
動物看護師養成専門学校 
情報共有・意見交換の会 

２０１６年３月１５日 

 

 
一般社団法人 全国動物教育協会 

動物看護師国家資格化検討推進協議会 



＊ 日本獣医師会  動物看護師公的資格化関連業務ロードマップ 

 
＊ 統一認定機構 一般財団移行について 
 
               試験について 

 
＊ 高位平準化 
    ✩ コマシラバス      
         http://tokyo.iac.ac.jp/ 
         http://www.zendoukyou.com/ 
 
    ✩ 自己点検・評価と公表  （⇒ 第三者評価） 
 
    ✩ 学び直し 
 
    ✩ コアカリキュラム検証と改善について 

http://tokyo.iac.ac.jp/
http://tokyo.iac.ac.jp/
http://tokyo.iac.ac.jp/
http://www.zendoukyou.com/
http://www.zendoukyou.com/


Interzoo  as 
  

１月号   掲載 

公益社団法人   
日本獣医師会 

 
専務理事   
境 政人様 

 
インタビュー記事 



統一認定機構からのお知らせ 

２０１６年２月１日    一般財団法人 動物看護師統一認定機構 設立 
 
目的＞ この法人は、動物看護師の知識・技術の高位平準化、動物看護師認定のための教育レベルの      
     向上、全国統一試験の実施ならびにその資格設定を行い、もって適切な獣医療の提供体制の     
     整備に寄与することを目的とする。 
 
事業＞  （１）認定動物看護師の全国統一試験に関する事業 
       （２）認定動物看護師の資格認定に関する事業 
      （３）動物看護学に係るセミナー、講習会等に関する事業 
      （４）動物看護師教育の質保証・向上に関する事業 
      （５）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 
         前頁の事業は、本邦国及び海外において行うものとする。 
 
構成＞   評議員   代田 欣二、滝口 満喜、村中 志朗 
        理事    小西 恭一、坂元 祥彦、櫻井 富士朗、下薗 惠子、砂原 和文、中山 裕之、 
               原 大二郎、古川 敏紀、矢部 眞人、山﨑 薫、横田 淳子 
         機構長   佐々木 伸雄 
        監事    近江 俊徳、酒井 健夫 
 
設立団体＞  一般社団法人 日本動物看護職協会、公益社団法人 日本動物病院協会、 
           特定非営利活動法人 日本動物衛生看護師協会、一般社団法人 日本小動物獣医師会、 
           日本動物看護学会、全日本獣医師協同組合、全国動物保健看護系大学協会、 
           一般社団法人 全国動物教育協会、公益社団法人 日本獣医師会 
 



統一認定機構からのお知らせ 

各委員会目的 
 
資格認定委員会     主として専修学校の教育内容から、統一試験の受験の可否を検討する。 
                     学び直しを含め、様々な分野からの受験制度の確立及び、受験希望者の 
                 受験資格の可否を判定する。 
 
試験委員会        統一認定試験全体に関する事項を検討する（主として試験運営、試験問題の 
                策定、理事会にかける合否判定結果の審議など）。 
                               試験問題策定小委員会はそのまま試験委員会の下部委員会として設置。 
            
試験問題策定委員会    毎年の試験問題の作成依頼、問題の選抜ならびに修正。 
          
教育評価委員会         主として専修学校における動物看護師教育に関する質保証のために実施 
                するための第三者評価のあり方、内容、実施方法などを検討する。また 
                必要に応じて、大学における動物看護師養成課程に関しても、その内容や 
                評価方法等に関して検討する。 
            
カリキュラム検討委員会 動物看護師養成専門学校における機構が推奨するコアカリキュラムとの 
                    内容や科目名などを含めたすり合わせを行う。 



統一認定機構からのお知らせ 

２０１５年度試験実施報告 
   受験者数   ２４８９名 
   試験会場     １１都市 
 
２０１６年度試験 通知  
   試験日程    ２０１７年３月５日（日） 
   試験会場    ２０１５年度同様に１１都市を予定 
   ＊詳細は２０１６年３月１０日（木）に統一認定機構HPにて公表 
 
その他の予定 
   ＊２０１７年度試験（２０１８年３月実施予定）からの受験料は税込１２,５８０円、 
     ２０１８年度は税別１５,０００円に改訂予定 
   ＊２０１２～２０１４年度試験不合格者の再受験は２０１７年度試験までとする。 
     
認定申請手続きの期限＞ 
   ＊２０１１～２０１４年度試験および書類審査受験の合格者の認定申請手続きの 
         締切は２０１７年４月末とする。 
   ＊２０１５年度合格者からは受験した年の３年後の４月末までとする。 
  
  



高位平準化 
 コアカリキュラム検証と改善 

一般財団法人 動物看護師統一認定機構 
コアカリキュラム検証委員会     

 
山下 眞理子 

 
学校法人 シモゾノ学園 



コアカリキュラム検証と改善 

専門学校コアカリキュラム検証委員 

氏 名 所属専門学校名 9 田中 絢子 YIC京都ペット総合専門学校 9 
1 山下 眞理子 国際動物専門学校 1 10 猪野 亜里沙 宮﨑ペットワールド専門学校 2 
2 若松 あゆみ 宮﨑ペットワールド専門学校 2 11 本山 陽子 

河原アイペットワールド専門学校 10 
3 浅井 知花 大阪ペピイ動物看護専門学校 3 12 沓名 竜佑 
4 田坂 安佳音 国際ペットワールド専門学校 4 13 式 薫 神戸ブレーメン動物専門学校 11 
5 田上 真紀 穴吹動物専門学校 5 14 大場 真由美 アジア動物専門学校 12 
6 関 智恵子 大阪ECO海洋動物専門学校 6 15 柚木 芳雄 群馬動物専門学校 13 
7 門田 英敏 北海道エコ・動物自然専門学校 7 16 竹田 明子 京都動物専門学校 14 
8 横山晴美 名古屋コミュニケーションアート専門学校 8 17 池田 麻美 吉田学園動物看護専門学校 15 

校 18 関 繭子 
専門学校ちば愛犬動物フラワー学園 16 19 鈴木 麻未 

※ 今後、若干名の追加がある見込み 20 青柳 絋枝 
21 吉田 聖 盛岡ペットワールド専門学校 17 
22 戸田 典子 

湘央生命科学技術専門学校 18 
23 佐藤 元紀 
24 芳賀 美咲 愛知ペット専門学校 19 
25 與那原 美奈子 沖縄ペットワールド専門学校 20 
26 齋藤 友貴 

専門学校ビジョナリーアーツ 21 
27 河野 希美 
28 吉澤 芽具美 日本動物専門学校 22 
29 栗島 みゆき 国際動物専門学校 

1 
30 西依 ひとみ 国際動物専門学校 
31 岡野 剛 専門学校未来ビジネスカレッジ 23 
32 小崎 直一 

岡山理科大学専門学校 24 
33 西家 忠治 
34 奥田 宏健 
35 大内 紀章 
36 佐藤 絵里砂 大宮国際動物専門学校 25 

校 



A  コアカリ教育実施 
 
B  各校実施における改善提案 
 
C  大学カリキュラムとすり合わせ 
   ★ 科目（科目名称を含む） 
   ★ シラバス 
   ★ 時間数（単位数） 
   ★ その他改善必要事項 
 
D  動物看護師職域・待遇の明確化 
 
E  コアカリ最適化 
   （専門学校・大学共通カリキュラム） 

全国動物保健看護系 
大学協会 

カリキュラム委員会 

統一認定機構 
（試験範囲、教育機関認定など） 

一般社団法人 全国動物教育協会 
動物看護部会 

動物看護師国家資格化検討推進協議会 
 

コアカリキュラム検証委員会 

専門学校各校 
 

連絡窓口 
（担当者） 

A B 

C 

D 獣医師会・動物看護職協会 
ほか動物看護師関係諸団体 

コアカリ委員会によるコアカリ最適化 Ｅ 

    
２０１５年６月～    コアカリ検証委員会  委員募集 
     １１月～    各校 意見交換・連絡窓口募集 
２０１５年度末     コアカリ検証委員の担当教科振り分け 
              ２０１４年度実施の１年生対象教科検証 
２０１６年度前期    各校からの意見提案集収    
              ２年間実施したコアカリ教育全体の検証 
                ＊教科構成の是非 
                ＊時間配分の是非 
                ＊コアカリ全体の是非 
                ＊科目概要・シラバスの是非 
                ＊職域に対応できる教育の検討 
                ＊大学とのすり合わせ 
２０１７年度       見直しされたコアカリ実施 
              コアカリ継続検証・改善               
              

＜専門学校群 コアカリ検証・改善活動 予定＞ 

＊ コアカリ検証・改善工程イメージ図 ＊ 

コ
ア
カ
リ
委
員
会 



所属教
科（授業
科目）例 

参考  
時間
数 

改
善
時
間
数 

学
修  
学
年 

含まれるもの（内容）例 キーワード（履修項目） 改善提案事項 理由 

動物形
態機能
学 

150   

  概論 
細胞の構造（染色体）、細
胞組織、遺伝様式、体液
と尿、生体恒常性 

    

  比較解剖学 

皮膚、筋・骨格、脳と神経、
感覚器、循環器、呼吸器、
消化器、内分泌とホルモ
ン、生殖器、歯 

  

  血液学 血液成分と働き     

  免疫学 
免疫機構、免疫細胞、輸
血と移植の免疫、動物種
による免疫 

    

  形態機能 
臓器（卵巣、子宮、精巣
含む）の形と機能 

    

動物病
理学 

30     病理学概論 
発病のメカニズム、変性、
化生、委縮、肥大、過形
成、浮腫、炎症、腫瘍 

    

コアカリ検証・改善  参考資料 
＜各校 コアカリ教育実施からの意見徴収＞ 

 
✩ 高位平準化達成のための取組 ✩ 

※ 近日配信 



動物看護師養成専門学校のこれから 

＊ 高位平準化 ＊ 
✩ コアカリキュラム検証と改善 
 
✩ 教育の質と基準の向上 
 
✩ 教育研鑽 ＝ 教員研修   ３月１５日 
 
                     ８月２２日 

動物看護師国家資格化検討推進協議会 活動費 協力のお願い 



活動費      ￥３０，０００円       （平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日） 
 
納入期日   ２０１６年４月末 
  
振込口座    三菱東京ＵＦＪ銀行 恵比寿支店  
 
普通口座 ０２３７７５９ 
         動物看護職養成高位平準化対応連絡協議会 世話人下薗 惠子 
     （ﾄﾞｳﾌﾞﾂｶﾝｺﾞｼｮｸﾖｳｾｲ ｺｳｲﾍｲｼﾞｭﾝｶ ﾀｲｵｳ ﾚﾝﾗｸｷｮｳｷﾞｶｲ ｾﾜﾆﾝ ｼﾓｿﾞﾉｹｲｺ） 

活動計画 ： コアカリ検証  年数回開催 

動物看護師国家資格化検討推進協議会  
平成２８年度 活動費 協力のお願い 


