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授業科目名 アニマルヘルスケア 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 獣医師免許取得後、勤務医として小動物臨床に従事ののち、現在は理学療法、食事指導、運動療法などのリハビリ診察を主に行っている。

授業の概要・目的

栄養（食餌）は生命維持に必要なだけでなく、健康に過ごすためにも重要なものである。また、食餌内容によって管理できる疾患も多い。現在は
様々なペットフードが普及しているため、各個体の健康管理のためには食餌や栄養に関する正しい知識をもって、各個体、状態に合ったフードを
選択しなければならない。動物医療に携わる者として、食餌を選択する飼育者に正しい指導ができる必要がある。本授業では栄養素やペットフー
ドに関する基礎知識、疾患と食餌の関係について習得、理解することを目的とする。

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。各個体に食餌が合っているか評価ができるようになる。疾患に対する食餌療法につい
て飼い主に説明、アドバイスができるようになる。

授業計画（テーマ・内容）

栄養の役割とバランスについて　動物（主に犬猫）の食性について 体格のチェックと体重管理　肥満

消化・吸収・排泄物について　腸内細菌について 消化器疾患と食餌

栄養素の分類　栄養素各論１（ビタミン及びミネラル） 食物アレルギーと食餌

栄養素各論２（炭水化物） 皮膚疾患、糖尿病と食餌

栄養素各論３（タンパク質・脂質） 下部尿路疾患と食餌

栄養素各論４（水）　エネルギー量の計算 慢性腎臓病と食餌

ライフステージ別の食餌管理（成長期　維持期　老齢期） 心疾患、肝疾患と食餌

ライフステージ別の食餌管理（避妊去勢手術との関係　妊娠）　様々な給餌法 その他の疾患と食餌（癌　甲状腺　痴呆　関節疾患）

ペットフードとは（製造法、分類、工夫　など） 症例検討（様々な状態、状況における飼い主へのアドバイス）

ペットフードの表示を読み解く

食べてはいけないもの、注意が必要なもの　　サプリメントペットフードの選択方法

強制給餌　経口以外の栄養補給法

嗜好性をあげる方法　　フードの切り替え方法　飼い主へのアド
バイス

手作り食について

前期まとめ 後期まとめ

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。 後期の振り返りを行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

配布資料、授業内容を自身でまとめる（レポートとしての提出あり）　授業内容の復習（小テストでの確認）

教科書・テキスト 必要に応じて資料を配布

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) 　その他講義内で適宜紹介

評価方法・基準 筆記試験、レポート提出、出席率、授業態度を合わせて評価。最高１００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。1
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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 動物臨床検査学実習
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 Practice of Animal Clinical ExaminationⅠ
授業形態

講師名

実務経験概要 小動物を中心とした臨床獣医師として、多数の動物病院での診療に従事。

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
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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。 凝固系検査・クロスマッチのについて理解する。

便検査について修得する。 細胞診・組織診・骨髄診について理解する。

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。 超音波検査について理解・修得する。

尿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。

遺伝子検査の概要・検査の感度と特異度、採尿法について修得する。 眼科検査について実施手技を理解する。

血液検査（CBC・血液塗沫）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（生化学検査までルーチンで行う）について修得する。 聴診について理解・修得する。

血液検査（血液塗沫の鏡検）について修得する。 心電図検査について理解・修得する。

皮膚科検査・耳科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。

微生物検査について修得する。

総合復習+麻酔中の検査（CPR中の評価も含む）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。

猫の保定と採血について修得する。

レントゲンの評価法について理解する。 後期試験

繁殖生理について理解する。 後期振り返り

前期学習内容の総括を行う。 総まとめ①疾患と血液検査の変化について理解する。

前期学習内容の振り返りを行う。 総まとめ②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。

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 講義中にテキストとなる資料を配布します。

参考書 動物看護コアテキスト改訂版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

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。
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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。

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　（EDUWARD Press）

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。 抜糸の準備と手技について理解する。

前期学習内容の総括を行う。 後期学習内容の総括を行う。

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。

去勢手術時の助手の具体的手技について修得する。

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。

避妊手術時の助手の具体的手技について理解する。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。

去勢手術を実施し、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 Animal Surgery 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。
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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 動物外科看護学実習
開講年度 2

開講期間 通年
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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。

60 (4)

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（抗真菌薬）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）

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。
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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。

ウサギの保定・強制給餌
ウサギの重要事項のまとめ

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。
ウサギの食餌管理について理解する。

後期学習内容の総括を行う。

グリーンイグアナの基礎知識・疾病について理解する。
ミニブタの疾病について理解する。
デグーの生態・生理について理解する。

ウサギの形態・生理について理解する。

フクロモモンガの形態・生理について理解する。ウサギの飼育について理解する。

デグーの疾病について理解する。

モルモットの形態・生理・飼育・疾病について理解する。 鳥の疾病について理解する。
小鳥の保定方法について実習する。

チンチラの形態・生理・飼育・疾病について理解する。 ハリネズミの生態・生理・飼育・疾病について理解する。

爬虫類の分類について理解する。
カメの飼育・疾病について理解する。

ミニブタの生態・飼育について理解する。

マウス・ラットの形態・生理疾病について理解する。 鳥の分類・形態・生理について理解する。

シマリスの形態・生理・飼育について理解する。 鳥の飼育について理解する。

プレーリードッグの形態・生理・飼育について理解する。 鳥の診療・疾病について理解する。

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。
ハムスターの保定方法を習得する。

フェレットの特徴・飼育・疾病について理解する。

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
みなせ動物病院開業獣医師

京都府乙訓郡を中心に、犬猫ならびにエキゾチックアニマルを中心とした臨床に従事

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 人との調和 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



2022 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

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。

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）

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。

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。

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。

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。

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。

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。

30 (2)

授業科目名 動物飼養管理Ⅱ 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 通年



2022 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

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)

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

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）

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

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

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

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

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）

授業中に適宜課題を与える。

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。



2022 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

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％、出席率を２０％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。

前期学習内容の振り返り 後期学習内容の振り返り

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からノートを作成する

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

動物愛護法（３）飼い主の責務、犬猫の引取りなど 薬機法、民法など

前期学習内容の総括 後期学習内容の総括

外来生物法，ワシントン条約、鳥獣保護法

獣医療法（１）　獣医療法の概要、開院時の届出など 愛玩動物看護師法（2）　愛玩動物看護師の役割など

獣医療法（２）獣医療分野における広告規制など

廃棄物処理法、感染症法など動物愛護法（１）　動物愛護法の制定背景、法律の概要

身体障害者補助犬法、家畜伝染病予防法

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

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

獣医師法（３）　獣医師の届出義務、罰則など 愛玩動物看護師法（1）　法の概要

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	 動物愛護法（６）動物取扱業の概要　その１	

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

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

・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、授業概要説明、法律の仕組み 動物愛護法（４）動物虐待の定義、罰則

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

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

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



2022 配当年次

講義・演習 時間数（単位数）
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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

授業の概要・目的

栄養（食餌）は生命維持に必要なだけでなく、健康に過ごすためにも重要なものである。また、食餌内容によって管理できる疾患も多い。現在は様々な
ペットフードが普及しているため、各個体の健康管理のためには食餌や栄養に関する正しい知識をもって、各個体、状態に合ったフードを選択しなけ
ればならない。動物医療に携わる者として、食餌を選択する飼育者に正しい指導ができる必要がある。本授業では栄養素やペットフードに関する基礎
知識、疾患と食餌の関係について習得、理解することを目的とする。

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。各個体に食餌が合っているか評価ができるようになる。疾患に対する食餌療法について飼い
主に説明、アドバイスができるようになる。

授業計画（テーマ・内容）

栄養の役割とバランスについて　動物（主に犬猫）の食性について 体格のチェックと体重管理　肥満

消化・吸収・排泄物について　腸内細菌について 消化器疾患と食餌

栄養素の分類　栄養素各論１（ビタミン及びミネラル） 食物アレルギーと食餌

栄養素各論２（炭水化物） 皮膚疾患、糖尿病と食餌

栄養素各論３（タンパク質・脂質） 下部尿路疾患と食餌

栄養素各論４（水）　エネルギー量の計算 慢性腎臓病と食餌

ライフステージ別の食餌管理（成長期　維持期　老齢期） 心疾患、肝疾患と食餌

ライフステージ別の食餌管理（避妊去勢手術との関係　妊娠）　様々な給餌法 その他の疾患と食餌（癌　甲状腺　痴呆　関節疾患）

ペットフードとは（製造法、分類、工夫　など） 症例検討（様々な状態、状況における飼い主へのアドバイス）

ペットフードの表示を読み解く

食べてはいけないもの、注意が必要なもの　　サプリメントペットフードの選択方法

強制給餌　経口以外の栄養補給法

嗜好性をあげる方法　　フードの切り替え方法　飼い主へのアドバイ 手作り食について

前期まとめ 後期まとめ

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。 後期の振り返りを行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

配布資料、授業内容を自身でまとめる（レポートとしての提出あり）　授業内容の復習（小テストでの確認）

教科書・テキスト 必要に応じて資料を配布

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) 　その他講義内で適宜紹介

評価方法・基準 筆記試験、レポート提出、出席率、授業態度を合わせて評価。最高１００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。



2022 配当年次

講義・演習 時間数（単位数）
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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％、課題10％、出席率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。 後期の振り返りを行う。

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での復習を行う。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）

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。
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。

前期まとめ 後期まとめ

前期学習内容の総括を行う。 後期学習内容の総括を行う

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
実践できる。

高齢犬・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。

犬や猫の終末期ケアと安楽死について理解する。高齢犬・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。

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。

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。

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できる。介護
に役立つグッズの活用方法を理解する。（犬４）

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
を理解し実践できる。（犬４）

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・猫の介護が必要な体の状態・疾患・障害を説明できる。

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。

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

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し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。

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 動物外科看護学
開講年度 2

開講期間 通年
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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 動物感染症学
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 Infectio
授業形態

講師名

実務経験概要

授業の概要・目的

代替療法（ナチュラルケア・ホリスティックケア）についての理解を深め、自分に何が出来る事、また飼主さまに提案出来る事を考え、オーナーへのサービスの一環として、説明
実践出来る様な知識と技術を修得する。

60 (4)

代替療法であるペットマッサージや犬の食事・ペットアロマに対して、オーナー様への適切なアドバイスやサービスを出来る様になる。　また自身のスキルの一つとして、出来る
範囲でケースに応じたナチュラルケアを活用出来る様になる。

授業計画（テーマ・内容）

代替療法（ナチュラルケア・ホリスティックケア）とは ペットアロマ・英式と仏式の違い

ペットマッサージ・　西洋医学と東洋医学の違いと融合 ペットアロマ・体質判断

ペットマッサージ・　東洋医学の考え方とツボ ペットアロマ・精油の選び方、取扱上の注意点

ペットマッサージ・マッサージに必要な骨格、筋肉に関する知識 ペットアロマ・基材の種類と使い分け

ペットマッサージ・　効果と注意点 犬の食事・犬にとっての理想の食事は何か

ペットマッサージ・　基本手技 犬の食事・東洋医学的な体質判断と食材について

ペットマッサージ・　リンパマッサージについて 犬の食事・ペットフード安全法・ペットフードの表示

ペットマッサージ・　リンパマッサージの実践 犬の食事・ペットフードの表示・ペットフードの選び方

ペットマッサージ・症状別ツボの活用法１ 犬の食事・犬の栄養バランスと手作り食

ペットマッサージ・症状別ツボの活用法２

犬の食事・カロリー計算・レシピを考えるペットマッサージ・年代別応用

犬の食事・手作り食の食材の特徴と選び方

シニアケアについて 犬の食事・犬の手作り食・よくある疑問や留意点

前期まとめ 後期まとめ

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。 後期の振り返りを行う。

授業時間外学修
（事前・事後学習等）

授業時書き留めるノートをもとに整理しまとめ、適宜与える課題などに備える

教科書・テキスト なし

参考書 授業内で適宜紹介する

評価方法・基準 筆記試験、実技試験、出席日数率の平均値で評価する。最高１００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。
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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

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

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)

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。

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。

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。

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。

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）

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。
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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

授業の概要・目的

主に犬と猫によくみられる疾患についての正しい知識（疾病の概要・症状・原因・検査・治療等）を学び、それを基礎にして動物看護師として、よりよい看護計画を作成することが
できるようになることを目的とする

120 (8)

①主に犬猫の色々な疾患に対する正しい知識の習得を第一の目標とする。
➁疾患についての正しい知識を基礎に、それぞれの症例に合わせた最良の看護計画を作成し、それを実践できるようにする。
③愛玩動物看護師国家試験に合格出来るレベルの知識を身に着ける

授業計画（テーマ・内容）

①1年間の授業についてのガイダンス　　➁循環器系の機能形態学復習
①泌尿器系の機能形態学復習
➁泌尿器系疾患　総論　（症状　・　検査などについて）

循環器系疾患　総論　（症状　・　検査　などについて） 泌尿器系疾患　各論　（上部尿路　・　下部尿路の疾患）

循環器系疾患　各論　①　（急性循環不全　・　僧帽弁閉鎖不全症　）
①生殖器系の機能形態学復習
➁生殖器系疾患　総論　（症状　・検査　などについて）

循環器系疾患　各論　➁　（心筋症　・　F症） 生殖器系疾患　各論　（オスの生殖器系疾患　・　メスの生殖器系疾患）

循環器系疾患　各論　③　（胎子循環と先天性心疾患）
①泌尿生殖器系疾患総括（小テスト）
➁神経系の機能形態学復習

①循環器系疾患総括（小テスト）
➁呼吸器系の機能形態学復習

①神経系疾患　総論　（症状　・検査などについて）
➁神経系疾患　各論　① （脳の疾患）

①呼吸器系疾患　総論　（症状　・　検査　などについて）
➁呼吸器系疾患　各論　①　（胸膜滲出　・　上部気道の疾患）

神経系疾患　各論　➁　（脊髄疾患）

呼吸器系疾患　各論　➁　（下部気道の疾患）
①神経系疾患総括（小テスト）
➁内分泌系の機能形態学復習
③内分泌系疾患　総論　（症状　・　検査などについて）

①呼吸器系疾患総括（小テスト）
➁消化器系の機能形態学復習

内分泌系疾患　各論　①　（甲状腺　・　副腎の疾患　）

①消化器系疾患　総論　（症状　・　検査　などについて）
➁消化器系疾患　各論　①　（口腔　・　食道　・　胃　・　腸管の疾患）

①内分泌系疾患総括（小テスト）
➁眼球とその付属組織の機能形態学復習
③眼科疾患　総論　（症状　・　検査などについて）

消化器系疾患　各論　➁　（肝臓　・　膵臓の疾患９

内分泌系疾患　各論　➁　（下垂体　・　上皮正体　・　膵臓の疾患）

①消化器系疾患総括（小テスト）
➁運動器系の機能形態学復習

眼科疾患　各論　（角膜疾患　・　水晶体疾患　・　網膜疾患など）

①運動器系疾患　総論　（症状　・　検査　などについて）
➁運動器系疾患　各論　①　（骨折　・関節周囲の疾患）

①血液・免疫系疾患　総論　（血球と免疫細胞についての復習）
➁血液・免疫系疾患　各論　（貧血　・　自己免疫疾患など）

運動器系疾患　各論　➁　（靭帯の疾患　・　骨腫瘍　・　関節炎）
①皮膚の機能形態学復習
➁皮膚科疾患　総論　（色々な皮膚病巣について）
③皮膚科疾患　各論　（細菌性皮膚疾患　・　アレルギー性皮膚疾患など）

①運動器系疾患総括（小テスト）
➁前期授業内容の総括

①眼科疾患・血液免疫疾患・皮膚科疾患総括（小テスト）
➁後期授業内容の総括

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。

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２０％、出席率及び授業態度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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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

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

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。

30 (2)

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）

繁殖とは　繁殖の際に考えるポイント

 繁殖季節と発情周期　動物の性周期

犬と猫の生殖器とその特徴

犬の繁殖生理①　犬の性周期について

犬の繁殖生理②　繁殖に関わるホルモン

犬の繁殖生理③　交配適期と膣スメア検査

猫の繁殖生理　猫の性周期

交配様式と妊娠診断

妊娠中の健康管理

分娩と介助

新生仔のケア

遺伝とは①　遺伝の基礎知識

遺伝とは②　遺伝性疾患

遺伝とは③　毛色遺伝子

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（ファームプレス）

参考書 認定動物看護師教育コアカリキュラム準拠　（エドュワードプレス）・愛玩動物看護師の教科書　（緑書房）

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。
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授業科目名 動物看護Ⅰ 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

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。

子宮蓄膿症・乳腺腫瘍の看護について理解する。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。

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）

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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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。

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）

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。

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。

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。

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。

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。

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

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。

30 (2)

授業科目名 動物飼養管理Ⅱ 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 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 動物臨床看護学総論
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 Integrated Animal Clinical Nursing
授業形態

講師名

実務経験概要

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)

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。

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。

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。

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)

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。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)

急死、突然死に対してのグリーフケアを習得する。

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。

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）

参考書 なし。

評価方法・基準 評価の割合は口頭試問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。
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