディング⑤(伴侶動物として、性格の良い猫に育てるための知識）につい
て理解する。

行動学②（猫独特の行動）について理解する。 カラー遺伝①(ソリッド・アグーチ・ポイントカラー）について理解する。

CFA公認猫種DVD①を見る。 カラー遺伝②（優性色・劣性色）について理解する。

CFA公認猫種DVD②（猫種別の分類）を見る。 カラー遺伝③(雌のみのカラー遺伝）について理解する。

猫の健康チェック①を行う。 カラー遺伝④(両親から受け継ぐカラー遺伝）について理解する。

猫の健康チェック②を行う。 老猫のケアー①（高齢期の行動、体の変化）について理解する。

アンリカンカールのスタンダードについて学ぶ。 老猫のケアー②（家庭で出来ること）について理解する。

ノルウェージャンホレストキャットのスタンダードについて学ぶ。 老猫のケアー③(高齢期の病気）について理解する。

猫の血液型（FNI　猫新生児溶血性黄疸）について理解する。 猫のシャンプー(犬と違うテクニック）を学ぶ。

前期学習内容の総括を行う。 後期学習内容の総括を行う。

前期学習内容の振り返りを行う。 後期学習内容の振り返りを行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜課題を与える。授業中に書き溜めたメモなどをもとにノートを作成する。

教科書・テキスト 動物看護コアテキスト④　（ファームプレス）

第1.1版

参考書 なし。

評価方法・基準 筆記試験・課題提出物・出席率にて総合評価。最高評価点数を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。
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授業科目名 疾病・感染と薬 開講学科 動物医療科

開講科目名 動物看護学概論
開講年度 1

開講期間 通年

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Introduction to Animal Nursing
授業形態

講師名

実務経験概要 動物看護師として動物病院勤務

授業の概要・目的

看護とは知識や経験のみで成るものではない。看護を行う人間の考え方や人となりによってはその行為は「看護」ではなくなる。
本教科では、獣医療の歴史や動物看護師の職業倫理について学び、専門職としての社会的責務を理解したうえで職業意識を形成することをもって看護に必要な心構えを習得
する。

60 (4)

動物看護師という職業について説明できる。
動物看護師としての思考回路を確立し、ヒトや動物に動物看護師として接することができる。

授業計画（テーマ・内容）

オリエンテーション（自己紹介・授業の心構え・ルールについて）を行う。
綱領6～9「動物を守るために必要なこと」「責任とは」「学習bの継続はどのよう
に行うか」「協働とは。協働のために必要なことは」を学ぶ。

動物看護職とは、専門職とは何か理解する。
綱領10「看護実践」とは　「看護管理」とは　「看護教育」とは　「看護研究」とは
綱領11「動物看護学の発展」とは
綱領12「社会からの信頼を得るために必要なこと」

現在の獣医療・動物看護職に至るまでの歴史、職能団体について理解する。
綱領13「公衆衛生」とは　なぜ私たちに必要なのか
綱領14自分たちでできる「環境問題」への取り組み
綱領15まとめ

国家資格とは何か、愛玩動物看護師法について理解する。 生命倫理の4原則について学ぶ。安楽死とは何かを理解する。

ナイチンゲールとヘンダーソンの看護理論について学ぶ。 安楽死はどのような場合に選択されるべきか考える。（グループワーク）

医療と看護の違いについて学ぶ。インフォームドコンセントの重要性を理解す
る。

安楽死に関して動物看護師が知っておきたいことを理解する。

動物看護の対象とその役割、アビリティーモデルについて学ぶ。
グリーフワークの理解とグリーフケアで自分たちができること（ペットロス含む）
を考える。

動物看護過程の定義とその必要性について理解する。 看護倫理原則とは何か理解する。

看護計画の立案方法と記入方法について理解する。 援助者として目指すべき人格とは何か理解する。

倫理綱領1「動物の権利・アニマルニーズ・5つの自由などについて」を学ぶ。 ケアの倫理とは何か理解する。

倫理綱領1「動物の福祉とは？愛護とは？動物看護師が関わる動物は？」を
学ぶ。

倫理問題とは何か（倫理問題の見極め・用語解説・分類方法）理解する。

倫理綱領2「誠意をもって接するために必要な事とは？」（なぜ、動物福祉は
必要か？グループワーク）2誠意　3信頼関係　4知る権利決定権　5守秘義務

「道徳的不確かさ」の事例検討を行う。

倫理綱領3「信頼関係を成り立たせるために必要な事」、倫理綱領4「知る権
利・決定権を尊重するためには？」を学ぶ。

倫理問題の事例検討（step1～3）を行う。

倫理綱領5「守秘義務とは？守秘の範囲と方法とは？」を学ぶ。 倫理問題の事例検討（step4）を行う。

前期学習内容の総括を行う。 後期学習内容の総括を行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業内に提示した教科書の個所を熟読し、課題があれば期限までに課題を仕上げて提出する。
授業終了後にはその日のノートを教科書を踏まえてまとめ、分からない点は次回に質問できるようにする。

教科書・テキスト 動物看護コアテキスト①・⑤　（ファームプレス）

第1.1版

参考書 なし。

評価方法・基準 期末筆記試験70%、出席点10%、グループワークへの参加意欲10%、提出物10%で、最高評価点数を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。
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授業科目名 健康の管理 開講学科 動物医療科

開講科目名 動物臨床看護学実習
開講年度 1

開講期間 通年

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Practice of Animal Clinical Nursing
授業形態

講師名

実務経験概要 獣医師として動物病院開業

授業の概要・目的

動物看護師の業務について基礎的な知識を身に付けるとともに実際の業務を体験する。

90 (6)

様々な疾患の病態生理を理解し、それによって引き起こされる症状や必要な処置、治療に関する基本的な知識を理解する。また、各々の起用障害を持つ動物に対してどの坂な
看護を提供すべきか、評価と介入の方法を修得する。さらに、事例ごとの個別性に重きを置いた動物看護の基本的な考え方を修得する。

授業計画（テーマ・内容）

看護実習心構え・身体検査（動物看護師をとりまく現状と目指すべき動物看
護師像）について理解する。

モニター・輸液について理解する。

カルテについて（書き方・共通した用語）について理解する。 外科器具・包帯について理解する。

保定1（身体各部の名称・体の器官のあらまし・生体の扱いの基本）について
修得する。

術着・グローブについて理解する。

保定2（検査に応じた保定・採決時の保定）、保定器具の使用方法について修
得する。

血液検査（CBC・生化学）について修得する。

身体検査（その表現の仕方）について修得する。 血液検査（採血・塗沫染色）について修得する。

臨床検査（顕微鏡・遠心分離器・比重計などの検査器具の扱い）について理
解する。

前2回の復習を行い理解を深める。

便検査（直接・浮遊）について修得する。 エコー・内視鏡について修得する。

便検査（直接・浮遊）について修得する。 レントゲン・CTについて修得する。

尿検査（ペーパー・沈渣・比重）について修得する。 外科関係振り返りを行い理解を深める。

尿検査（ペーパー・沈渣・比重）について修得する。 便検査・尿検査振り返りを行い理解を深める。

医薬品（取り扱い・薬品計算）と投薬法の違いについて理解する。 血液検査（塗沫・CBC生化学）の振り返りを行い理解を深める。

注射（取り扱い・ルートの違い）・点滴（計算）を鶏肉を使用し方法を身に付け、
犬での皮下注射の方法も修得する。

血液検査（塗沫・CBC生化学）の振り返りを行い理解を深める。

前期学習内容の復習を行い理解を深める。 後期復習を行い理解を深める。

前期学習内容の総括を行う。 後期学習内容の総括を行う。

前期学習内容の振り返りを行う。 後期学習内容の振り返りを行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜課題を与える。授業中に書き留めたメモなどをもとにノートを作成する。

教科書・テキスト 動物看護コアテキスト⑥　（ファームプレス）　/　動物看護実習テキスト　（インターズー）　/　動物病院検査技術ガイド　（チクサン出版社）

第1.1版

参考書 同上

評価方法・基準 実技試験及び筆記試験をともに100点満点で実施し、総合的に評価を行う。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。



2020 配当年次

講義・演習 時間数（単位数）

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

授業科目名 動物の体の構造・機能 開講学科 動物医療科

開講科目名 動物形態機能学
開講年度 1

開講期間 通年

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Anatomy and Phisiology of Animals
授業形態

講師名

実務経験概要
アズ動物病院開業獣医師

訪問専門動物病院として、兵庫県三田市を中心に、小動物臨床に従事

授業の概要・目的

臨床において動物と対峙するにあたって、身体の構造と機能を理解しておくことは必要不可欠である。また、後に様々な疾患について学ぶ際に、正常な状態では本来どのような
構造、機能を持つものなのかという基礎知識に基づいて理解する必要がある。

150 (10)

身体の各系統、器官の構造を説明できるようになる。各々の器官の働きを説明できるようになる。その働きをするために起っている事象を説明できるようになる。

授業計画（テーマ・内容）

犬猫の身体の構造・名称・用語について学ぶ。 生科学的代謝経路について理解する。

循環器系（構造・解剖）について理解する。 血リンパ系（血球の種類と役割）について理解する。

循環器系（組織・心筋）について理解する。 血リンパ系（リンパ系器官）について理解する。

循環器系の機能について理解する。 血液型と輸血、免疫について理解する。

循環器系の機能の調節について理解する。 内分泌系（内分泌とは何か、主な内分泌器官）について理解する。

呼吸器系の構造・解剖について理解する。 内分泌系（ホルモンの種類と働き）について理解する。

呼吸器系の組織について理解する。 内分泌系（内分泌腺以外のホルモン分泌）について理解する。

呼吸器系の機能と調節について理解する。 神経系（種類と構造、ニューロン）について理解する。

消化器系の構造・解剖について理解する。 神経系（神経伝達と機能）について理解する。

消化器系の組織について理解する。 泌尿器系（解剖と微細構造）について理解する。

消化器系の機能と調節について理解する。 泌尿器系（機能・尿産生）について理解する。

消化器系と肝臓について理解する。 生殖器系（解剖と構造・組織）について理解する。

栄養（栄養素の代謝とは何か）について理解する。 生殖器系の機能と調節について理解する。

前期学習内容の総括を行う。 後期学習内容の総括を行う。

前期学習内容の振り返りを行う。 後期学習内容の振り返りを行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

教科書、ノートをもとに、自作のまとめノートを作成する。

教科書・テキスト 小動物臨床のための機能形態学入門　（インターズー）

第1.1版

参考書 なし。

評価方法・基準 評価の割合は自作のまとめノートの持ち込みを許可した筆記試験100％で、最高評価点数を100とする。出席点は考慮しない。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。



2020 配当年次

講義・演習 時間数（単位数）

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

授業科目名 人との調和 開講学科 動物医療科

開講科目名 動物行動学
開講年度 1

開講期間 前期

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Animal Behavior
授業形態

講師名

30 (2)

実務経験概要

2008年『おりこうさん。』を設立。犬にも人間にも優しいドッグトレーニングをスローガンに訪問レッスンやスタジオレッスンを行う。
クリッカートレーニングをはじめとする常に先進的なトレーニングを取り入れ、各地でワークショップやセミナーを開催。

またインターネットを利用したオンラインレッスンを行う。
テリントンTタッチのプラクティショナー認定を取得し、犬の身体・心・頭のバランスを整えるトレーニングを行う。

授業の概要・目的

動物病院で来院が多い犬や猫についてそれぞれの特徴、動物行動学を学ぶ。
犬の習性や犬種について知る。
問題行動について知り、その解決方法について広く学ぶ。
FCI10グループJKCに登録されている犬種を知り、その身体的特徴や行動習性の特徴を学ぶ。
これらの情報を学ぶことにより、より信頼される動物看護師として活躍できることを目指す。

動物病院に来院する犬や猫について行動学的見地から判断したり、対応したりすることができるような知識を適用することができる。
動物病院に来院が多い犬についてその名前や様々な犬種特徴を認識でき、その情報を活用することができる。

授業計画（テーマ・内容）

挨拶、自己紹介、授業の目的・目標の確認、授業全般について理解する。

犬種グループ(FCI/JKC)について理解する。

1G　牧羊犬・牧畜犬の種類とその特徴について理解する。

2G　使役犬の種類とその特徴について理解する。

3G　テリアの種類とその特徴について理解する。

犬の維持行動。摂食行動、捕食行動ついて理解する。

繁殖について。犬の交配について理解する。

犬の早期神経刺激・バイオセンサープログラム（Early Neurological
Stimulation）を理解する。

しつけ・トレーニングの基本。古典的条件づけ、オペラント条件づけを理解す
る。

問題行動と総論1 問題行動の改善方法を理解する。

問題行動と総論2 問題行動の改善のためのツールや環境設定を理解する。

犬の問題行動について1　家庭で多い犬の問題行動や改善のためのトレーニ
ング方法を理解する。

犬の問題行動について2　家庭で多い犬の問題行動や改善のためのトレーニ
ング方法を理解する。

前期総合復習でさらに踏み込んだ理解を確認する。

前期学習内容の総括を行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜課題を与える。授業中に書き溜めたメモなどをもとにノートを作成する。

教科書・テキスト 動物行動学・ジャパンケンネルクラブホームページ「世界の犬」　https://www.jkc.or.jp/worlddogs/

第1.1版

参考書 なし。

評価方法・基準 評価の割合は筆記試験50％、出席率40％、 授業への取り組み等10％で、最高評価点数を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。



2020 配当年次

講義・演習 時間数（単位数）

1

2

3

4

5

6

7

8
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授業科目名 エコロジー概論 開講学科 動物医療科

開講科目名 次世代のための環境教育
開講年度 1

開講期間 前期

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Environmental Study for Next Generation
授業形態

講師名

実務経験概要 大学での専攻は環境経済学、現在海洋環境の保護、改善、維持を福井県越前町にて越前町漁協、越前町社会福祉協議会と協力し行っている。

授業の概要・目的

我々が地球と共存していく上で環境問題を無視する事は出来ない。地球創世時～人が文明を持つまでの流れを理解し、いつから環境破壊というものが行われ始めたのか、又、
これらの問題はどのような解決策があるのかを学ぶ事により様々な場で、地球に優しいとはどういう事かを正しく人に伝えられるようになります。

30 (2)

地球の生い立ち、生物の発生、生物の進化、ヒトと地球の関係、環境破壊と保全を理解し説明できるとともに、自分の考えを述べることができる。

授業計画（テーマ・内容）

概論　講義内容と進め方

宇宙Ⅰ　成り立ちと銀河系

宇宙Ⅱ　地球

生命の誕生　原核生物～爬虫類

爬虫類　恐竜について

哺乳類　サルからヒトへ

動物の歴史とヒトの関わり　野生動物とヒト

ロープワーク　ロープワーク

環境問題　中世と現代

環境問題　様々な環境問題

新エネルギー　太陽光や、風力、波力などの新エネルギー

国際取り組みⅠ　世界の環境対策Ⅰ

国際取り組みⅡ　世界の環境対策Ⅱ

前期まとめ

前期内容の総括を行う

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜に課題を与える。授業中に取ったメモなどを元にノートを作成する。

教科書・テキスト 次世代のための環境教育

第1.1版

参考書 なし。

評価方法・基準 ノート提出による評価、但しコピーは不可

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。



2020 配当年次

講義・演習 時間数（単位数）

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

授業科目名 業界研修 開講学科 動物医療科

開講科目名 業界研修
開講年度 2

開講期間 通年

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Business internship
授業形態

講師名

実務経験概要 該当せず

授業の概要・目的

卒業年度に学生が目指す業界の企業またはそれに準ずる組織・施設・個人等（以下企業という）で研修（インターンシップ）を行う。このカリキュラムは業界のプロフェッショナル
になるという大きな目標の前に、社会人とは何かを実際の現場で学ぶことを目的としている。

60 (4)

①学生の業界へのイメージと現実とのギャップを軽減させる。
②実際の業界現場での研修を通じ、仕事の流れや職場でのコミュニケーションを学ぶ。
③社会の成り立ち、社会人としてのマナーやルールを実体験で学ぶ。
④自らの「キャリア」をデザインできる。

授業計画（テーマ・内容）

講義：インターンシップとは、参加の意義を知る 講義：インターンシップ参加における目的・目標の設定

インターンシップ参加 インターンシップ参加

インターンシップ参加 インターンシップ参加

インターンシップ参加 インターンシップ参加

インターンシップ参加 インターンシップ参加

インターンシップ参加 インターンシップ参加

インターンシップ参加 インターンシップ参加

インターンシップ参加 インターンシップ参加

インターンシップ参加 インターンシップ参加

インターンシップ参加 インターンシップ参加

インターンシップ参加 インターンシップ参加

インターンシップ参加 インターンシップ参加

インターンシップ参加 インターンシップ参加

報告会 報告会

報告会 報告会

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

企業研究、業界研修（インターンシップ）希望先の選定活動やレポート作成など

教科書・テキスト 業界研修日報、業界研修ノートなど配布資料による。

第1.1版

参考書 キャリアセンターの参考情報

評価方法・基準
研修先業務の完全遂行、講義参加、報告会での発表、レポート提出が単位取得の条件となる。
【成績評価】レポート内容、報告会、インターンシップ先企業の評価を総合して評価する。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。



2020 配当年次

演習 時間数（単位数）

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30
総括
次年度の申送り書作成

第1.2版

教科書・テキスト なし

参考書 なし

評価方法・基準 満点を100点とする（出席率50%、レポート課題50%）。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜支持を与える。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。

イベント日②
2日目　実施と反省

後片付け
アンケート集計

振り返り
アンケート結果によりイベントの振り返りと反省会

実施準備
装飾デザインを学ぶ

実施前日準備
救急代作・避難経路の確認など安全対策を学ぶ

イベント日①
1日目　実施と反省

実施準備
制作物の作成①

実施準備
制作物の作成②

実施準備
接遇のトレーニング

運営会議①
役割分担・スケジュールを決め、運営委員中心に実行する

運営会議②
事前の準備や予算管理方法を学ぶ

企画会議②
各グループでプレゼンし、テーマを決める

企画会議①
グループワークでそれぞれ企画を立案し、企画書を作成する

オープンキャンパスとは？
オープンキャンパスの目的意義を学ぶ

講師名

実務経験概要

授業の概要・目的

毎年1回開催される学園祭を通じ、企画、運営、予算管理を体験するとともに、人と協力して作業することの大切さを学びます。

到達目標

イベントにおける企画や運営について説明できるようになる。簡単な予算管理ができるようになる。イベント運営を通じて他人との協調性を高める。

授業計画（テーマ・内容）

授業科目名 イベント研究 開講学科 動物医療科

開講科目名 オープンキャンパス 開講年度 2

開講期間 前期 必選区分 必修
開講科目英名 Open Campus 授業形態 30 (2)
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授業科目名 イベント研究 開講学科 動物医療科

開講科目名 スポーツフェスタ 開講年度 2

開講期間 後期 必選区分 必修
開講科目英名 Sports Festa 授業形態 30 (2)

スポーツフェスタとは？
意義や目的を学ぶ

講師名

実務経験概要

授業の概要・目的

スポーツフェスタは大阪ECO動物海洋専門学校が毎年1回開催する体育大会のことであり、学生が主体となって実行されている。学生は競技種目の選定、ルール作り、各種備品の準備
等を行うとともに、実行委員会を設置し大会の企画や運営を行う。

到達目標

スポーツフェスタの企画に参加することで、協調性、団結力、マネジメント力を高める。
事前のトレーニングを通じて体力を養う。簡単な救急救命法や人体の構造等について説明できるようになる。

授業計画（テーマ・内容）

企画会議③
競技種目や内容を決定し役割分担、スケジュールを作成する

企画会議④
競技のルール確認、安全な運営をするために具体的に作業していく

企画会議②
各グループにわかれ、スポーツフェスタの企画書を作成し、プレゼンをする

企画会議①
過去どんな競技をしてどんな準備が必要でどんな効果があったかを学ぶ

実施準備①
クラスで着る衣装・応援旗などの作成

実施準備②
競技で使用する掲示板・道具などを作成する

実施準備③
当日のパンフレット作成

安全運営対策①
怪我・事故防止のため、校内でのストレッチ・体力増強運動を実行

安全運営対策②
AED、救急救命法をインストラクターから学ぶ

安全運営対策③
事前に救急病院など調べて緊急対応にそなえる

安全運営対策④
人と動物との体のしくみ等を比較して学び、動物学校の特色を出して学ぶ

前日準備
運営がスムーズに進むよう準備をする

実施日
スポーツフェスタの運営をする

総括
反省会をして次回につながるように記録を残す

第1.2版

教科書・テキスト なし

参考書 なし

評価方法・基準 満点を100点とする（出席率50%、レポート課題50%）。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜支持を与える。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。
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授業科目名 プレゼンテーション 開講学科 動物医療科

開講科目名 エコ教養Ⅱ
開講年度 2

開講期間 通年 必選区分 必修
開講科目英名 Human StudyⅡ 授業形態 60 (4)

学校のルール、スケジュール説明、自己紹介、クラスやイベント役割を決める。 後期スケジュール確認、競技会について　犬種クイズ⑦

講師名

実務経験概要 該当せず

授業の概要・目的

目標を明確にし、目指す職業に就くため、そこで活躍するため人間力、社会人基礎力にさらに磨きをかける。学校生活をスムーズに送るための人間関係構築、スケジュール管理、業界への理解を
深めるため、イベントの準備から運営、グループワークを通してのディスカッションやコミュニケーション能力の向上、ホスピタリティを学ぶ。制作の創意工夫や自ら考える力をつけ、自主的に行動す
るくせを付ける。

到達目標

学生自ら、（時間・スケジュール管理、健康管理、計画性など）あらゆる面において自己管理ができるようになる。クラスでの活動やイベントの取り組みを通して、人間関係を学び、精神的な成長を育
んだり協調性を知り、社会で対応できるようになる。指示通り動くだけでなく、自ら先を見越して積極的に行動できるようになる。他人に対して、相手の立場に立ち思いやりを持った言動がとれる。

授業計画（テーマ・内容）

スポーツフェスタについて①　決め事　犬種クイズ⑧

学園祭②企画書作成
犬種クイズ①　クイズ形式で犬種についての知識を深める

スポーツフェスタ②　準備・制作物　犬種クイズ⑨

海外研修ガイダンス①　海外研修の日程、行程、概要の説明 コミュニケーション技法②　コンセンサスゲーム、グループワーク

将来の目標について考えるワーク　夢パネル作成 コミュニケーション技法①　コンセンサスゲーム、グループワーク

今後取り組むイベントについて説明し、理解をする。
学園祭①内容決め

キャリアガイダンス①　業界について、就職について、合同企業説明会について コミュニケーション技法③　コンセンサスゲーム、グループワーク

学園祭②　準備　制作物、　犬種クイズ④ コミュニケーションスキルアップ検定

学園祭③　準備　制作物、　犬種クイズ⑤ 犬種クイズ⑩

海外研修ガイダンス②　費用、保険、持ち物について Ｗｅ　ａｒｅ　ＥＣＯ①　概要説明

海外研修事前学習①　テーマごとにグループを決め、調べたことを発表 キャリアガイダンス

試験・単位取得・補習・追再試について　犬種クイズ⑥ Ｗｅ　ａｒｅ　ＥＣＯ②　準備・練習、今年１年を振り返って

海外研修ガイダンス③　最終行程、保険回収、最終チェック Ｗｅ　ａｒｅ　ＥＣＯ③　準備・練習

キャリアガイダンス②　合同企業説明会、就職について キャリアガイダンス　春休みの過ごし方について

前期まとめ 後期まとめ

前期振り返り 後期振り返り

第1.2版

教科書・テキスト なし

参考書 なし

評価方法・基準 満点を100点とする（出席率90%、提出物・イベント参加レポート10%）。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜支持を与える。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。
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第1.1版

参考書 動物看護コアテキスト①　（ファームプレス）

評価方法・基準 評価の割合は筆記試験80％、出席率20％で、最高評価点数を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。

前期学習内容の振り返りを行う。 後期学習内容の振り返りを行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に書き留めたメモなどをもとにノートを作成する。

教科書・テキスト なし。

動物愛護法（2）（目的、基本原則、動物愛護週間など）を理解する。 鳥獣保護法について理解する。

動物愛護法（3）（飼い主の責務、犬猫の引取りなど）を理解する。 薬機法、民法などについて理解する。

前期学習内容の総括を行う。 後期学習内容の総括を行う。

獣医療法（1）（獣医療法の概要、開院時の届出など）を理解する。 家畜伝染病予防法について理解する。

獣医療法（2）（獣医療分野における広告規制など）を理解する。 外来生物法について理解する。

動物愛護法（1）（動物愛護法の制定背景、法律の概要）を理解する。 ワシントン条約について理解する。

獣医師法（1）（獣医師法の概要、飼育動物の範囲）を理解する。 ペットフード安全法（1）（法の概要、ペットフードの範囲）を理解する。

獣医師法（2）（獣医師の義務と権利、無診察診療の禁止など）を理解する。 ペットフード安全法（2）（表示義務など）を理解する。

獣医師法（3）（獣医師の届出義務、罰則など）を理解する。 身体障害者補助犬法について理解する。

狂犬病予防法（2）（狂犬病予防法の概要その1　施行年、目的など	）を理解す
る。

動物愛護法（6）（動物取扱業の概要その1）を理解する。

狂犬病予防法（3）（対象動物、輸入禁止動物など	）を理解する。 動物愛護法（7）（動物取扱業の概要その2	）を理解する。

狂犬病予防法（4）（飼い主と行政の義務、罰則など	）を理解する。 動物愛護法（8）（動物取扱業の概要その3）を理解する。

狂犬病予防法や動物愛護法、獣医師法などの各種法律の概要について理解できるようになる。
外来生物法やワシントン条約など、野生動物に関わる法律について理解できるようになる。
社会における上記の法律などがどのように関わっているのか複眼的に実感できるようになる。

授業計画（テーマ・内容）

自己紹介と、授業概要、法律の仕組みについて理解する。 動物愛護法（4）（動物虐待の定義、罰則）を理解する。

狂犬病予防法（1）（狂犬病の概要、狂犬病清浄国について）を理解する。 動物愛護法（5）（周辺の生活環境の保全など）を理解する。

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Veterinary Laws and Regulations
授業形態

講師名

実務経験概要 行政書士、認定動物看護師

授業の概要・目的

認定動物看護師試験の範囲について学ぶと共に、動物看護師及び飼い主としても人や動物と向き合う上で必要な法律について学ぶ。

60 (4)

授業科目名 関連法規 開講学科 動物医療科

開講科目名 動物医療関連法規
開講年度 2

開講期間 通年
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授業科目名 救急・飼い主対応 開講学科 動物医療科

開講科目名 動物臨床検査学
開講年度 2

開講期間 通年

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Animal Clinical Examination
授業形態

講師名

実務経験概要 動物看護師

授業の概要・目的

看護を行うためには、数多くの知識と多角的な視点が必要であり、また、それらを統合し考える能力も必要となる。
本科目では様々な疾患の病態生理を理解し、それによって引き起こされる症状や必要な処置、検査や治療に関する基本的な知識を習得・整理したうえで、罹患動物に対する検
査・治療・入院それぞれでの安全と安楽を守るための思考回路を確立する。

60 (4)

罹患した動物の安全・安楽を考えた看護の具体策を発案できる。

授業計画（テーマ・内容）

各疾病の動物看護師としての視点、アセスメント方法について理解する。 運動・神経機能障害（それそれの症状の特徴）とは何か理解する。

循環機能障害とは何か理解する。循環器の役割の確認を行う。
運動・神経機能障害の代表的な疾患の確認を行う。検査・治療における看護
上の問題点・注意点について理解する。

循環器疾患における看護上の問題点とそのメカニズムについて理解する。 運動・神経機能障害における看護の観察項目と具体策について考える。

循環器疾患の検査・治療における看護上の問題点・注意点について理解す
る。

リハビリテーションの目的・種類・効果について理解する。

循環器疾患の動物の看護目標と観察項目について学ぶ。
排泄機能障害とは何か、多飲多尿を引き起こす疾患とそのメカニズム・治療に
ついて理解する。

循環器疾患の看護の具体策について考える。 多飲多尿の動物に対する看護の具体策について考える。

呼吸機能障害とは何か理解する。循環器の役割の確認を行う。 下痢・便秘を引き起こす疾患とそのメカニズム・治療について理解する。

呼吸器疾患における看護上の問題点とそのメカニズムについて理解する。 下痢・便秘の動物に対する看護の具体策について考える。

呼吸器疾患の検査・治療における看護上の問題点・注意点について理解す
る。

繁殖機能障害とは何か理解する。繁殖に関する基礎知識の確認を行う。

呼吸器疾患の動物の看護目標と観察項目、看護の具体策について考える。
潜在精巣・前立腺肥大・子宮蓄膿症・乳腺腫瘍の疾病機序・治療について理
解する。

消化機能障害とは何か理解する。循環器の役割の確認を行う。 子宮蓄膿症・乳腺腫瘍の看護について理解する。

消化器疾患における看護上の問題点とそのメカニズムについて理解する。 担がん動物における看護の留意点について理解する。

消化器疾患の検査・治療における看護上の問題点・注意点について理解す
る。

甲状腺機能異常・副腎皮質機能異常・糖尿病の疾病機序・治療について理解
する。

消化器疾患の動物の看護目標と観察項目、看護の具体策について考える。
甲状腺機能異常・副腎皮質機能異常・糖尿病の看護の具体策について考え
る。

前期学習内容の総括を行う。 後期学習内容の総括を行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

前回の授業の予告に伴い、1年次に学習した内容から関連個所の予習を行う。
授業終了後には自信を持って説明できない箇所に関して、次回に質問ができるようにノートをまとめる。

教科書・テキスト 動物看護コアテキスト⑥　（ファームプレス）

第1.1版

参考書 臨床動物看護学　各論　（インターズー）

評価方法・基準 評価の割合は筆記試験70％、出席率10％、積極性20％で、最高評価点数を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。
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第1.1版

参考書 なし。

評価方法・基準 実技試験・筆記試験・出席率から総合的に評価を行う。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。

前期学習内容の振り返りを行う。 後期学習内容の振り返りを行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜課題を与える。授業中に書き留めたメモなどをもとにノートを作成する。

教科書・テキスト 動物看護コアテキスト①～⑥　（ファームプレス）　/　動物看護実習テキスト　（インターズー）　/　イラストでみる犬の病気・猫の病気　（講談社）

レントゲンの評価法について理解する。 麻酔中の検査（CPR中の評価も含む）について修得する。

繁殖生理について理解する。 総合復習＋飼い主への説明を行い、検査内容をより実地に即し修得する。

前期学習内容の総括を行う。 後期学習内容の後期総括を行う。

皮膚科検査・耳科検査について修得する。 心電図検査について理解・修得する。

微生物検査について修得する。 内視鏡検査・そのほか特殊検査について修得する。

レントゲン検査の保定について修得する。 グループワークを行い、検査を総合的に考えることを理解する。

血液検査（CBC・血液塗沫）について修得する。 眼科検査について実施手技を修得する。

血液検査（生化学検査までルーチンで行う）について修得する。 CT・MRI検査について理解・修得する。

血液検査（血液塗沫の鏡検）について修得する。 聴診について理解・修得する。

遺伝子検査の概要・検査の感度と特異度、採尿法について理解する。 細胞診・組織診・骨髄診について実施手技を修得する。

便検査について修得する。 超音波検査について理解・修得する。

外注検査に関して・内分泌疾患に関する検査について修得する。 神経学的検査について実施手技を修得する。

授業計画に示すテーマに関して、なぜそのような検査を行うのか、どうすればより正確で安全に検査が行えるのかを自分で考えることができるようになる。

授業計画（テーマ・内容）

フィジカルアセスメントについて理解する。 疾患と血液検査の変化について理解する。

尿検査について修得する。 凝固系検査・クロスマッチについて実施手技を修得する。

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Practice of Animal Clinical Examination Ⅰ
授業形態

講師名

実務経験概要 獣医師として動物病院に勤務

授業の概要・目的

動物病院では、動物の健康状態の把握や疾病の診断を行うために様々な検体検査・生理機能検査が実施される。これらの検査が正確かつ確実に行われなかった場合、診断
の遅延、検体の頻回採取などの患者動物への危険が生じることとなる。また、検体の不完全な取り扱いは、検査者自身の健康被害へとつながる可能性をはらんでいる。さらに、
各々の検査の目的や意義は飼い主への説明の際にも必要不可欠な知識である。本講義では、1学年時に学んだ内容も踏まえ、検査の意義をより深く理解すると共に、検査を安
全・確実に行えるようになることを目的とする

60 (4)

授業科目名 飼育・看護演習 開講学科 動物医療科

開講科目名 動物臨床検査学実習
開講年度 2

開講期間 通年
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講義・演習 時間数（単位数）

1 16
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授業科目名 健康の管理 開講学科 動物医療科

開講科目名 動物臨床栄養学
開講年度 2

開講期間 通年

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Animal Clinical Nutrition
授業形態

講師名

実務経験概要
アズ動物病院開業獣医師

訪問専門動物病院として、兵庫県三田市を中心に、小動物臨床に従事

授業の概要・目的

生命維持にとって栄養摂取は不可欠なものであり、どのようなものを摂取するかによって健康状態は大きく左右される。動物たちは食餌内容を自ら選択することができないた
め、与える物及びその与え方を吟味するのは飼育者の責務である。また、多くの疾患の管理をするにあたって、食餌療法の存在意義は大きい。従って、対象となる疾患の病態
を理解した上で適切に食事管理をしていく必要がある。本授業では栄養素やペットフードに関する基礎知識を習得し、病態と食餌を関連付けて理解することを目的とするもので
ある。

60 (4)

飼い主に食餌の選び方、与え方を説明できるようになる。飼い主に代わって食餌を吟味し、評価できるようになる。病態に関連付けて、なぜその食餌療法が必要なのかを飼い主
に説明、アドバイスできるようになる。

授業計画（テーマ・内容）

食餌の意味、食性とは何か理解する。 消化器疾患の食餌管理②（下痢以外の消化器症状）について理解する。

ビタミン・ミネラルについて理解する。 肥満に対する食事管理（効果的な減量）について理解する。

炭水化物の構造と働きについて理解する。 糖尿病の食餌管理について理解する。

蛋白質の構造と働きについて理解する。
下部尿路疾患の食事管理（ストルバイトとシュウ酸カルシウム尿症）について
理解する。

脂肪の種類と性質について理解する。
下部尿路疾患の食事管理（その他の結晶尿と特発性膀胱炎）について理解す
る。

脂肪の構造と働きについて理解する。 慢性腎疾患の食事管理について理解する。

カロリー計算と維持期の食事管理について理解する。 慢性心不全の食事管理について理解する。

成長期の食事管理について理解する。 アレルギーの機序について理解する。

高齢期の食事管理について理解する。 アレルギー性疾患の食事管理について理解する。

ペットフードとは何か（定義と種類、市場）を理解する。 肝疾患の食事管理について理解する。

ペットフードの取り扱い方、保存法について理解する。 担癌動物に対する栄養支持について理解する。

ペットフードの評価の仕方、表示について理解する。 後期授業内容の総括を行う。

消化器疾患の食事管理①（下痢）を理解する。 後期学習内容の振り返りを行う。

前期授業内容の総括を行う。
関節炎、認知症、甲状腺機能亢進症などに対する食餌の介入について理解す
る。

前期授業内容の振り返りを行う。 後期授業内容のまとめを行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

配布資料と板書をもとに自作のノートを作成する。

教科書・テキスト 毎回授業資料を配布する。

第1.1版

参考書
動物栄養学　日本動物看護職教会認定試験教本　（Inter Zoo） / 小動物の臨床栄養学　(Mark Morris Institute) / 基本からよくわかる犬と猫の栄
養管理　(Inter Zoo) / ペット栄養管理士養成講習会テキスト　全３冊　（日本ペット栄養学会）

評価方法・基準 評価の割合は筆記試験100％で、最高評価点数を100とする。出席率は考慮しない。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。



2020 配当年次

講義・演習 時間数（単位数）

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

授業科目名 飼育・看護演習 開講学科 動物医療科

開講科目名 動物外科看護学
開講年度 2

開講期間 通年

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Animal Surgery Nursing
授業形態

講師名

実務経験概要 動物病院に獣医師として勤務

授業の概要・目的

犬や猫の幼齢期・高齢期特有の健康管理や看護方法を理解・熟知することは、動物看護師が獣医療の場面で獣医師をサポートしながら、動物のライフステージに合わせた入院
中の環境作り・食事管理・精神的なケア・飼い主へのアドバイスを行う上で不可欠なものである。幼齢期では身体的・精神的な著しい成長が見られるが、その中でも新生仔期の
哺育技術や、成長期の社会化に合わせた対応方法を学ぶことは、幼齢動物が健全に成長するための看護を行うために重要な知識となる。また、高齢期では長寿化・高齢化の
影響から起こる疾患に合わせた看護や介護、終末期のケアを、高齢動物や飼い主が体力的・精神的に負担を減らしながら行うことができるよう介助するための知識や技術が必
要となる。動物病院での診察補助・入院管理・飼い主の在宅看護の場面で、幼齢・老齢動物の特徴に合わせた看護の知識・技術を理解する。

120 (8)

犬や猫の生涯のうち幼齢期と老齢期という対極にあるライフステージの基本知識を学び、動物病院での診察補助・動物の取り扱い・入院管理・飼い主とのコミュニケーションに応
用する。幼齢期・高齢期特有の注意すべき病態やケア方法を学び、動物の異常に気づくための知識を習得する。入院管理や在宅看護に生かす高齢期の看護・介護の仕方や終
末期のサポート方法を理解する。

授業計画（テーマ・内容）

犬や猫の出生から看取りまでの一連のライフステージを理解する。 高齢犬・猫が抱える痛みとケアについて理解する。

犬と猫の幼齢期の特徴に合わせた体の取り扱い・健康チェックの仕方・衛生
管理を理解する。

高齢犬の心臓疾患を通して在宅看護や入院看護・管理を理解する。

犬の出生から新生仔期にまつわる看護ケア・技術を理解・習得する。 高齢犬・高齢猫の腎臓疾患を通して在宅看護や入院看護・管理を理解する。

子犬期の食事内容の特徴・食事量の計算・あげ方を理解し、実践する。 高齢犬・高齢猫の腫瘍疾患を通して在宅看護や入院看護・管理を理解する。

猫の出生から新生仔期にまつわる看護ケア・哺育技術を理解・習得する。
高齢犬・猫の認知機能不全症候群の症状や進行を抑えるための対策を説明
できる。

子猫期の食事内容の特徴・食事量の計算・あげ方（離乳食）を理解し、実践す
る。

高齢犬・猫の介護が必要な体の状態・疾患・障害を説明できる。

幼齢犬・幼齢猫によくある病態・疾患を理解し、受け入れから入院管理まで理
解する。

高齢犬・猫の食事内容の特徴を理解し、食事の介助方法を実践する。介護に
役立つグッズの活用方法を理解する。

犬と猫の老化（体の変化）について学び、老化によって起こる日常生活の変
化を説明できるようになる。

高齢犬・猫の介護方法(歩行・排泄の介助）と介護に役立つグッズの活用方法
を理解し実践する。

高齢犬・猫の体の取り扱い方や、整えるべき基本的な飼育環境・入院環境に
ついて理解する。

寝たきりの高齢犬・猫の介護方法と介護に役立つグッズの活用方法を理解し
実践する。

高齢犬・高齢猫の老化する体に合わせた入院中のお手入れ方法・健康管理・
健康チェックの仕方を理解する。

幼齢動物・高齢動物のエマージェンシーや急変が起こりやすい場面と看護に
ついて理解する。

高齢犬の予防医療とよくある病気を知り説明できるようになる。 犬や猫の終末期ケアと安楽死について理解する。

高齢猫の予防医療とよくある病気を知り説明できるようになる。
犬や猫の終末期に直面した飼い主へのサポートや遺族ケアについて理解す
る。

前期学習内容の総括を行う。
幼齢動物・高齢動物と暮らす飼い主へ健康管理・看護アドバイスを行うための
教室開催の意義や手段を理解する。

前期学習内容の振り返りを行う。 後期学習内容の総括を行う。

高齢犬・猫の在宅看護が必要になるよくある疾患と看護方法を理解する。 後期学習内容の振り返りを行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に行う理解度を深めるための小テストへの復習を行う。授業内容のメモや実習内容を振り返ってノートの作成を行う。

教科書・テキスト 動物看護コアテキスト①～⑥　（ファームプレス）

第1.1版

参考書 なし。

評価方法・基準 評価の割合は筆記試験70％、授業中に行う小テスト10％、出席率20％で、最高評価点数を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。
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教科書・テキスト 動物看護実習テキスト　　動物看護師要請専修学校教科書作成委員会　編　（インターズー）

第1.2版

参考書 同上

評価方法・基準 筆記試験および実技試験をともに100点満点で実施し、より点数の高いものを採用する。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。

前期学習内容の総括を行う。 後期学習内容の総括を行う。

前期学習内容の振り返りを行う。
生体への麻酔処置に必要な実践的な準備、注意点を理解する。

後期学習内容の振り返りを行う。
術後の家族のインフォームドコンセントについて理解する。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

配布する資料を用いて毎回の授業内容を自宅で復習する。

具体的な麻酔管理法を理解する。
ガイドラインに基づいた心肺蘇生法を修得する。

抜糸の準備と手技について理解する。

不妊手術の術式について理解する。
術中の麻酔記録、看護記録の記入法を修得する。

去勢手術を実施し、周術期の実践的な動きを修得する。

犬と猫への鎮静処置の手順を修得し、その際の注意点について理解する。 避妊手術時の助手の具体的手技について理解する。

去勢手術時の助手の具体的手技について修得する。

術前準備、麻酔法、術中モニタリングなどについて再度整理し理解を深める。 避妊手術を実施し、周術期の実践的な動きを修得する。

生体への麻酔処置を行い、周術期の実践的な動きを修得する。

術前の手洗い法を修得する。
術着とグローブの着用方法を修得する。
検査や処置に使用するウレタンマットの作成法を修得する。

周術期に起こりうる緊急対応について理解する。

輸液剤の準備について復習し、理解を深める。
手術に必要な薬剤の役割を理解し、その調整法などを修得する。
静脈留置処置、気管挿管の準備について復習し、理解を深める。

ASA分類に基づいた麻酔リスクについて理解する。

麻酔薬について理解する。
麻酔機器の使用法を修得する。

歯石除去の手技とその際の麻酔法について修得する。

術着とドレープの準備について理解する。
術中のモニターについて理解する。
静脈採血と動脈採血の違いについて理解する。

入院時の動物の管理法について修得する。

各手術器具の名称を整理し、その用途を修得する。
術後に着用する腹帯の作成方法を修得する。

入院時の衛生管理について理解する。

エキゾチックアニマル（哺乳類および鳥類）の保定について修得する。 栄養チューブ設置の準備や流動食の調整を修得する。

実践力を身につけるとはいえ、実習のみであらゆる疾患やリスクを抱える動物の外科、麻酔について理解することは困難でる。ただしそれらの症例に臨む上でも、解剖学と生理
学の知識を基礎とした術前準備、術前管理という理解が重要になる。動物たちの状態を常に観察し、その上でどのような看護が必要となるのかを説明、分類できるような思考能
力を身につけることを目標とする。

授業計画（テーマ・内容）

オリエンテーションにより外科看護学の概要を理解する。
実習に参加する犬と猫の総合健康診断を行い、保定および基礎的臨床検査
の復習を行う。

動物看護計画の策定について理解する。

外科手術の準備において必要な小型犬、大型犬、猫の保定法を修得する。 周術期の動物に対する痛みの評価について理解する。

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Practice of Veterinary Surgical Nursing 
授業形態

講師名

実務経験概要 大阪どうぶつ夜間急病センター 獣医師 

授業の概要・目的

まず外科診療の補助に必要な基礎知識を学び、術前準備から術中補助、術後管理までの流れを系統的理解し、安全な手術の実施に必要な知識を修得する。さらには、それら
の準備や管理に加えて、麻酔準備や麻酔監視、助手としての手術の補助、救命救急など学んだ知識の実践力を修得する。これらの目的を果たすためには総合的な看護学への
理解が求められるため、これまでの基礎的な科目の知識を整理し、外科と関連させた実践力として身につけられるよう、適宜復習も織り交ぜながら進めていく。

120 (8)

授業科目名 飼育・看護演習 開講学科 動物医療科

開講科目名 動物外科看護学実習
開講年度 2

開講期間 通年
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成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。

第1.1版

教科書・テキスト 動物看護コアテキスト③　（ファームプレス）　/　動物看護実習テキスト　（インターズー）　/　コンパニオンアニマルの看護技術学　（インターズー）

参考書 同上

評価方法・基準 実技試験及び筆記試験をともに100点満点で実施し、総合的に評価を行う。

前期学習内容の総括を行う。 メディカルアロマ（肉球クリーム作成）について修得する。

前期学習内容の振り返りを行う。 総まとめを行い理解を深める。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜課題を与える。授業中に書き留めたメモなどをもとにノートを作成する。

耳科（耳の構造、点耳、耳洗浄などの耳科処置）について修得する。 これまでの復習を行い理解を深める。

歯科（歯の構造、歯磨きの仕方）について修得する。 後期学習内容の総括を行う。

これまでの復習を行い理解を深める。 後期学習内容の振り返りを行う。

注射法（針、シリンジ、バイアル、アンプルの取り扱い方）について理解する。 東洋医学（概要）について理解する。

小まとめ（現在まで学んだ内容）を行い理解を深める。 マッサージ（ツボを使った）について修得する。

眼科（眼の構造、点眼、眼軟膏などの眼科処置）について修得する。 ワクチン・フィラリア・東洋医学・マッサージのまとめを行い理解を深める。

輸液（輸液準備、輸液ポンプの扱い方）について修得する。 ワクチン・フィラリア（予防）について理解する。

調剤（様々な剤型の調剤・分包）について理解する。 ワクチン・フィラリア（パンフレット作成）を行い修得する。

投薬法（犬）での方法を修得する。 リンパマッサージ（犬）について修得する。

保定（様々な保定法）を修得する。 尿検査（尿検査の手技と検査項目）について修得する。

視診・触診の行い方（講義）を理解する。 便検査（便検査の手技と内部寄生虫）について修得する。

犬で視診・触診を行い方法を修得する。 血液検査・尿検査・便検査のまとめを行い理解を深める。

院内業務・犬の取り扱いについて理解する。 血液検査（血液検査項目とその意義）について理解する。

講師名

実務経験概要 動物病院にて動物看護師として勤務

授業の概要・目的

動物病院内業務に必要な知識と技術を身につける。疾病の成り立ちと回復の促進に寄与することを学ぶ。

到達目標

保定・各種検査等の方法を練習し、身に付ける。飼い主と会話できるようになる。

授業計画（テーマ・内容）

授業科目名 疾病・感染と薬 開講学科 動物医療科

開講科目名 動物感染症学B
開講年度 2

開講期間 通年 必選区分 必修

開講科目英名 Animal Infectio B
授業形態 120 (8)



2020 配当年次

講義・演習 時間数（単位数）

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

授業科目名 疾病・感染と薬 開講学科 動物医療科

開講科目名 動物病理学
開講年度 2

開講期間 後期

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Animal Pathology
授業形態

講師名

実務経験概要
カルディア動物行動クリニック　開業獣医師

行動分野診療、問題行動、飼育指導、家庭犬トレーニング等を専門とし、臨床現場にて飼い主のサポートに従事

授業の概要・目的

様々な疾病が組織や臓器にもたらす変化を学び、病態について理解する。これらのことを理解するために、病気の成り立ち、細胞の死滅、循環障害、退行性病変、進行性病変、
炎症、先天異常、免疫異常、老齢性病変、主要などの項目について学ぶ。

30 (2)

各疾病のメカニズムに関して知り、動物病院における看護に役立てる。

授業計画（テーマ・内容）

神経系疾患（疾患の仕組みと鎮痛薬・鎮静薬・抗けいれん薬等）について理
解する。

呼吸器系疾患（疾患の仕組みと鎮咳薬・去痰薬・気管支拡張薬等）について
理解する。

循環器・泌尿器系疾患（疾患の仕組みと血管拡張薬・心不全治療薬・利尿薬
等）について理解する。

循環器・泌尿器系疾患（疾患の仕組みと血管拡張薬・心不全治療薬・利尿薬
等）について理解する。

消化器系疾患（疾患の仕組みと制吐薬・消化管に作用する薬物・止瀉薬・瀉
下薬等）について理解する。

消化器に作用する薬物（疾患の仕組みと制吐薬・消化管に作用する薬物・止
瀉薬・瀉下薬等）について理解する。

代謝・内分泌系疾患（疾患の仕組みと糖尿病治療薬・甲状腺治療薬・ステロイ
ドホルモン）について理解する。

代謝・内分泌系疾患（疾患の仕組みと糖尿病治療薬・甲状腺治療薬・ステロイ
ドホルモン）について理解する。

血液・免疫系疾患（疾患の仕組みと抗貧血薬・抗炎症薬・免疫抑制薬）につい
て理解する。

血液・免疫系疾患（疾患の仕組みと抗貧血薬・抗炎症薬・免疫抑制薬）につい
て理解する。

化学療法薬（消毒薬・殺虫薬・抗菌薬・抗真菌薬・駆虫薬・抗腫瘍薬）について
理解する。

化学療法薬（消毒薬・殺虫薬・抗菌薬・抗真菌薬・駆虫薬・抗腫瘍薬）について
理解する。

化学療法薬（消毒薬・殺虫薬・抗菌薬・抗真菌薬・駆虫薬・抗腫瘍薬）について
理解する。

後期学習内容の総括を行う。

後期学習内容の振り返りを行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜課題を与える。授業中に書き溜めたメモなどをもとにノートを作成する。

教科書・テキスト 動物看護コアテキスト③　（ファームプレス）

第1.2版

参考書 なし。

評価方法・基準 評価の割合は筆記試験80％、出席率20％で、最高評価点数を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。



2020 配当年次

講義・演習 時間数（単位数）

1 16

2 17

3 18
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授業科目名 飼育・看護演習 開講学科 動物医療科

開講科目名 動物薬理学
開講年度 2

開講期間 通年

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Animal Phamacology
授業形態

講師名

実務経験概要 勤務獣医師として、臨床医療に長年従事

授業の概要・目的

臨床の現場では欠かすことのできない薬物治療について、薬理作用と作用機序、薬物の体内動態、有害作用や、代表的な薬物の作用、副作用を理解し、その必要性や、適応と
される病態、投薬時の注意点などについて知識を深める。

120 (8)

臨床の現場で使用される薬物の特性を学び、投薬前後での病態の変化にいち早く気づけるようになり、また、飼い主への服薬指導が的確に行えるようになる。

授業計画（テーマ・内容）

薬物の基本知識（薬物治療の概念・薬理作用）について理解する。 神経系に作用する薬物（鎮痛薬・鎮静薬）について理解する。

薬物の基本知識（薬物動態）について理解する。 神経系に作用する薬物（抗けいれん薬・問題行動治療薬）について理解する。

薬物の有害作用（副作用・中毒作用・薬物アレルギー・薬物依存・耐性）につ
いて理解する。

呼吸器系に作用する薬物（鎮咳薬・去痰薬・気管支拡張薬）について理解す
る。

薬効に影響を与える因子について理解する。
循環器・泌尿器系に作用する薬物（血管拡張薬・心不全治療薬・利尿薬）につ
いて理解する。

薬物の取り扱い（薬物の剤形の違い・投与方法）について理解する。
消化器に作用する薬物（制吐薬・消化管に作用する薬物・止瀉薬・瀉下薬）に
ついて理解する。

薬物の分類や法規を学び、毒薬・劇薬・麻薬などの取り扱い方を理解する。
代謝・内分泌に作用する薬物（糖尿病治療薬・甲状腺治療薬）について理解す
る。

処方や治療の略語を理解し、薬用量の計算ができるようになる。 代謝・内分泌に作用する薬物（ステロイドホルモン）について理解する。

処方や治療の略語を理解し、薬用量の計算ができるようになる。 血液・免疫系に作用する薬物（抗貧血薬・抗炎症薬）について理解する。

輸液療法の必要性を理解し、輸液量の計算ができるようになる。 血液・免疫系に作用する薬物（免疫抑制薬）について理解する。

輸液療法の必要性を理解し、輸液量の計算ができるようになる。 化学療法薬（抗菌薬）について理解する。

神経系に作用する薬物（全身麻酔薬）について理解する。 化学療法薬（抗真菌薬）について理解する。

神経系に作用する薬物（局所麻酔薬）について理解する。 化学療法薬（駆虫薬・殺虫薬・抗腫瘍薬）について理解する。

寄生虫に作用する薬物（原虫・蠕虫・衛生動物）について理解する。 化学療法薬（抗腫瘍薬）について理解する。

前期学習内容の総括を行う。 後期学習内容の総括を行う。

前期学習内容の振り返りを行う。 後期学習内容の振り返りを行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に書き留めた内容をもとに、ノートを作成する。

教科書・テキスト 動物看護コアテキスト③　（ファームプレス）

第1.1版

参考書 なし。

評価方法・基準 評価の割合は、筆記試験80％、出席率20％で、最高評価点数を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。



2020 配当年次

講義・演習 時間数（単位数）

1 16

2 17
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15 30

授業科目名 飼育・看護演習 開講学科 動物医療科

開講科目名 産業動物学
開講年度 2

開講期間 前期

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Commercial Animal Studies
授業形態

講師名

実務経験概要 大阪市阿倍野区にて25年以上開業獣医師として動物病院を経営。

授業の概要・目的

産業動物の歴史や品種、飼養管理法、および畜産業など社会との関わりについて学ぶ。

60 (4)

家畜の種類と特徴について知る。主要家畜（馬、牛、綿羊、山羊、豚、鶏）の飼養管理法について知る。日本の畜産業の実際について知る。

授業計画（テーマ・内容）

産業動物の獣医学上の位置付けについて知る。

動物の身体について復習を行う。

牛の解剖と生理について理解する。

牛の主な疾患について理解する。

豚の解剖と生理について理解する。

豚の主な疾患について理解する。

馬の解剖と生理、および主な疾患について理解する。

綿羊の解剖と生理、および主な疾患について理解する。

山羊の解剖と生理、および主な疾患について理解する。

鶏の解剖と生理、および主な疾患について理解する。

魚類、ジビエなどについて理解する。

栄養学としての産業動物について理解する。

中毒について理解する。

前期学習内容の総括を行う。

前期学習内容の振り返りを行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜課題を与える。授業中に書き溜めたメモなどをもとにノートを作成する。

教科書・テキスト 動物看護コアテキスト①・④　（ファームプレス）

第1.2版

参考書 なし。

評価方法・基準 評価の割合は筆記試験70％、出席率30％で、最高評価点数を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。



2020 配当年次

講義・演習 時間数（単位数）

1 16

2 17
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5 20
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9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

授業科目名 飼育・看護演習 開講学科 動物医療科

開講科目名 実験動物学
開講年度 2

開講期間 前期

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Experimental Animal Studies
授業形態

講師名

実務経験概要 大阪市阿倍野区にて25年以上開業獣医師として動物病院を経営。

授業の概要・目的

実験動物の歴史や品種、飼育管理法、動物実験との関わりについて学ぶ。

45 (3)

実験動物の基礎について知る。実験動物の制御（コントロール）と疾患モデル動物について知る。

授業計画（テーマ・内容）

実験動物とは何か（1）を理解する。

実験動物とは何か（2）を理解する。

実験動物とは何か（3）を理解する。

小動物とは何かを理解する。

小動物の主な種類について理解する。

小動物の特徴について理解する。

中動物とは何かを理解する。

中動物の主な種類について理解する。

中動物の特徴について理解する。

大動物とは何かを理解する。

大動物の主な種類について理解する。

大動物の特徴について理解する。

SPFなど特別な飼育法について理解する。

前期学習内容の総括を行う。

前期学習内容の振り返りを行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜課題を与える。授業中に書き溜めたメモなどをもとにノートを作成する。

教科書・テキスト 動物看護コアテキスト①・④　（ファームプレス）

第1.1版

参考書 なし。

評価方法・基準 評価の割合は筆記試験70％、出席率30％で、最高評価点数を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。



2020 配当年次

講義・演習 時間数（単位数）

1 16
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3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29
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第1.1版

参考書 なし。

評価方法・基準 評価の割合は筆記試験100％で、最高評価点数を100とする。ただし、筆記試験の点数が50～59点の場合は出席率80％以上であれば60点とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。

前期学習内容の振り返りを行う。
ウサギの食事管理について理解する。ウサギの保定・強制給餌方法を習得
する。

ウサギ・フェレットの疾病、手術等について理解する。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜課題を与える。授業中に書き溜めたメモなどをもとにノートを作成する。

教科書・テキスト 動物看護コアテキスト④　（ファームプレス）

ウサギの飼育・疾病について理解する。 フクロモモンガの疾病について理解する。

前期学習の動物の重要事項を復習する。 後期学習の動物の重要事項を復習する。

前期学習内容の総括を行う。 後期学習内容の総括を行う。

モルモットの繁殖・疾病について理解する。モルモットの保定方法を習得す
る。

ミニブタの生態・飼育について理解する。

チンチラの生理的特徴について理解する ミニブタの飼育について理解する。デグーの生態・飼育について理解する。

ウサギの形態・生理について理解する。
デグーの疾病について理解する。フクロモモンガの形態・生理について理解す
る。

カメの疾病について理解する。 鳥の疾病について理解する。

グリーンイグアナの生態・飼育・疾病について理解する。 鳥の入院管理について理解する。

モルモットの形態・生理・飼育について理解する。 ハリネズミの生態・飼育・疾病について理解する。

ハムスターの保定方法を習得する。マウス・ラットの形態・生理について理解
する。

フェレットの疾病・入院管理について理解する。

シマリス・プレーリードッグの形態・生理・飼育について理解する。 鳥の分類・形態・生理について理解する。

爬虫類およびカメの分類の概要について理解する。 鳥の診療・疾病について理解する。小鳥の保定方法を習得する。

エキゾチックアニマルの分類ができ、生態・飼育について飼い主に説明できるようになる。また、診察補助、入院した動物の管理ができるように生理学的特徴、疾病について理解
する。

授業計画（テーマ・内容）

エキゾチックアニマルの概要について理解する。ハムスターの形態・生理につ
いて理解する。

フェレットの形態・生理について理解する。

ハムスターの飼育・疾病について理解する。 フェレットの特徴・飼育について理解する。

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Companion Animal Studies
授業形態

講師名

実務経験概要 獣医師として動物病院を開業

授業の概要・目的

エキゾチックアニマルはペットとして飼われている歴史が浅く、飼育に関して不明な点が多い生物では繁殖させたり寿命を全うさせたりするどころか、長期飼育さえ困難なものも
いる。栄養学的なことや感染症など、飼育のための必要最低限な情報も不明な種は多い。そのため基礎的な知識の習得や設備投資を怠った状態で飼育開始するケースも見ら
れる。こうしたことから動物病院などの現場へ就職を目指す学生は正しい知識を身につけそれを伝えることができるようになる必要がある。本開講科目では動物病院に来院する
ことが多いと考えられるエキゾチックアニマルを中心にそれら動物の生態・生理・飼育・疾病等について習得する。

60 (4)

授業科目名 飼育・看護演習 開講学科 動物医療科

開講科目名 伴侶動物学
開講年度 2

開講期間 通年
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第1.2版

参考書 野生動物救護ハンドブック　（文永堂出版）

評価方法・基準 評価の割合は筆記試験80％、出席率20％で、最高評価点数を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。

後期学習内容の振り返りを行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜課題を与える。授業中に書き溜めたメモなどをもとにノートを作成する。

教科書・テキスト 動物看護コアテキスト①・④　（ファームプレス）

野生哺乳動物の救護（ムササビ、モモンガ、ニホンジカ、ニホンヤマネ、ノウサ
ギ）について理解する。

野生哺乳動物の救護（ムササビ、モモンガ、ニホンジカ、ニホンヤマネ、ノウサ
ギ）について理解する。

後期学習内容の総括を行う。

野鳥の救護（カモ類、サギ類、ワシタカ類、フクロウ類、ミズナギドリ類、カモ
メ、アジサシ類）について理解する。

野鳥の救護（ツブミ、オナガ、カラス類、ウグイス類、ヒタキ類）について理解す
る。

野鳥の救護（ツブミ、オナガ、カラス類、ウグイス類、ヒタキ類）について理解す
る。

野生動物関連法規（国際環境法、環境基本法、個別の自然、保護法、外来生
物法）について理解する。

野生動物関連法規（国際環境法、環境基本法、個別の自然、保護法、外来生
物法）について理解する。

野鳥の救護（カモ類、サギ類、ワシタカ類、フクロウ類、ミズナギドリ類、カモ
メ、アジサシ類）について理解する。

野鳥の救護（メジロ、シジュウカラ、カワラヒワ、ドバト、キジバト、セキレイ）に
ついて理解する。

野生哺乳動物の救護（タヌキ、ハクビシン）について理解する。

野生哺乳動物の救護（タヌキ、ハクビシン）について理解する。

・身近にいる野生動物に関する知識を身に付け、救護個体の適正な取り扱い、看護を習得する。
・野生鳥獣と共存の啓発を行えるようになる。

授業計画（テーマ・内容）

野生動物救護の現状と課題、鳥獣害、保全、動物園の役割について理解す
る。

野鳥の救護（スズメ、ツバメ、ヒヨドリ、ムタドリ）について理解する。

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Wild Animal Studies
授業形態

講師名

実務経験概要 獣医師として動物病院を開業

授業の概要・目的

・日本の野動物の種類と保全、また動物と共存するために、身近な野生動物とその暮らしについて学ぶ。
・傷害野生鳥獣の救護と取扱い、関連法規について理解を深める。

30 (2)

授業科目名 人との調和 開講学科 動物医療科

開講科目名 野生動物学
開講年度 2

開講期間 後期
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第1.2版

参考書 研究テーマごとの論文

評価方法・基準 評価の割合は卒業研究中間発表及び学科内最終発表、卒業研究制作の評価70％、授業内評価10％、出席率20％で、最高評価点数を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。

データの集積と解析方法を検討しながら、実際のデータを解析する。 論文作成マニュアルに沿って論文を作成する。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業までの1週間、研究グループ内での情報収集、予備調査・実験、本調査・実験、データの収集と分析を行う。（授業内で随時確認）

教科書・テキスト 卒業研究論文作成マニュアル（竹花作成）

研究目的から導かれる実験手続きを計画したり、目的に沿ったアンケート・質
問紙を作成する。

論文作成マニュアルに沿って論文を作成する。

研究目的から導かれる実験手続きを計画したり、目的に沿ったアンケート・質
問紙を作成する。第2回中間発表を行う。

論文作成マニュアルに沿って論文を作成する。

データの集積と解析方法を検討しながら、実際のデータを解析する。 論文作成マニュアルに沿って論文を作成する。

研究目的から導かれる実験手続きを計画したり、目的に沿ったアンケート・質
問紙を作成する。

データの集積と解析方法を検討しながら、実際のデータを解析する。卒業研究
発表会に向けてのPPT作成及び論文作成に取り組む。第4回中間発表を行う。

研究目的から導かれる実験手続きを計画したり、目的に沿ったアンケート・質
問紙を作成する。

論文作成マニュアルに沿って論文を作成する。

研究目的から導かれる実験手続きを計画したり、目的に沿ったアンケート・質
問紙を作成する。

論文作成マニュアルに沿って論文を作成する。

研究テーマとその方向性から、研究の目的、仮説、方法について具体的に文
章化しながら、その詳細を計画する。

データの集積と解析方法を検討しながら、実際のデータを解析する。卒業研究
発表会に向けてのPPT作成及び論文作成に取り組む。第3回中間発表を行う。

研究テーマとその方向性から、研究の目的、仮説、方法について具体的に文
章化しながら、その詳細を計画する。第1回中間発表を行う。

データの集積と解析方法を検討しながら、実際のデータを解析する。卒業研究
発表会に向けてのPPT作成及び論文作成に取り組む。

研究テーマとその方向性から、研究の目的、仮説、方法について具体的に文
章化しながら、その詳細を計画する。

データの集積と解析方法を検討しながら、実際のデータを解析する。卒業研究
発表会に向けてのPPT作成及び論文作成に取り組む。

実験、調査を進めていくうえでの、基本的なデータ分析の仕方について学習
する。

データの集積と解析方法を検討しながら、実際のデータを解析する。卒業研究
発表会に向けてのPPT作成及び論文作成に取り組む。

研究テーマとその方向性から、研究の目的、仮説、方法について具体的に文
章化しながら、その詳細を計画する。

データの集積と解析方法を検討しながら、実際のデータを解析する。卒業研究
発表会に向けてのPPT作成及び論文作成に取り組む。

研究テーマとその方向性から、研究の目的、仮説、方法について具体的に文
章化しながら、その詳細を計画する。

データの集積と解析方法を検討しながら、実際のデータを解析する。卒業研究
発表会に向けてのPPT作成及び論文作成に取り組む。

チームアプローチを目標に科学的視点から客観的に分析できる能力を身につけることを目標とする。卒業研究を通して、実践的な作業能力とデータ分析の仕方、問題意識を具
体的な調査に反映するスキル、仮説演繹的思考力を高めることを目標とする。

授業計画（テーマ・内容）

卒業研究レポートの位置づけとどのように研究レポートを書き進めていくかの
基本的考え方について理解する。

データの集積と解析方法を検討しながら、実際のデータを解析する。卒業研究
発表会に向けてのPPT作成及び論文作成に取り組む。

実験、調査を進めていくうえでの、基本的なデータ分析の仕方について学習
する。

データの集積と解析方法を検討しながら、実際のデータを解析する。卒業研究
発表会に向けてのPPT作成及び論文作成に取り組む。

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Graduation Study
授業形態

講師名

実務経験概要 動物看護師

授業の概要・目的

卒業研究作成に必要な基本的なノウハウについて習得する。同時に、各自もしくは各グループのテーマの決定とそれに伴う情報収集を行う。卒業研究のレベルアップとして、実
験計画法もしくは研究法といった方法論と卒業研究に必要なデータの処理についても学習する。科学性と客観性に重点を置き、レポートとは異なるあくまでも論文形式であること
を強調する。ただし、内容的には動物看護の枠組みの中での実学的なわかりやすいかつ質の向上を目標にした研究・実践報告としたい。

60 (4)

授業科目名 卒業研究 開講学科 動物医療科

開講科目名 卒業研究
開講年度 2

開講期間 通年
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授業科目名 動物・入院管理 開講学科 動物医療科

開講科目名 動物臨床看護学各論
開講年度 2

開講期間 通年

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Itemized Theory of Animal Clinical Nursing
授業形態

講師名

実務経験概要 獣医師として動物病院開業

授業の概要・目的

小動物（主に犬と猫）に日常的にみられる疾病についての正確な知識（疾病の概要・症状・原因・検査・治療）を学び、動物看護師としてよりよい看護計画を立てられるようになる
ことを目的とする。

120 (8)

①主に犬と猫の色々な疾患に対する正確かつ十分な知識の習得を第一の目標とする。
②疾患に対する十分な知識を基に、それぞれの症例に合わせた最良の看護計画を立て、実践できるようにする。
③動物看護師統一認定試験に合格できる応用力を身に付ける。

授業計画（テーマ・内容）

①1年間の授業について理解する。
②循環器系疾患（心臓の構造と血液循環）について復習を行う。

泌尿器系疾患⇒腎臓の機能についての復習・泌尿器系疾患に認められる特
徴的な症状について（排尿異常・尿色の変化など）・尿検査について理解す
る。

①循環器系疾患（主症状）について理解する。
②循環器系疾患各論No1（心不全・急性循環不全（ショック）、僧帽弁閉鎖不
全症、心筋症について理解する。

泌尿器系疾患各論No1⇒腎不全・尿路感染症・尿路結石・多発性腎嚢胞につ
いて理解する。

循環器系疾患各論No2⇒犬と猫のフィラリア症について・先天性心疾患につ
いて理解する。

生殖器系疾患⇒①雄と雌の生殖器の構造についての復習を行う。
②生殖器系疾患各論No1　⇒雄の生殖器系疾患・雌の生殖器系疾患について
理解する。

①循環器系疾患の小テストを行う。
②呼吸器系疾患⇒呼吸器系の構造と役割についての復習を行う。

①泌尿器系及び生殖器系疾患小テストを行う。
②神経系疾患⇒神経系の分類・神経系疾患にみられる症状について理解す
る。

呼吸器系疾患各論No1⇒胸膜滲出（胸水）・気管虚脱・喉頭麻痺・横隔膜ヘル
ニア・短頭種気道閉塞症候群について理解する。

神経系疾患各論No1⇒てんかん・水頭症・肝性脳症などについて理解する。

呼吸器系疾患各論No2⇒上部気道炎・気管支肺炎・猫喘息・肺腫瘍・逆くしゃ
み症候群について理解する。

神経系疾患各論No2⇒脊髄疾患（椎間板ヘルニア・変性性脊髄症・進行性脊
髄軟化症・環軸椎亜脱臼など）について理解する。

①呼吸器系疾患小テストを行う。
②消化器系疾患⇒消化管と消化腺の構造と役割についての復習・消化器系
疾患に特徴的な症状について理解する。

①神経系疾患小テストを行う。
②内分泌系疾患⇒ホルモンと分泌腺の復習を行う。

消化器系疾患各論No1⇒口腔内疾患（腫瘍・歯牙疾患）・食道の疾患・胃と腸
の疾患・肛門周囲の疾患（肛門嚢炎・会陰ヘルニアなど）について理解する。

内分泌系疾患各論⇒下垂体・甲状腺・副腎・上皮小体の疾患・糖尿病につい
て理解する。

消化器系疾患各論No2⇒肝臓と胆道系疾患（肝炎・胆のう炎・胆泥症・胆嚢粘
液嚢腫など）・膵臓の疾患(膵炎・膵外分泌不全など）について理解する。

①内分泌系疾患小テストを行う。
②眼科疾患⇒眼球の構造と役割の復習・色々な眼科の検査について理解す
る。

①消化器系疾患小テストを行う。
②運動器系疾患⇒骨・筋肉・靭帯などの機能についての復習を行う。

眼科疾患各論⇒角膜疾患・涙の疾患・前眼部の疾患（白内障・緑内障）・網膜
と視神経の疾患・眼瞼の疾患について理解する。

運動器系疾患各論No1⇒骨折について（分類・治癒過程など）・膝関節周囲の
疾患（膝蓋骨脱臼・前十字靭帯の断裂など）について理解する。

血液・免疫疾患各論⇒貧血・自己免疫性溶血性貧血・DIC・悪性リンパ腫・フオ
ン・ヴィレブランド病について理解する。

運動器系疾患各論No2⇒股関節周囲の疾患（先天性股関節形成不全症・レッ
グカルベペルテス病など）・その他（変形性関節症・関節リュウマチ・肥大性骨
関節症など）・骨腫瘍（骨肉腫）について理解する。

皮膚科疾患各論⇒アレルギー性・細菌性・真菌性・寄生虫性・自己免疫性の
皮膚疾患について理解する。

前期学習内容の総括を行う。 後期学習内容の総括を行う。

前期学習内容の振り返り（1）を行う。 後期学習内容の振り返り（1）を行う。

前期学習内容の振り返り（2）を行う。 後期学習内容の振り返り（2）を行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業前に各自でテキストの内容を確認し、毎回の授業に臨むこと。またさらに授業終了後はテキストをもう一度確認して、学んだ知識の定着をする
ことが望ましい。

教科書・テキスト 作成したオリジナルのテキスト（プリント）を使用する。

第1.1版

参考書 イラストでみる犬の病気　（講談社） / イラストでみる猫の病気　（講談社）

評価方法・基準 評価の割合は筆記試験60％、授業内小テスト30％、出席率及び授業態度10％で、最高評価点数を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。
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第1.1版

参考書 なし。

評価方法・基準 評価の割合は筆記試験50％、出席率25％、授業態度25％で、最高評価点数を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。

前期学習内容の総括を行う。 後期学習内容の総括を行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜課題を与える。授業中に書き溜めたメモなどをもとにノートを作成する。

教科書・テキスト 動物看護コアテキスト⑤　（ファームプレス）

整形疾患、口腔疾患についての問診を習得する。(ロールプレイング)
犬猫のワクチン接種についての説明、ワクチン接種後の注意事項の説明をス
ムーズにできるようになる。

循環器疾患、呼吸器疾患についての問診を習得する。(ロールプレイング)
ノミ・ダニ予防を飼主様へ推奨し、スポットタイプの予防薬については使用方法
の指導ができるようになる。

疾患を予測しながらの問診を練習し、実際に行う現場での問診を習得する。 フィラリア予防について分かりやすく説明できるようになる。

ワクチン接種時、消化器疾患についての問診を習得する。(ロールプレイング) 癌患者に対してのグリーフケアを習得する。

泌尿器疾患、皮膚疾患(皮膚・耳)についての問診を習得する。(ロールプレイ
ング)

急死、突然死に対してのグリーフケアを習得する。

神経疾患、眼科疾患についての問診を習得する。(ロールプレイング) 犬猫の避妊去勢のメリット・デメリットについて飼主様へ説明できるようになる。

受付(会計時：ワクチン接種、予防(ノミ、ダニ、フィラリア)後、薬の説明)を習得
する。(ロールプレイング)

入院患者の面会対応を習得する。

電話対応①フード・薬の注文、予防についての問合せ、業者対応を習得す
る。(ロールプレイング)

慢性疾患に対してのグリーフケアを習得する。

電話対応②病気、手術(避妊、去勢、その他疾患)の問合せについて習得す
る。(ロールプレイング)

術後または麻酔下検査後状態悪化した場合のグリーフケアを習得する。

衛生管理②(洗浄、消毒、滅菌、手洗いについて)を理解する。 治療や看護対応へのクレーム対応を習得する。

受付業務、カルテ(顧客)管理について理解する。 受付・電話対応(接客)へのクレーム対応を習得する。

受付(来院時：初診、再診、予防、病気、吠える犬、大型犬、猫)の対応を習得
する。(ロールプレイング)

入院看護記録の必要性と書き方について理解し、習得する。

院内でのスムーズなコミュニケーションと、明るく落ち着いたオーナー様対応ができるようになる。

授業計画（テーマ・内容）

動物病院の現場、動物看護師の働きについて把握する。院内コミュニケー
ションの重要性とチーム医療について理解する。

待ち時間に対するクレーム対応を習得する。

身だしなみについて学ぶ。衛生管理①(感染とは何か、院内清掃について)を
理解する。

診療費に対するクレーム対応を習得する。

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Integrated Animal Clinical Nursing
授業形態

講師名

実務経験概要 動物看護師として動物病院で勤務

授業の概要・目的

コミュニケーション能力を上げ、受付でのオーナー様対応を実践形式で学び習得し、働きやすい人間関係を構築できるようになる。また、衛生管理や顧客管理についても学ぶ。

60 (4)

授業科目名 動物・入院管理 開講学科 動物医療科

開講科目名 動物臨床看護学総論
開講年度 2

開講期間 通年
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参考書 動物看護コアテキスト　（インターズー）

評価方法・基準 評価の割合は筆記試験100％で、最高評価点数を100とする。

成績評価 評価点数80点以上をA、79点～70点をB、69点～60点をCとし、59点以下をD評価とする。ただしA、BおよびCを合格とし、Dを不合格とする。

前期学習内容の総括を行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業中に適宜課題を与える。授業中に書き溜めたメモなどをもとにノートを作成する。

教科書・テキスト 動物看護コアテキスト②　（ファームプレス）

遺伝性疾患（1）について理解する。

遺伝性疾患（2）について理解する。

毛色遺伝子について理解する。

分娩と助産・帝王切開について理解する。

新生仔の成長とケアについて理解する。

遺伝学の基礎知識について理解する。

猫の繁殖生理について理解する。

犬と猫の交尾様式と妊娠診断について理解する。

胎児の成長と妊娠中のケアについて理解する。

犬の繁殖生理について理解する。

犬の性周期とホルモンの関係について理解する。

犬の交配適期と膣細胞スメアとの関係について理解する。

繁殖に関わるしくみを理解し、正しい繁殖と新生児の管理の知識と技術を伝えることができるようになる。

授業計画（テーマ・内容）

繁殖学の概論（繁殖とは何か）について理解する。

繁殖季節と性成熟について理解する。

到達目標

必選区分 必修

開講科目英名 Animal(Dog)Breeding
授業形態

講師名

実務経験概要
カルディア動物行動クリニック　開業獣医師

行動分野診療、問題行動、飼育指導、家庭犬トレーニング等を専門とし、臨床現場にて飼い主のサポートに従事

授業の概要・目的

繁殖に関わる形態機能学を学び、妊娠・分娩と新生仔管理、遺伝学の基礎知識を習得する。
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授業科目名 動物の体の構造・機能 開講学科 動物医療科

開講科目名 動物繁殖学
開講年度 2

開講期間 前期
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