
一般社団法人日本動物看護職協会（JVNA）

国家資格化推進支援事業

アンケートテーマ

アンケート回答期間

アンケート回答総数

Q1 現在の勤務状況について教えてください（複数回答可）

① 820 76.4 ％

② 89 8.3 ％

③ 74 6.9 ％

④ 56 5.2 ％

⑤ 31 2.9 ％

⑥ 22 2.1 ％

⑦ 9 0.8 ％

11

Q2 動物看護師としての勤務歴を教えてください（複数の施設の場合は通算）

愛玩動物看護師国家試験対策アンケート　集計結果

愛玩動物看護師国家試験対策について

令和2年11月19日(木）～12月5日（土）

1073件

アンケート調査の方法 WEB上で回答を募集（Google Forms利用）

アンケート回答者 動物看護師（内訳：Q1を参照）

動物病院

現在は働いていない

その他の職業

動物看護系大学・短大・専門学校教員

動物関連企業

動物関連事業の独立開業

動物関連団体

その他の回答

＜その他の回答＞抜粋

育児中・事務員・人医療の学校・トリマー・動物園・水族館・ライター・獣医師 他

愛玩動物看護師法の施行日は令和4年5月1日と定められ、第1回目の愛玩動物看護師国家試験は令和5年

の2月末から3月の間に予定されました。動物看護師の皆さまの受験を支援するため、本協会では国家試験

対策の準備をしております。国家試験受験へと向かう動物看護師の皆さまの意向、学習方法等についての

ご意見を参考とさせていただくため、アンケート調査を実施いたしました。

9.9

29.5

25.1

18.1

7.9

5.6
3.9 1年未満

1年以上5年未満

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上

動物看護師としての勤務経験なし

9.9％

29.5％

25.1％

18.1％

7.9％

5.6％

3.9％



Q3

Q4 最終学歴を教えてください

（一財）動物看護師統一認定機構　動物看護師統一認定試験　認定動物看護師の資格を取

得していますか？

＜その他の回答＞抜粋

トリミングスクール・産業動物家畜系短大・人医療の看護専門学校、短大・インドネシアの獣医学部 他

86%

14%

はい

いいえ

85.7％

14.3％

動物看護系専門学校

動物看護以外の動物系学科の専門学校

動物看護系短大

高等学校

動物看護系大学

動物看護以外の大学・短大動物系学科

その他

67.2％7.3％

6.8％

6.3％

6.2％

4.8％

1.4％



Q5 愛玩動物看護師国家試験の受験についてどのように考えていますか？

Q6

① 754 70.3 ％

② 610 56.8 ％

③ 515 48 ％

④ 416 38.8 ％

⑤ 316 29.5 ％

⑥ 281 26.2 ％

75

愛玩動物看護師国家試験を受験するにあたって不安に思うことは何ですか？

（複数回答可）

仕事と勉強の両立が難しい

勉強時間が確保できない

講習会や受験日に仕事を休めるかわからない

自分が受験資格の要件を満たしているのかよくわからない

勉強が苦手

お金がかかる

その他の回答

＜その他の回答＞抜粋

・受験したいが条件が不明など（受験資格に関する危惧、複数回答あり）

・子育て中で勉強時間がとりにくい（育児等による勉強との両立に関する危惧、複数回答あり）

・インドネシアの獣医学部を卒業。日本の獣医師国家試験は受験困難（日本語検定）なので動物看護師の

資格を取得したい

・試験問題のレベルがわからず受けられるのか判断できない（試験問題に関する危惧、複数回答あり）

・受験したいとは思っているが、現職で必要では無いため、受験に必要なセミナー参加などの物事が多いの

であれば休むことで業務に支障をきたすので諦めるつもりである

・認定資格所持で国家資格にスライドとなると考えていましたので様子見

・資格がないと今の仕事が出来なくなるのであれば、取らざるを得ない

＜その他の回答＞抜粋

・10年近く現場を離れているため、現在の状況、自分の遅れ具合が具体的に把握しづらい

（現在は獣医療の職場を離れていることによる危惧、複数回答あり）

・育児との折り合い、子供がまだ小さいので試験会場が日帰りできる場所ならば

（育児中であることの不安、複数回答）

・特例措置を初めて聞いた

・以前の統一試験が将来的にそれに該当するものと言われていたので、また1からと言うのは･･･

・試験実施の年がまだ先なので年齢的に厳しい（年齢に関する危惧。複数回答）

第1回目での受験を考えている

特例措置が有効な期間に（施行日から5年間）受

験を目指している
受験したいが困難な状況である

受験は考えていない

その他

62％21.2％

9.5％

4.8％

2.5％



Q7 国家試験を受験するにあたって苦手な科目は何ですか？（複数回答可）

※ここでの科目は「動物看護コアカリキュラム2019」を参照しています。

　愛玩動物看護師国家試験を受験するために必要なカリキュラムはまだ決定していません。

① 532 49.6 ％

② 526 49 ％

③ 505 47.1 ％

④ 464 43.2 ％

⑤ 447 41.7 ％

⑥ 431 40.2 ％

⑦ 372 34.7 ％

⑧ 367 34.2 ％

⑨ 336 31.3 ％

⑩ 318 29.6 ％

⑪ 302 28.1 ％

⑫ 265 24.7 ％

⑬ 244 22.7 ％

⑭ 235 21.9 ％

⑮ 216 20.1 ％

⑯ 212 19.8 ％

⑰ 211 19.8 ％

⑱ 200 18.6 ％

動物医療関連法規（愛玩動物看護師法、獣医師法、動愛法など）

動物薬理学（薬剤の管理、薬物動態、薬剤の種類や特徴など）

動物病理学（標本の作製、炎症、血管障害、腫瘍性病変など）

伴侶動物学（犬・猫以外のエキゾチックアニマルの特徴）

公衆衛生学（感染予防対策、ズーノーシス、環境保全、食費衛生）

動物感染症学（ウイルス、細菌、真菌、寄生虫など）

動物繁殖学（繁殖形態、発情行動、交配、妊娠、分娩など）

動物看護学概論（獣医療、動物看護の歴史、職業倫理など）

動物臨床栄養学（栄養素、ライフステージ別栄養管理、療法食）

動物形態機能学（動物の体のつくり、機能）

動物外科看護学（周術期動物管理、救急救命など）

動物福祉・倫理（生命倫理、動物愛護、適正飼養など）

動物行動学（維持行動、発達過程、社会化、学習理論など）

動物臨床看護学総論（動物看護過程、動物看護記録など）

人間動物関係学（動物介在活動、人と動物の共生など）

動物臨床検査学（血液検査、糞便・尿検査、X線検査など）

動物臨床看護学各論（疾患の特徴、疾患別の動物看護介入）

動物内科看護学（バイタルサイン、保定、投薬法、輸液管理など）

＜その他の回答＞抜粋

・すべての分野において経験的な知識が占めているため基本的なところがわからない

・最近の検査機器や麻酔

・以前学んだことが新しいものに変わっていないかと不安

・産業動物学



Q8 国家試験に向けてどんな勉強法を考えていますか？（複数回答可）

① 893 83.2 ％

② 684 63.7 ％

③ 624 58.2 ％

④ 571 53.2 ％

⑤ 522 48.6 ％

⑥ 444 41.4 ％

⑦ 382 35.6 ％

Q9 オンライン講座やセミナーを受講する場合、使用する端末の種類は何ですか？

教科書（テキスト)を購入する

模擬試験があれば受けてみたい

学校等の会場で試験対策の勉強会やゼミがあれば受講したい

既に持っているテキストをもう一度見直す

模擬問題集があれば購入したい

参考書などがあれば購入したい

オンライン対策講座があれば利用したい

＜その他の回答＞抜粋

・スタディサプリのようなアプリ活用

・専門学校の時と違いみんなで励まし合い不安を共有しながらできない

・サークルや仲間づくり

個人所有のパソコン

個人所有のスマートフォン

個人所有のタブレット端末

職場のパソコン又はタブレット端末

その他

48.4％

0.5％

33.2％

12.3％

5.6％

＜その他の回答＞抜粋

・オンラインはしたくない

・（パソコンを）持っていません

・子供がいると難しい

・するつもりがない



愛玩動物看護師国家試験について、疑問に思っていることや不安に感じていること、

ご意見などがあればご記入ください。

Q11

【Q10、Q11で多くみられたご回答の内容別集計】

Q10 Q11 合計

1 158 121 279

3 59 28 87

5 39 9 48

45

1725

41

48

Q10

愛玩動物看護師国家試験受験に関してJVNA（職能団体）にどんなことを希望されます

か？

※Q10 、Q11の延べ回答数：847件

回答数が多かったカテゴリー

試験対策の勉強についての不安の訴え

受験資格がよくわからない、など受験資格に関する不安の訴え

情報の不足に関する不安の訴え

国家試験に合格できなかったら職を失うのか？待遇が変わるのか？など、

国家資格の有無によって生じる業務上の不安の訴え

認定動物看護師資格に関する優遇性や免除の希望

認定動物看護師を巡る国家試験受験資格への不満

国家資格になったことによる業務範囲の変化についての疑問

国家試験や、講習会、予備試験の時に仕事を休めるのかわからない、

など、受験する際の休日取得等に関する不安の訴え
42

86

130 178

4

2

6

１、試験対策についての不安

Q5では回答者の62％が第1回目（令和5年2月～3月を予定）での受験を希望されています。

Q7において回答いただいた科目を参考にしながら、試験対策の支援策を検討していきます。

２、４、受験資格、認定動物看護師に関する訴え

アンケートを実施した時点において、主務省による「愛玩動物看護師カリキュラム等検討会」が行わ

れており、受験資格及び国家試験カリキュラムの詳細について協議が行われている段階です。この検

討会で協議された内容は主務省より公開されます。本協会といたしましても確定した内容は随時情報

提供してまいります。ぜひご自身でも今後の動向を注視していただきたいと思います。

３、５、国家資格の有無による待遇や業務に関する不安

国家資格へ移行することにより、現任者および各施設の就業状況における混乱を最小限にすることが

特例措置5年間の目的の1つだと考えられます。愛玩動物看護師の独占業務に関してもカリキュラム検

討会にて詳細な協議が行われているところです。また、本協会といたしましても、愛玩動物看護師と

しての業務範囲の規定や、就業環境の向上について各団体へ働きかけて参ります。

６、講習会、予備試験、国家試験の際の勤務体制についての不安

1人でも多くの現任者が安心して国家試験受験へと向かえるよう、本協会は各団体へ働きかけ、協力が得

られるよう尽力いたします。



愛玩動物看護師国家試験について、疑問に思っていることや不安に感じていること、

ご意見などがあればご記入ください。

講習会の日程によって参加できるか不明

受験資格の要件を満たしているのか分かりにくい

仕事と勉強の両立

仕事の幅がかえって狭くならないか不安

仕事量が増えてさほど給料が変わらないのであれば資格を取るか迷う

動物看護科出身ではなく統一資格ももってないので受験資格があるか不明

今の仕事の内容と変わらない所もあるので、責任だけが増えていくのかが不安です

麻酔管理、採血などの針刺し行為が認められるのか

少しでも早くカリキュラムが決定して確実な教科書、出題範囲、合計範囲などが知りたい。

国家資格を取得することで得られるメリットが不明

やめてから６年経っているのですが試験は受けれるのか

試験に落ちた時の職場の対応

国家資格になると聞いて、統一認定試験合格で、国家資格になった時に統一認定試験合格書が、国家資格に

なると聞いて、ハードな仕事の中、受験勉強をし、受けたのに　また改めて国家資格試験受験勉強をしなけ

ればならないのが、とても、受かる自信がありません。

受験勉強環境がある若い人と、家族がある生活と仕事をしながら、受験勉強をしなければいけない、不合格

になれば、今までやってきた仕事内容や自信が、合格して正看護師になれた新人の方より出来る内容が限ら

れたり、合格した方への助言が　自分の性格的にはできなくなると思います。

落ちてしまったらできる業務が限られてしまうこと、動物看護師と名乗れなくなるのが不安です。

自身がスクーリングなどどのくらい受講しなければいけないのか、よくわからず不安

また、受講日や受験日に仕事を休めるのか

受験可能なのか不安

勉強についていけるか不安。職場での方法と教科書で習うことに差がある場合、受け入れられるのかが不

安。

職場の方法を変えないといけなくなることを獣医師が受け入れてくれるのだろうかと思う。

長期間、現場で働いている看護師ほど普段必要のない基本知識は忘れている。現場にとって必要な看護師ほ

ど不利でこれを期に離職する人もいるのではないか？

・試験がいつどのような形で行われるのかを早めに教えてほしいです。

・問題の出題範囲をあやふやではなく、はっきりしてほしい。

　（大動物は入るのか、うさぎや鳥も入るのか、等）

・試験の料金をなるべく安くしてほしい。

シンプルに仕事と勉強そして育児の両立が難しく、カリキュラムが私が学生だった頃とは比べ物にならない

くらい幅広く難しくなっていることが不安。

産業動物との区別のためという理解はできるが、愛玩という名前は一般の飼い主さんからしても不適切な用
語だと感じる。名称の変更は今後も働きかけ続けてもらいたい。
動物看護師として20年以上勤務してきたものと、長年勤務から離れている人が同じ受験資格なのはやはり
不満を感じざるをえない。
自身の学習能力にはかなり不安を感じる。勉強を続けてきた人は、学習履歴を提出するなどして勤務年数分
の点数を加算してもらえるなど、何かしら対応してもらえると少し心強い気持ちで受験に挑める。
動物医療を良くするためには若い人が重要なのは理解できるが、今まで獣医師と共にどうぶつと飼い主さん
のために尽力してきたベテラン動物看護師でも、向上心をもち努力しようとしている人に対しては安心して
受験できる環境の整備をお願いしたい。

動物看護を授業で習っていないので、試験の内容がどのような物になるのか全く見当がつかないです。国家
試験になる事で、現在働いている業務内容や、給料に変化があること。

長年現場で勤めている人と、学生で試験を受けて働き始める人が、資格の有無によって動物との関わり方が

変わってしまうんじゃないかと不安です。

Q10



不合格だった際の仕事内容、給料への反映

疑問に思っている事：看護師の実技がどのように変わってくるのか。(注射、採血など)

どのレベルの問題がでるのか。マーク式か記述式か。

試験に合格出来なかった場合の職場での待遇

認定試験と どれくらい試験内容・難易度が変わるのか

学校を卒業してから20年以上経つので習っていないことが多く不安を感じています。

あまり詳しいことがわかっていなかったので勉強を全然していないです

せっかく認定看護師になったのに、それを取ったメリットが活かされないのは不満。

加齢も進むので受かる気がしない

受けることが不安です。

試験範囲はいつ頃分かるのか。

出題形態、難易度、取得後の待遇

国家試験問題の難易度が予想できないのが不安

コロナが落ち着くまでは試験など難しいと思います。

勉強所がわからない

何が出るのか全くわからなくて不安

受験資格要件を満たしているのか。

認定試験を合格したのにそれが全く意味のないものになってるのは納得いかない

現役看護師が必要なセミナーや試験の日に仕事を休めるかが不安

国家資格について、看護師がやって良いこと、看護師がやってはいけないことを明確にしてほしい。やむを

得ず転職をしても動物看護師を継続したいと思いますが、病院によって看護師の仕事内容がバラバラで、や

ることが大きく違うと戸惑いの方が大きいです。

前職場では、獣医師の指導のもと実施して良いという技術に関して、獣医師からの指導をほとんど受けたこ

とがなく、看護師同士で行っていました。

今後はそのようなことがないように、そして看護師に必要な技術に関してもしっかりと試験に盛り込んでい

ただきたいです。

学生の頃の勉強から離れているので勉強と仕事の両立が不安…朝から夜まで仕事なので休みの日だけの勉強

になる。

統一試験は「2年以上」の専門学校を出ていないと受けれません。

し　当方卒業した学校は1年ですが、それはトリミングなどの授業がなく即戦力となるため「看護」に集中

していたからです。それなのに「1年である」というだけで試験を受けることができませんでした。国家試
験の受験資格も、学校に通った年数だけで決められてしまうのではと、とても不安です。

専門学校を卒業して数年経ちますが

試験に向けてどのように勉強すればいいか分かりません。

専用のテキストなどがあれば有難いですが、独自でとなるとなかなか難しいように感じます。

独立して10年以上動物看護師として活動していますが、専門学校の教師や病院受付しかしていない人が即

認められて、各種条件の証明書を出せない人間は受験却下なのはあまりに不公平です。認定資格や臨床栄養

などを取得するまでの血の滲むような努力、学びを協会は否定するのですか？ どうにか環境省と厚生省に

働きかけてください。

再度受験が必要な場合、試験会場やセミナー等が行われる地域は都市圏のみなのか。コロナが落ち着かない

と地方間の移動が難しいため。

国家資格になることの必要性が見い出せません。試験に不合格になると職を失います。母子家庭なので勉強

の時間の確保が難しいですし、職を失うと思うと不安しかありません。

動物看護師になるのに既に2度試験合格し、更に国家資格を受験しなくてはいけないのか？国家資格になる

ほど、動物看護師の給料はよくない。



国家試験になるのですごく難しくなるのかどうか不安

試験の問題の難しさが心配です。

内容が決まらないと、勉強が始められない。 また、勉強が追いつくか不安。

現職の看護師にはなんらかの優遇措置をとってほしい。

看護師の仕事内容がどうなるのか

講習の時間がとれるのかまた必要とされる技能の取得の勉強ができるのか

合格の基準のレベル

国家資格の取得を目指しているが、しばらくのブランクがあるのでかなり不安があります。

国家資格になったことによる、個人へのリスクなどはあるのか。業務中に起きた事故の訴訟など

受験資格があるのかどうか

まず何を勉強すればいいのかわからない。

国家試験になるのですごく難しくなるのかどうか不安

国家資格を取った事により労働条件が改善されるのか

今持ってるのを移行してほしい

現在働いている身から、国家資格を受け、万が一合格が出来なかった時の職場の対応やこれからの仕事に対

しての不安がかなり大きいです。

また、現在取得している愛玩動物飼養管理士の資格や、認定動物看護師の資格はどのような扱いになるの

か。も知りたいです。

仕組みが複雑で試験申し込みが分からないです。
病院側が資格保有を求めているのか分からないので、資格を取得したら優遇されるのか分からないです。職
場で認めてもらえないなら、がんばる価値があるのかなとも思います。
勤務しながら勉強時間を作ることの不安あります。

受験できるのかわからないことと、受験に必要な書類や受かったあと具体的に何が変わるのか知りたいで

す。

正直なところ、学生の頃に比べて、現場で必要な知識以外はおぼろげなことが多く、現在の学生と比べて知

識量は偏っています。

仕事をしながら、勉強するにしても時間と体力に自身がないです。

フルタイム勤務、主婦業をこなしながらの勉強になるため試験範囲が多いと勉強が困難になる。卒業すぐ試

験を受ける子たちと学業から離れて10年以上離れた人からするとかなり試験への不安の度合が違ってく

る。

そこまで苦労してまでも試験を受ける利点がいまいちわからないので、わざわざ時間と労力とお金を払うべ

きなのかの判断が出来ない。

自分に受験資格があるのか分からないことです。動物看護師の方のキャリアも様々なので、統一認定看護師

は予備試験でもいいので全員に受験資格を増やしていただきたいです。

国家資格になり一定の知識の統一がされるのはいいと思いますが、国家資格となって保証されるものはある

のでしょうか？

勉強しながら仕事をするのはすごく不安です。せめて認定資格を持っていて、五年以上の勤務経歴があれば

試験を免除して頂きたいと思っております。

試験を落ちた場合辞める方が沢山増えると思われます。

現在、働いている私達が、どのようにして国家試験を受けるのかがわかりにくい。

また、カリキュラムを組んで今後大学や専門学校で何年も勉強する子たちにくらべ、ベースがあるとはいえ

圧倒的に準備時間が足りない。

私達が学んできたことと、現在のベーシックは変わってきていることもあると思うし、座学と現場では違う

ことも多いので、座学で学んできたことを、忘れてしまっていることも多々あると思う…

資格をとっていても経験が浅く、勉強していた事自体うろ覚えなのに国家資格に代わるために必要な試験な

どがしっかりできるかどうか不安です。



今までの統一試験の内容と変わってくるのか

全体の底上げにはなるが、勤務体制・給与には反映されるか不安

受験料や受験資格の有無

出産などで産休育休を取得していた場合の経験年数がどうなるのか。

実技もありますか？

試験範囲、どこまで勉強が必要なのか

試験範囲がどこまでなのかとても気になります。

今持ってる認定動物看護師資格は期限付きで消失してしまうものだったか覚えてない

学校の勉強から離れて長いので勉強出来るか、吸収出来るか全てが不安です。

現在、動物病院で働いていなくても取得できるのか

子育てしながらの受験対策は勉強時間の確保や、予備試験を受ける時間が確保できるか不安です。

受験資格があるのかどうか、どれが自分に当てはまるのかわかりずらい。

出題問題のレベルが分からない。

受験資格があるかなど不明。受験後、合格、不合格で業務がどのようにかわるのかなど知りたい

統一資格を取った意味と今後の用途を教えてほしいです

出産や育児時でお休みを貰っている時はどうなるのか

国家資格試験がどんなものか全くわからないため、何を勉強したら良いかわからなくて不安

受験資格、仕事と勉強の両立が難しい、国家資格になると落ちた場合勤務状態はどうなるのか

日程については優先順位つけず、希望者全員が受験できるようにしていただきたい。

お金がかかる

認定看護師の資格を所持していることにより免除される部分があるかどうか

対策の参考書など発行されるのか？

認可された専門学校に通い、認定動物看護師の資格を持っているのに国家試験を受けれないのは疑問に思っ

ています。

あの二年間の時間とお金が全て無駄だったと思うと苛立ちをかんじます。

試験内容がよくわからない状況で試験対策を行えるのか疑問。残業続きで毎日試験対策に時間を割けれるの

か疑問。休み自体が少ないため期間があっても1日に勉強できる時間を確保することができない。

卒業から１０年以上が過ぎ、一つの動物病院でのみ勤務し続けている為、知識の偏りがある自覚がありま

す。普段使っている知識についてはアップデートされていますが、普段使っていない知識は学生時代で止

まっているので、勉強する機会が欲しい。

現在勤務している当院の看護師の受験資格だと全員講習会・予備試験を受けないといけないが、日程が数日

用意されているのか、それぞれの費用がどのくらいかかるのか気になります。

国家資格を取得できたとしても会社の待遇面は何も変わらないのではないかという心配。仕事の内容がはっ

きりすることで仕事の幅が狭まるのでは無いかという不安。

資格取得には院長の協力が不可欠と思われるが、活躍されている方ほど受講・受験での不在時の穴を埋める

のが大変な為、協力が得られにくいのではないか

現役ですが、子育てと両立なので時間に余裕がない。やりがいで、勤務しているのもあるが
家族のお金のために勤務しているのもあるので、資格が取れなかった時に動物看護師を名乗れなくなるので
はないかと不安ではあります。

愛玩動物が犬猫以外が何か早く知りたい。インターズーから出ている9冊の本で勉強しているが、内容が
偏っている。問題集がほしい

動物看護師として働いていた期間が短いので難しい方の試験を受けないといけないのと、離職して長いので

その間に進んでいる医療の情報がわからないので不安です。



現段階で特になし

難易度が不安

過去の問題等がないため、どのように試験対策をしたらいいのかわからない。

年齢的に受験が難しい

勉強が不安です。

私が学生の頃に習った内容との差

受かるか自信がないです。

どのような問題がどの量出るのか分からないのが不安

二年制の専門学校を出たが受験資格を満たしているか不安

受からないです…。

仕事の休みが週一なので、対策や試験に参加できるか分からないこと

動物看護の学校へいっていないので勉強がとても心配

出題範囲や対象の動物など。愛玩動物なので、大動物は対象外なのではないかと思います。

給料面

働きながら、勉強もしなくてはならないので、試験対策が充分できるか不安です。

範囲が広く傾向もわからないため、自分の勉強の仕方でいいのか不安

動物病院勤務以外の動物看護師の存在を感じているのか？心配です。

小さな子供がいるので、講習や試験の際に預け先を確保していただけるとありがたいです。

北関東の試験会場を東京ではなく、もう少し近くに設けてほしいです。

自分が、国家試験を受ける資格があるのかがわからない。

勉強するにも、どこを勉強するべきかわからない

年齢 覚えが悪い

獣医師ですが、受験資格は満たしているかどうか知りたいです

国家資格に移行すると聞いていたから、主婦として、子育てや家庭の仕事をしながら、何とか苦労して認定

動物看護師資格を取れたのに、今ではそれにプラスして、動物看護師として社員で働いているので、勉強

等、不安しかありません。

全体の事が何となくしか理解できていない。

国家資格を取らずに動物看護師を続ける事はできるのか。

具体的に何が違うのか。

専門学校や大学を出ていない人が受験資格を満たすために必要な事も、理解が複雑

今現在臨床で働いていますが、関連法規や臨床ではあまり使うことのない知識をきちんと習得できるかが不

安な点です。

専門学校を出て　今まで長年働いてきて　受験するカリキュラムが足りていないため予備試験が必要とのこ
と。今まで何だったのかと感じます。

受かるかどうかがとにかく不安。

年代的に出産・育児とも被ってくる可能性もある。そうなると、勉強の時間を取るのがかなり難しい。

また、模擬問題集やテキストは欲しいが、あまり複数になると、高額になる。看護師の給与は高くないの

で、若い子達の負担になるのではと不安。

国家試験になる以前なので仕方がないとはいえ、努力して資格を取得したのにまたお金を払い努力し直して

試験を受けることに憤りを感じます。

私は子育てが少し安定すればまた復職したいと考えておりましたが、勉強する時間や講習会をうけ試験にの

ぞむ時間がとれそうにないので、資格をとれずに復職しようとするのは不安です。

現役を退いてかなりの日数が経つので例えば当時働いていた証明を示せと言われた場合、当時の動物病院は

今はない為難しい。



専門学校で習ったことを覚えていないので どんな問題が出るのか不安です。

日々の診療業務に含まれない内容を重点的に勉強しなくてはならない、とは感じています。

いつから始まるかはっきりしない

合格ラインがどのくらいか教えて欲しいです。

早く範囲や内容が決まるとよい

認定資格を持ってる看護師の待遇

国家資格を取ったら賃金や労働内容に変化はあるのか知りたいです。

特例措置の５年間の間に合格できなかったら、もう試験を受けることができないのか

現在勤務しているスタッフに継続的に勤務を続けられるように救済措置を手厚くして欲しい

試験内容、難易度 対策ができるように情報などを欲しい。

受からなかった場合の処遇

試験日は一年に何回かあるのか？（職場の看護師全員同じ日に休めないため）

合格自信がありません

今までの仕事内容に何か変化があるのか気になります。

合格することが出来なかった場合、今後の仕事の差にどのような影響があるのかが不安に思います。

過去問などがなく、どう勉強していいかわからない

働きながら試験の勉強を両立させる自信がない。

仕事をしながら勉強をして受かる気がしない。 受からなかったら働けなくなるのではないか

自分自身が国家試験の受験資格があるのか、いまいちよくわからないです。

現場で働きながらの勉強となるとかなり難関だと思います。

実際に取得した後に国試を持っていない人との仕事の分け方や、給与の差などが気になります。取得したか

らには立場の向上や給与の向上が必ず見込まれるようになってほしいと考えます。

今実際にやっているグレーゾーンの仕事内容なども今後どう判断されていくかも気になります。

色々と難しいのかとは思いますが、認定動物看護師試験を努力して受けた看護師達をもう少し考えてあげて

ほしいと思う

受験するにあたってどの程度の費用が必要なのか、必修の講習などの会場が遠方で参加が困難な場合の救済

措置はあるのかなど。

また、私事ですが、卒業した動物看護系の学校が当時は非認可だったのですが、そのことで認可校の卒業生

とは受験の条件に関して違いが出てくるのかと不安に思います。

既に認定動物看護師の資格を取得している者は試験ではなく講習という形は取れないのでしょうか？

また、もし国家試験に落ちた場合現役で働いている方はその後どうなるのですか？働くことが出来なくなる

のですか？

万が一試験に落ちた場合動物看護師として働けなくなるのか、

既に資格を持っているのに更に受験しなければいけないのはなぜか

働きながら勉強時間を確保できるのか、しっかり勉強することが出来るのかがとても不安です。

学生の時は時間もあり友達がいたから頑張れましたが、いまは働いているため1人で勉強する時間も多くな

ると思うのでセミナーや勉強会があるととても心強いです。

私が北海道の田舎から東京の専門学校に進学した30年以上前、既に国家資格化の話は聞いていた。日本で

は、VTの仕事は国資化されることは無いと思っていたので、非常に驚いた。正直、どんな力が働いたんだ

ろうと思えてしまう。VTが安く使い捨てられた時代は終るんだと思いたい。

『愛玩動物看護師』という名称…格好悪すぎる！



過去問なども無いので対策が難しい

認定動物看護師の資格を持っていても、国家試験に対してほとんどメリットがないのが不満

合格ラインはどのくらいのレベルを求められているのか不安です

受験資格について

仕事をしながら勉強できるか、どんな問題が出るのかが分からないのが不安

認定資格がある人も国試を受け直さないといけないのが納得できないです。

落ちてしまった場合仕事はどうなるか

動物看護師統一認定試験合格者に対する免除項目がないこと。

統一試験のときと問題の系統などが変わることが不安

今からの勉強で受かるか不安

認定動物資格は持っているのに国家資格に移行しないのか

合格出来なかった場合は働けなくなるのか気になります。

問題の難易度、どんな問題が出題されるのか

仕事と家事育児に毎日終われているので、勉強する時間をとることができるのかがとても不安です。

古い知識、勤務病院だけでの経験しかない事。

 認定動物看護師の資格を取得した意味がなくなること、国家試験が先延ばしになること

動物看護学科で学んでいないので基礎の基礎が分からず土台か不安。

模擬試験など実施してほしいです。自分の学力や苦手な部分を確認できるので、
有用性が高いと思います。

動物だからといって何でもできると誤解している人に気安く動物看護師と名乗ってほしくなかったので、国

家資格になるのは非常に嬉しいと思っているが、現職のためにと受験しやすくすると統一認定のように簡単

に（安易に、容易に）資格が取れてしまうのはどうかと思う。

コアカリキュラムを受ければ試験は免除または一般の試験とは違う試験内容になるというお話しだったと思

うのですかどうなるのか。

本当に3年後に国家資格になるのか。他の病院ではどうやって試験対策をするのか。

受験会場はどこになるのか。地方に住んでいて仕事と家庭との両立をしているので受験会場が首都圏のみと

なるとなかなか難しいです。できれば首都圏だけでなく地方でも受験できるよう検討していただけると嬉し

いです。

仕事と、勉強の両立が難しそうです。

結婚したので、ライフスタイルも変わり、今後子供ができた場合にきちんと試験勉強ができるのか、資格取

得できるのか。

勤務年数が長いが、資格取得ができない場合病院での立場など不安です。

動物系専門学校卒業（現在はありません）卒業後動物病院にて勤務、現在は全く違う職業についています。
卒業校も無くなり、動物病院に勤務していたのも１０年程前の事で、自分自身が、動物病院に勤務していた
と言う証明はどうやってしたらいいのかわかりません。
国家資格となったとの事で、資格を取得したいとは思いますが、自分に受験資格があるのか、よくわかりま
せん。

既に働いている人で国家資格資格に受からなかった人は今まで通りの働き方、待遇なのか？

 また国家資格に受かった場合、待遇は良くなるのか？

専門学校等を卒業してない人の国家資格受験資格を与えるのは疑問。

学校法人ではなかったが(自分が卒業後(新年度)に学校法人になった)専門学校として成り立っていた学校卒

はカリキュラム等を重視してくれるのか。
自分が40代半ばになり、仕事を続けていくかセーブするかどうかも悩んでいる。その中で国家資格を取ら

なければ、職場に居づらくなるのではと、漠然とした不安もある。10年前に比べて勉強に対する自分のモ

チベーションも下がっている。

現在の認定看護師資格取得者に対して優遇措置は検討されている？
受験日、会場はどうなるのか。



すでに統一資格を持ってる者は何らかの免除をしてほしい 何のために取得したのか分からない。

家事育児しながら勉強できるか不安

受かるのか心配、せっかくとってもあまり役立たないのではないか

現在、動物病院に勤務していなくても受験することが可能なのか？

勉強が不安

自分は受験対象なのか、それをどこで確認するのかわからない

現職の動物看護師がどのくらいの優遇措置が受けられるのか心配です。

わからないことが多い。ので、全てが不安です。

勉強時間の確保、自分自身のモチベーション

試験内容がいつ発表されるか。勉強が間に合うか。

命を預かる責任を、どこまで受けとめることが出来るか不安

不合格だった場合、仕事内容に影響があるのか…ないのか…。

年齢的に受けない方がいいのか？

いつごろ講習会が開かれるのか、時間がとれるのか不安

試験の傾向と対策がわからない

特別処置の間に合格できなければ、学校卒業してない人は試験に二度と受けれないのか。

国家試験に合格後、継続的な更新が必要なのか。受験できるのは1度きりなのか。費用。

ぜひ取得したいが、今の段階では受験が難しく今後受けれるのか

どこから勉強をはじめたらいいのかわからない

受験資格のための講習会について詳しく知りたい。日程や会場など

現在育児中で現場を離れているので、もう一度復習する機会が欲しい。勉強はし続けるものだと思うが、国

家資格の取得に際し、これまで自分が取得した資格が有効か疑問である。

看護師側からすると、国家資格を取っても、給料や待遇はほとんど変わらないはず。勉強することはもちろ

ん必要なので、資格取得は苦ではないが、日頃の勉強にプラスで資格のための勉強が入ると時間がかなり必

要になるので悩んでいる。国家資格になれば、職域が決められるが、病院によって看護師の仕事内容は違う

だろうし、今やっている業務で出来なくなることが出てくるのは困る。

国家試験化した場合に試験免除されると聞いて統一試験を有料で受験し会費も払っているのに、結局またお

金を払って試験を受けるのかと残念に思います。

既に卒してから年数も経っているので、学校の教科書のような問題を出されても答えられる気はしないで

す。

今できている仕事内容（グレーゾーン）で、今後出来なくなることはあるのか。

看護職協会の認定栄養看護師資格を所持しているがどうなるのか。

統一看護師の資格を持っているのになにもメリットが無い。取らなくても良かったのではないかと思ってし

まう。

受験日に仕事を休むのが困難な可能性が高いことと、田舎なので受験会場が近くにあるかどうか(交通費な

ど)

自分に受験資格があるのかわからない。また、国家試験に受からなかった場合、受かるまで受けることは可

能なのか知りたい。

統一試験と同じような勉強法で良いのかわからない。統一試験はカリキュラムの範囲で問題が出されたので

教科書をよく読んでいたが、国試となるとどう勉強して良いかわからない。

上記にも記載したものと、給料水準が上がるかどうか。老犬ホームなどを独立開業する時に有利となる資格

と認めてもらえるかどうか。

仕事だけでなく家事育児もある中で、勉強時間がとれるかどうか、年齢的に物覚えも悪くなってきているの

で新しく覚えられるかどうかとても不安です。



正社員フル勤務と人手不足により、十分な勉強時間が確保出来るか不安です。

今から勉強して受かるか不安

受験資格の詳細を早く知りたい

勉強についていけるか分からない

現在、看護師として勤務していなくても、受験ができるのかなど、受験条件が知りたいです

セミナー、講習会受講、予備試験などの日程の調整が、本当に難しそうです

受験資格に自分が入っているかわからない、勉強しようにも勉強する教科書すらなくただただ不安。

どのように試験が実施されるのか、仕事を休めるのかが不安なので、早く試験日を決めてほしい

今は別の業界にいても受験できるのか

自分が受験資格があるのか

勉強法　出題内容

駐禁など道路交通法違反をしている場合国試が受かっても認定はされないのでしょうか？

学生の時に「国家資格になったら、受験せずに移行すればいいだけか、受験の際に有利になるから統一試験

を受けた方がいい。その為に統一になったんだ。」と教員に言われてました。なので、一生懸命勉強して1

学年の半分ぐらいの人数が落ちる程、難しい統一試験に合格したのにまた難しい国家資格を受験しなくちゃ

いけないなんて、学生の時とは違って仕事をしながらだし、合格するか不安で仕方ないです。

統一認定試験と国家試験では試験範囲や出題内容が大きく変わるのか、とにかくわからないことが多いのが

不安と感じています。

試験内容がどのような範囲なのか
合格ラインはどこまでなのか

認定動物看護師資格を持っていても受験資格に左右されないと聞いた。何のために取得したのかわからない

ので受験資格として認められてほしい。

受験資格やどのような問題か出るのか等不明な点が多いので全てが不安。

働いていた時からのブランクもあるので試験を受けれるかも不安。

子供がいるので、勉強時間の確保や試験日にいけるか色々不安です。現場から一度離れてるので不安がいっ
ぱいです。

短大を卒業して10年以上。現役とはいえ、国家資格に合格出来るだけの力があるのかどうか漠然とした不

安。カリキュラム等、詳細な事が決まっていないと言うことが先行きに不安を感じる原因のひとつ。これか

ら動物看護師が国家資格化への道に進んで行くことは喜ばしいことなので、職業全体の発展に貢献したい想

いはある。

私が統一とる時に統一持ってれば国家資格になっても免除があるからと言われてたのですがセミナー講習の

みなのですか？

ほかに免除になる事はないんですか？

法が施行されたら、今の勤務状態の何が変わるのか。試験に不合格になった際には今とどのように変わるの

か。国家資格を持つことによって最低賃金や勤務体制など保証はされるのか。

動物看護師が不足している病院が多いので、国家資格にふさわしいような経験豊富で実力充分な人ほど自由

に休めない。日程が限定されたり、場所が遠くて日帰り不可能だったりすると、休みが取れず諦めなくては

ならない人がたくさんいると思う。

やる気のある人、生涯この仕事で頑張ろうと思っている人ほど目の前の患者さまに時間をかけており、勉強

時間も取りにくい。

動物看護師に国家資格などいらない、実務が忙しいのに休ませてまで資格を取らせる必要などない、と考え

る獣医師もたくさんいる。そうなると今働いている病院を辞めないと一生資格が取れなくなる、そんな人も

たくさんいる。

そういう実情を理解していただき、最善の方法、救済策を考えて欲しい。

国家資格化して、きちんと活躍できる場があるのか。地位の向上につながるのか。

働き方改革につながるのか。(長時間労働の改善等)



専門学校等を卒業していないので、受験資格や予備試験等がどうなるのか早めに知りたいです。

試験範囲が不明確なこと

傾向などが全くわからないので、勉強の仕方がわからないとこ。

離職してブランクがあり、受験資格があるかわからない。受験情報がきちんと集められるのか不安

試験科目が何科目となるか

難易度

待遇の変化に希望が持てない。

そろそろ妊活をと考えているが、出産時期にセミナー等被った場合の猶予期間など。

試験内容の予想が全くつかない

試験に合格しても賃金に反映されるか不安

独学でどのまで勉強できるのかが不安です。

制度がよくわからない(国のHPを見ても)

受かるかどうか不安

勉強量がたりるかどうか、きちんと受かるか

合格出来なかった時の職場での仕事内容が変わってきてしまうこと。

手続きの面

そもそもが何をどう準備するべきなのか、現在の自分の状況だとこうゆう手続きが必要など、明確にするた

めのフローチャート的なものが欲しい。全てに関して不明すぎて今後の明確な手続きや仕事を続ける方法な

どが解らず不安しかない為、非常にストレスを感じる。

国家資格がとれなければ動物看護師と名乗れなくなり、20年近い今までのキャリアが否定される様な感じ
がしてしまいます。国家試験を受けるにしても、当院は私一人で働いています。家に帰れば家事が待ってま
す。仕事と家事で手一杯なのに、この上国家試験の勉強となると、受験を諦める可能性が高いです。動物看
護師として今の職場で18年以上、患者さんの為に頑張ってきましたが、これを期に退職も考えています。
そんな気持ちにさせる法案となり、残念です。

学校で勉強していた知識を実際に現場で使っているとは限らない為、学生時代二年間で勉強した座学の部分

をどのように補えばいいか不安です。

もし国家試験受験時、動物看護師として働いていなくても受験資格はあるのか。また、もし落ちてしまった

場合、またチャンスはあるのか等不安でいっぱいです。

受験日がいつになるのか、受験資格がどういうものになるのか、資格を取得出来たとしても実技面の訓練は

どのように行ったら良いかなど不安で一杯です。

これからまた勉強となると出来なくはないけど、仕事との両立を上手くできるかが不安。

統一認定を取得しているので移行できるのが1番理想

動物看護系の学校を出ていなくても、病院での勤務経験が5年あれば受験出来る。というのは止めてほし

い。看護師になりたくて看護系の学校に行った人と、就職先が動物病院しかなかったから看護師やってるト

リマーやトレーナーとの差を作ってもらいたい。

試験勉強の時間がしっかりと確保できるか不安。資格を取れなければ看護師として名のれなくなるので、今

までしてきたことは何だったんだろうと落ち込みそう。

JAHA一級認定、統一認定試験を受け合格した意味はあったのかよくわからない。

今後、国家資格を持たないベテラン勢と、国家資格をもつ新卒問題がでてくる。その場合の対応はどうする

のか(職域がはっきりした場合の、特に技能差において。できるベテランと経験不足の新卒)。

私は動物病院勤務10年以上、統一試験も受け国家試験に向け準備をすすめてきました。結婚、出産とへて

今にいたるが、保育園事情で退職。国家試験になると話があがってからだいぶ時間がかかったようですが、

待ってる間に退職、現場から離れ育児におわれる、そんな境遇の方は他にもいると思います。そんな立場の

人にまた１から勉強し、受験するようにとは無理な話です。

なにかしら、優遇するべきだと思います。テストは誰も受けなければいけないようですが、例えば、押さえ

ておくべき問題をネットでダウンロードできるとか。



退職して時間が経過しているので、仕事内容などが、うろ覚えなのが不安です

試験対策をどうすればいいのか、どういう手順が自分に必要なのかよくわかってないことが不安。

国家試験に落ちたら今までしてきた仕事内容ができなくなるのか？

勉強と仕事の両立が出来るのか不安

受験資格

試験の難しさ、自分の対策で良いのかわからない不安

もっと細かい情報が知りたい

国家試験に合格できなかった場合の今後

特例処置が過ぎても国家試験を受けれるのか 受験資格が自分にはあるのか

試験の分野、どこまで詳しく出題されるのかが知りたいです。

それともうすでに動物病院で働いてるので実技実習がないのが心配です。

国家資格を持っていないと、将来的に仕事ができないのではないかと不安。

勉強が不得意なので試験の難易度。

出産を機に現場から離れてしまっていますが、ブランクの有無は受験資格に関係してくることはあります

か？　子どもも大きくなってきたので、これ機に現場復帰したいと思っているのでそれまでに、今までのブ

ランクを極力埋められるよう、試験勉強を通して頑張りたい。

自分から探さないと情報が入ってこない。試験について全くわからずただただ不安。

実務経験がどれだけ活かされることになるのか、それが受験資格にも少しでも影響してくれるかが分からな

い。

第一回目の国家試験はいつ行われる予定ですか？

受験条件を揃えるための講習会や短期スクーリングなどがあるとして、各地で参加可能かどうか。受験条件

を満たせているかがとても心配です。

試験日や講習がいつか、など未定な所が多くて、国家資格受験をするとゆう実感があまり湧いていないのが

不安です。

自分が学生の頃と今では学習内容も変わっていると思うので、新しい事を勉強し直さなければならないかと

思うと不安

どれぐらいのお金（受験料、セミナー代、テキスト代等）が必要か。

セミナーの日程がいつぐらいに発表になるか。

一番は自分が予備試験にしろ、受けれるのかどうか。あとは資格を得たとして今までしてこなかったカテー

テル処置や採血を、していいですよといわれても、技術的に出来ない事。講座などがあれば受けたいです。

何もかも決まっていない事だらけなのに、移行期間の終了の日だけは決まっていて、とても受かる気がしま

せん。頑張りたいとは思いますが。

勉強に時間をさくのが難しいので、一日でも早く対策が取れるようセミナー(Web希望)を開催して欲しいで
す。

せっかく取得した認定資格が何も役に立たない事が非常に遺憾です。

全国一斉に動物病院が休めるわけもなく、試験をどのように行うのか疑問と不安でいっぱいです。

職場も休ませてくれるかわかりません。

どの程のレベルを求められるのか不明で不安しかありません。

看護職協会の資格を取ったら有利に国家資格後図って貰えると聞いて、必死に勉強したのに、一体何だった

のでしょうか？

認定看護師の時に費やした時間と費用が、国家資格になるにあたり、認定看護師の資格が優遇されないと知
り、また一から試験をしなければならず、費用もかかることにゲンナリしています。
国家資格になったからとて、今の病院の待遇がかわるとも思えず、賃金の値上げにつながらないのなら受け
なくてもいいかというスタッフもいます。仕事内容のボーダーラインも今までとどのくらい変わるのかも少
し気になります。

認定看護師を持っているが意味が無いと言われて残念に思う



獣医さんが本当に必要と思っているか分からない。 その為に勉強出来るか不安。

勉強法がわからない

動物看護の学校を修了しているわけではないので仕事と両立させられるか不安 

国家試験受験までどのような手続きが必要かが不明なのが試験を受ける以前にわからず不安

何も詳細が分からないことが、一番不安です。

年齢制限、必須資格の必要性

専門の学校には通ってなく、動物病院で働いるので、なにを勉強すればいいのかわからない。

とにかくいくらかかるのか、認定動物看護師の資格持ってる人は控除などないのか

試験内容がどのように出るのかわからない。

受験資格等が適切かわからない

このまま仕事を続けていけるか不安

産休育休等を取得をし、すぐに復帰できなかった場合の受験資格はどうなるのか不安に感じている

実務経験があること(勤務年数など)は試験をするにあたり少なからず優位には働かないのですか？

勉強の仕方がわからない。また仕事の両立ができるのか不安。

看護資格を持っている場合 今回の国家資格を取らないと以前の資格はもう失われてしまうのですか

出題範囲など分からなく何を勉強するべきなのか困っている

統一試験は何の意味のあったのか。 合格してある場合優遇されると言われ受けたが、どうなのか。

専門学校を卒業してから数十年経つのでカリキュラム内容の差

講義を受けたら試験の受験ができるのか、今のまま受験できるのかがわからない。

試験を受ける前の不安です。

国家試験におけるインフォメーションがあるかどうか気になる。例えば講習会がいつあるか、予備試験がい

つあるか、本試験はいつあるかなど。

何十年も前から国家試験になると言われ続け、結局現職中に国家試験にいたらなかった。また伸ばし伸ばし

になるんじゃないかと思っている。

試験について詳細が分からないので、今後の予定(人生設計)が立てられない。仕事と子育てをしながら勉強

できるのか不安。

働きながら勉強や受験をするのは難しい。

せっかく時間を割いて統一認定を取ったのに、何のために取ったのか分からない。

JVNAや日本動物看護学会に所属している方々は皆、国家資格になった時のためにと統一試験を受けまし

た。それが全くの無駄になった事はやはり一般の看護師としては受け入れがたい気持ちは大いにあります。

国家資格を取得したとしても、雇用主の意識改革がどこまでなされるのかが心配です。
例えば、国家資格者が、その他の資格者や無資格者と差別化(業務範囲や報酬)してもらえるのか？

現職や独身者の目線で考えているとしか言わざるを得ない

妊婦、子育て中などで資格を取りたくても取れないと思っている人は多いと思います｡

認定資格を持つ看護師に対して優遇が何かしらあると大変ありがたいです。資格取得に時間も費用もかけて

取られた方々が大勢いると思うので。

この資格が出来ることで離職しなければいけないのかもなーと真剣に考え始めています。今後、上司と話し

合って決めていこうと思っています。

現在はペット保険会社へ勤務しているため、認定看護師ではあるが国家試験を受験できるのか不安。受験し

たいと考えております。

自分が受験資格の要件を満たしているかもよく分からず、認定動物看護師の資格も最近取ったばかりで次は

国家試験…。国家試験を受けるにあたり、認定資格を持っていても特に優遇はなく無資格者と同じ扱い？と

のこと…。勉強と仕事を両立が1番な不安です。



難易度に合わせた勉強内容について

講習会や予備試験が複数日無いと勤務スタッフ数を確保することができない

試験が一斉に同日だと病院はどうなるのか

動物看護師統一認定試験との難易度の差

とにかく勉強方法がわからない。なにかテキストなどほしい(10年前のしか持ってないため）

せっかく勉強してたくさん資格を取ったのに無駄になるのかもと思うと不安。

採血や導尿など、技術面が心配

認定動物看護師を持っている人への項目免除などは無いのでしょうか

受験費用・登録料がどのくらいかかるか知りたいです。

範囲やレベルが全くもって不明瞭で、不安しかないです

何を勉強したらいいかわからないので早くカリキュラムを知りたいです。

どういう計画を立てて、何から勉強したらいいか、専門校を卒業してなくても受かるか不安です。

資格試験の難易度についていけるか不安を感じている

統一試験で、資格を取る際に将来的に国家資格になる際に有利になると言うことで受けたが、今回全く関係

ないというのが腑に落ちない。

現場を離れた身の実務経験をどのように証明すればいいのか？またそのための書類を院長に記入してもらう
必要がある場合、関係性によっては記入をお願いするのが億劫であること。
そして、手術に入った回数がトリマーであるがゆえに（朝から晩までトリミングにこもりきりなことか多
い）どうしても少なかったため、受験資格にそもそも満たしていないのではないかという不安があります。

5年未満のスタッフが受けれない場合病院をとじなければならない。

勉強量がわからない。

その間に妊娠などをし産休をとった場合諦めなければならないのでしょうか。

勤務歴を証明するために辞めた職場に証明書の作成をお願いしないといけないのかどうか。

勤務歴5年以上が国試受験資格とあったが、パートやアルバイトでの勤務も年数としてカウントしてもらえ

るのか。

看護系以外の動物専門学校卒業の場合の受験資格の有無がわかりずらく、職務歴で取れるようになるのかと

ても不安に感じます。

一度試験に合格して資格を取得できたのに、もう一度合格しなければ資格がなくなるということが納得いか

ないです

特例期間内での受験を考えてる者ですが、仕事をしながら勉強をして予備試験受けてというのを5年以内に

できるかがとても不安です。

もう少し特例期間を長ければ良いなと思います。

初めて施行されるのでどんな内容で問題がでるのか出題範囲？などが気になります。どこまで細かく勉強を

極めるかなどが不安です。

受験時50代　試験を受けるべきなのか？しかし合格しないと動物看護師という名称が使用できないし　今
までやっていた仕事もできなくなるあまりにもわからなすぎて　何が不安なのかもわからない位不安。動物
看護師が使用できない人は　何と呼ばれる？

実際の仕事と試験用の知識は違う部分があるので、長年仕事をしていても試験に受かるのか、もし落ちると

仕事をなくすことになるのではないか、心配です。

現在、動物関連では無い職場で働いています。その場合、愛玩動物看護師資格取得のための講習会の日程な

どはどのような方法で通知されるのか

動物病院で働いているが、認定資格をもっていない。その場合、受験することが可能なのか。

受験資格について詳しい説明を早めに知りたい。

特例期間内での受験を考えてる者ですが、仕事をしながら勉強をして予備試験受けてというのを5年以内に
できるかがとても不安です。もう少し特例期間を長ければ良いなと思います。



学力面

専門の学校を卒業しなければ受ける権利がない場合、ここまで頑張って勤務してきたのに困る。

予備試験の詳細が知りたい

出題される範囲や分野がいつ決まるのか

専門の学校を卒業していなくても、受験できるようになればいいなと思う。

統一認定看護師資格を持っている人への優遇措置が欲しかった。

試験対策の講座が有れば参加したいです。

仕事の負担増、子育て世代の勉強時間の確保難

試験に落ちたらこのまま働けなくなるのかと思うと不安

合格出来るか不安

・勉強するにあたり、どこから手をつければいいのかわからない。

・子どもがまだ小さいため、講習会に参加出来るのかわからない。

・仕事、家事、育児の中で勉強が出来るのか不安

どの位のレベルを求められるのか。対策はどうすればいいのか。統一試験合格しているのにもう1度試験を

受けないといけないのか。

受験資格の要件が分かりにくく、認定動物看護師の資格を取得した意味がなくなってしまっている事が疑問

です。

高等学校卒業後、未経験の上で動物病院に就職し実務経験で認定動物看護師の資格を取得しましたが、国家

資格化にあたり受験資格を得られるのか不安です。特例措置にて是非とも受験をさせて頂きたいので、専門

学校・大学を卒業していない未経験者でも認定動物看護師資格を有している者や実務経験の年数を考慮して

頂いて、受験可能となるような特例措置となるよう希望しています。受験資格を得るにあたって必要な講習

等があれば全て受講させていただきたいと考えておりますので、ご検討のほど宜しくお願い申し上げます。

自分が国家試験の受験資格があるのか分からないです。現在は動物看護師として働いていませんが、今後動

物看護師として働く場合試験合格は必須だと思いますが、今何をしたらいいのか分からないです。

学生の頃と違い、勉強の為の時間が取れない。でも試験に合格しないと、看護師を名乗れなくなる、という

のが一番の不安です

働いていないと資格はとれないのか？
とっても(職場にもよると思いますが)何も変わらないのでは？
資格をとれなかったらどうしたらよいのか？
年齢もあるので資格をとったほうが良いのか？(このまま働いているのか不安)

動物看護師の専門学校等を卒業していない現職は、予備試験・本試験の負担が大きい。勉強時間の確保、試

験の度に休みをもらえるか、モチベーション維持できるか不安。他の国家試験と同じように、会場受験・試

験日が１日1回しかない場合は、現職しかいない動物病院は看護師が全員休みをもらって受験するのは難し

いと思う。手持ちのパソコンで受験できたらとても有難い。もしくは、初年度だけ複数受験日を設ける・も

しくは１日のうち午前と午後に分けて試験を開催するなど考慮してほしい。

専門卒業後に変わったことを教えてもらえる場所がない
自分がどのくらい理解できているのかわからない

未就学者に対する特例措置の実務経験5年以上の基準について、どのように判断するのか早急に基準を明示

してほしいです。例えばアルバイトで週2勤務・通算5年の人と、フルタイムで週5勤務・通算4年11ヶ月の
人がいた場合、双方に受験資格はあるのか。またそれらをどのように証明するのか。
仕事のレベルも各病院によって違うが、例えば夜間救急や二次診療病院での実績があっても単純に年数だけ
で判断するのか。認定動物看護師資格を取得していることで何らかの優遇はないのか。
など

とにかく試験内容がどういったものになるのか全く分からないため、勉強するにもどこから手をつけて良い

かも分からない。詳細を早め早めに教えて頂きたい。私自身も含め仕事をしている方々も多いので学生とは

違い、時間が少ないことも考慮して頂きたい。



以前、動物看護師として働いていた場合は受験資格があるのかどうか。

勉強の仕方。統一認定動物看護師試験の過去問でもいいのか

難しい問題、昔と今の教育の違いが不安

試験の内容がどのようなものになるのか

3年生の学校を出ていないとかなり不利なので、資格取得出来るか不安です

日にちと試験範囲

そもそも受験資格があるのかどうかがわからない

仕事と勉強の両立ができるか

臨床経験者に対して優遇処置を検討してほしい。

第1回目は形式も傾向もわからないので、勉強の仕方に悩む。

受験資格があるのかどうか

国家資格取得しても、しないこと同等待遇の可能性、現場では話題になってないこと。

スタッフが全員受験すると受験日の診察は休診しなくてはなりません。順番に受験するとなると資格手当を
貰う期間が同時期ではなくなり不公平も起きます。
また、何故、認定資格保持で国家資格に移行できないかが知りたいです。

情報が少ない。試験や講義等の回数が少ない。コロナ禍のなか、会場での講習会等は参加しなくてはと思う

がzoomセミナー等にして欲しいと思った。

行動学専攻上がりの統一資格すら持っていない看護士です。通算8年目ですが、自分が基準を満たすのか疑

問ですし経験を積んでいるとは言え行動学以外の事は不安です。そして5年以上の経験を証明しなければい

けない場合不安です。正直な話、1件目(5年以上在籍)は円満退社ではなかったので連絡を取るのが嫌です。

ワガママかもしれてせんがそういった諸々の諸事情にも拝領されるのでしょうか？

国家資格がある動物看護師と、国家資格が無い動物看護師は業務上どのような区別がつけられるのか疑問に

思っています。

国家資格取得後に曖昧な名称で続けていきそうな病院が多々あること。

せっかく頑張って国家資格取得したのに、意味のない資格になってしまわないか不安。

認定看護師の資格を取っている人への優遇等欲しいです。そもそも、国家資格へ移行できると聞いて取って

いるので。

どの位のレベルを求められるのか。対策はどうすればいいのか。統一試験合格しているのにもう1度試験を

受けないといけないのか。

とにかく受験や勉強時に仕事を休めるかどうかがとても不安です。
動物看護師に国家資格？と疑問を持っている先生が多いようです。
数年様子見てから資格を取ったら？と言われました。

勿論、試験に向けて努力はするつもりです。学術的な事は大学に行っていないのでその部分が大きく取得に
影響を、及ぼすのなら今まで２０年以上勤務して来て採血•留置など診療に携わって来たのにそのライン付
けで仕事出来なくされるのはとても憤慨です。
正社員で育児しながら労働している者に大学生並みの時間労力が確保出来ると思いますか？
今までの経験は考慮して頂けないのでしょうか？
杓子定規だけで決めて欲しくない。
これからの動物看護士の成長は必要だとは思っています。

関係者によって受験資格の答えがバラバラで理解ができていない。きちんと整理してわかりやすく説明して

ほしい。

4年間正社員、その後収入の面で不安があったので5年間他の仕事と掛け持ちしながら忙しいときのサポー

ト要員という勤務実態がない働き方だったので、微妙に受験資格に合致しないかもしれない。そうなるとど

こかで1年勤務してからの資格取得になってしまうのだろうか、

受験資格要件がわかりにくい。

→各々が確認できるようなQ&Aのようなサイトがあるとわかりやすい

認定動物看護師の試験との相違や試験範囲を明確にしてほしい。

情報が多方面に発信されていないので確認するのに時間がかかり手間取る。



前例がないのでどのぐらいで合格なのか気になる

採血など

妊娠などにより、試験を受けるまで動物看護師として働いているかがわからない

ブランクがあっても受験資格はあるのか？(勤務歴が5年以上10年未満だが、ブランクがある)

国家資格になると、待遇が変わるのか

一日中勉強できる学生でも不合格になる場合もあるのに働きながら国家試験の勉強で間に合うのか

今現在の情報だと何がわからないのかがわからない。

動物看護師を辞めて、異なる職種に就いているが試験資格があるのか不安。

何も情報がないのが不安

勤務年数とかで条件変えて欲しい

勉強が出来るか　どうかが心配です。

受験資格の要件が分かりづらい。また、問い合わせ先が分からない。

資格を持っていない動物看護師はもう動物病院で働くことはできない？
(認定動物看護師は登録している)

資格を取得することによって、今までの業務と大きく変わる部分があると思いますが、新たに加わった業務

に対して講習会や実習する場などあるのでしょうか。また、もっとわかりやすく資格試験に関して知りたい

です。業務内容や移行処置など。

看護師として実働した経験がないのでほとんど0からの学び直し自体に不安があります。そして受験資格は

あるのか気になります。でも学べば学ぶだけ自分の糧になるはずなので是非挑戦してみたいです。

この機会に動物病院で勤務する動物看護師が減るのではないかと危惧しています。もしくは入学希望者がた

だでさえ少ないのにもっと減るのではと思いますがいかがでしょうか。

国家試験のカリキュラムが決まっていないのに、対策本が出ていることが疑問。国家試験に際して、不足部

分の単位の講座が入ることは必要だと思うが、そのための予備試験は、なぜ必要なのか分からない。

 とりあえず受験はする予定ですが、実際国家資格になったからと言って、何か変わるのかなぁとしか思え
ないため、仕事をしながらの勉強にやる気がわかないのが正直なところです。
 業務が多少変わるといっても、病院の方針次第で何も変わらない病院もありそうですし、(特に小規模な病

院)待遇も変わるとも思えないので…。

 それと統一認定看護師資格を持っていれば受験はそのままできると思っていましたが、講習を受けなけれ
ばならないところが特に謎です。
だったら認定資格を持っていなくても変わらなかったなと。
毎年会員更新にもお金がかかっていますし、それなら会費を払うのをやめても良かったなと思いました。

無資格で6年ほど勤務しているものです。

特例期間内での受験を考えていますが、働きながら勉強をして予備試験をパスして国家試験まで乗り切れる

か不安です。

認定試験と国家試験の違いが未だにわからないです。
認定試験を合格している人でも国家試験を受け直すのはお金の面でも時間の面でも不利なので
はないかと思います。
しかし、国家試験になることで胸を張って動物看護師です。と、言えるようになるとはとても
ありがたいです。

子育てもあり出産も今後考えてるので日程を早く決めてほしい。

コロナ対策で国がお金もなくなって試験が本当にあるのか明確にしてほしい。

以前の認定動物看護師の資格を持っている場合は何かしらのアドバンテージが欲しい。

愛玩動物看護師が国家資格になってからは、「認定動物看護師」も名乗れなくなる。



全てにおいて不安でしかないです。

看護職協会の認定資格を持っていても優遇されないのか？

現場から離れてきているので、知識が古くなっている気がして不安

国家資格になった場合、仕事の幅（看護師による採血等）がどの程度広がるのか具体的に知りたい

統一資格を取得した意味とそれがなにか役に立つのか知りたい

受かれば給料は上がるか？

自分が受験基準を満たしているか、勉強時間が確保できるか不安です。

どの程度、深堀した内容なのか。職域が制限されているのに問題範囲は高度な内容。

試験日は繫忙期になるが当日病院の営業はどうするのか

試験内容が難しそう。

勉強のし直しになってしまわないか不安

国家資格がないと働きづらくなるのか心配

どこまでの問題がでるのか分からず、勉強の仕方がわからない。

受験資格があるのかわからない

職域がどこまでかまだよくわからない

処置等、可能なものがどこまで可能なのか？人間看護師同様にできるのか。

その日に全国の動物病院がきゅうしんになってしまうのではないか？

ブランクがありすぎる点と、地方なので資格があるからと言って就職につながる希望が見えない

コロナが流行っている時は受講がますが強いと思う

現職の人たちが第1回目でどれだけ受験できるのか、受験できなかった場合業務範囲や給料に差がでてしま

うのか

現在わかっている受験条件だと、長年働いているスタッフは不利な点が多い。

不合格になった場合だと、そのまま仕事を離れることが多くなるのでは。

改めて勉強することの不安、勉強方法や時間をどのように取得するか、試験に向けてテキストなどが販売さ

れるのか

学校卒業から時間が経過している、他業種に転職したため知識不足が心配

また、国家資格になる事で待遇が良くなるのかが疑問

現役で働いている動物看護師が、試験結果によって業務が出来なくなる可能性がある事。

経験のある動物看護師より、新卒の未熟な動物看護師の方が勤務面や給与面で有利にならないか。（それに

よって離職者が増えないか）

また、通院されている飼い主様の理解を得られるのか心配。（飼い主様の信頼があるスタッフが業務を制限

されると動物と飼い主様に不利益が出ることがあるのではないかと心配）

仕事・家事・育児もあり勉強できる時間がなかなか作れない為、現場で既に働いている人は何らかの免除が

あると有難いです。

仕事と両立しながら国家試験の勉強を出来るのか不安。また、試験の時期に看護師を続けているのか、試験

を受けられる状況にいられるのか不安。

専門学校卒後20年以上を経過しており、当時とのカリキュラムが大きく異なっている為、試験科目内容に

よっては一から学び始めるものもあるかと思っています。自ら探すことも可能とは思いますが、普段の多忙

な業務の中、学ぶ現職認定動物看護師の為にも現在、専門学校や大学でのカリキュラムで必須となっている

分野を具体的に教えて頂けると、勉強を始めやすいかと思います。また、現職で動物看護師として働いてい

る同僚の中には動物専門学校を出ていない人たちも数人います。スキルと経験を既に持っているその人たち

が受験資格がないことでモチベーションが下がり、職を辞めることにならないよう、受験可能になるような

救済策も提示して頂けたらと思います。

退職している為、国家資格に関しての情報が入ってこないこと。

今現状で受験資格があるのかどうか。

万が一落ちてしまった場合、今までやってきた看護師としての仕事ができなくなるのか。



認定動物看護師への優遇があって欲しい。

講習や試験日に病院スタッフ全員が同時に休みを取らないため、本当に受験可能なのか心配

仮に国家試験に落ちてしまった時がとても不安

値段はどのくらいか

病院に勤めているスタッフ全員が一度に講義や試験でぬけられない、試験会場が遠いと困る

犬猫専門病院なので、エキゾチックの問題対策がしづらい

何割合格か

家事や育児をしながらの勉強ができるか。ひとり親のため金銭的に時間的に余裕が無い。

妊娠、出産で現場を離れて、勉強したことを忘れている。そんな自分が受かるのか不安。

大学を卒業してから時間が経っているので、独学の勉強で受かるかが不安

全体像がはっきり分からない

地方の動物病院のため、試験日、試験会場などどうなるのか不安

家庭と勉強の両立。講習や試験の会場は日帰りできる場所なのか？

難易度や取得までの費用

仕事をしているので勉強をする時間が確保できるか不安

不合格者だった場合、職がなくなるかもしれない。

専門学校を卒業して数年経ち、改めて勉強して試験に受かるか不安です。

勉強時間の確保が難しいので、なるべく早く参考書や対策本を出してほしい

業務内容

受験資格をもつことができるかどうか

膨大な内容があるため、勉強した部分も抜けているだろうし頭に入れれるか不安。卒業後内容も増えたよう

なので、新しい部分も不安。

動物看護職を離れて数年経ってしまっている。受験資格に、離職年数による制限ができてしまわないか不

安。将来的に動物看護職に復職したいと思っているので、心配です。

グレーな部分がホワイトになり職域が広がるが、それによる業務量の増加と給与面のバランスがどう調整さ

れていくのか。実際の個人病院では国家資格になった事で良いほうに影響されるのかが謎。

認定動物看護師の資格がなければ受験が出来ないと伺ったのですが、本当でしょうか?

また、現職の方と学生では現場ベースと教科書ベースで覚えていることや勉強していることが異なっている

うえ、勉強に割ける時間にも大きな差があるので、一律の試験になると不安になります。

勉強時間の確保が難しい

試験日に休みが取れないかもしれない

自分が受験資格にあるのかよく分からない

試験不合格だった場合、動物看護師を名乗れなくなるので、今後自分の職業は何と名乗れば良いのか

国家試験に落ちてしまったら今の職場でお給料が下がるのか不安です。

あと国家資格を持ってる新入社員の方がお給料が多いとなると、ずっと働いている看護師のモチベーション

は下がると思います。

認定動物看護師の資格があれば国家試験に何かしらの免除があるのか。

また経験年数にも応じて免除があるのか。

試験までの準備としてどのような事を行なって行けばいいのか全くわからず、自分の持っている様々な教科

書や各資格のテキストを見返すだけではやはり不安



もし不合格で取得できなかった時、次の試験までの期間の扱いはどういう対応になるのか？

不合格なら減給や最悪解雇もあり得るのでしょうか？

就職してからまだ1年未満のため仕事との両立がとても不安。

なにを勉強したらよいかわからない

統一認定資格に合格したのに、国家資格をさらに取得しなければならない事

誰が問題を作成するのか。統一認定試験は試験問題のレベルが低いが改善されるのか。

試験範囲や試験様式がまだ不明なので不安。

動物看護学校を出ていない者の受験までの流れや日程を知りたい。

必ず資格を取得したい。現在、結婚をして家庭を優先に仕事している。扶養範囲内で勤務中。動物看護師と

しては、新人に近いレベルである。看護師としての経験値向上と、家庭との両立、今後妊娠、出産、育児へ

向けて資格取得を目指せるか（必ず特例措置期間内に取得する決意でいる）女性が多い団体のため、その点

の悩みを抱えたケースも多いかと思う。

勉強がはかどらず、試験の対策もわからず、本当にこまっています。14年前の学校カリキュラムと、いま
はがらっとかわってしまってます。やってなかったことも多く、本当にふあんです。
対策方法をおしえてほしいです。

別の仕事をしている為試験や講習会の日程によっては休めるか不安。住んでいる所が田舎の為移動距離や時

間もかかる為、試験会場や日程もどのようになるのか不安。

動物看護系の学校には通っていない。受験対策の勉強をどのように進めて
いけばいいのかわかりません。

看護の授業はうけていないので、基礎がなく、ところどころの知識しかない（病院によって教えは違うだろ

うし）のに短い期間での勉強などが不安

試験までの準備としてどのような事を行なって行けばいいのか全くわからず、自分の持っている様々な教科

書や各資格のテキストを見返すだけではやはり不安

国家資格になったとしても仕事内容はほぼ変わらないのではないでしょうか。若しくは、増える気がするの

ですが。獣医師はどのように考えてるのでしょうか

資格を持っている人・現在看護師として働いている人への免除はないのか。

試験内容の提示はいつか。

きちん国家試験に対応している参考本は出るのか。

勤務中の看護師にとっては勉強時間の確保も難しいと思いますし試験日に休みが取れるか受験料の負担は病

院でしてくれるものかの不安もあります。

正直、動物看護師統一認定試験の勉強も現場ではあまり役に立っていないので仕事に関係のない勉強をする

のは時間が無駄だと思ってしまいます。でも合格しないことには今の仕事を続けられないので受験しなけれ

ばならないと考えている方は沢山いると思います。勤務年数などに応じて何か対応をすべきだと考えます。

国家資格になっても、立場や賃金、労働条件は何も変わらない。変えてももらえないのに、認定試験や統一

試験など、国家資格に近づくためにと何度も何度もテストを受けさせられて、結局、全てフラットになった

状態で一から試験を受けなければならない。今までの実績も功績も全く関係なく、試験だけで振り分けられ

る。その事じたいに意味があるのか、本当に必要な資格なのかわからなくなりました。

Q7について、そもそもコアカリキュラムを受けてないので知らない。大学、専門学校等で３~４年かけて学

んでることを全く始めてやる人がちょちょっと講習受けてやっつけで勉強したところで受かるとは到底思え

ない。むしろそんな素人が簡単に受かる試験だったらそれはそれで問題があるのでは？

看護資格を受けたのにまた試験を受け直しなのか。資格の受け直しは正直働きながらだと厳しすぎる。認定

看護師試験を受けた意味があったのかよく分からなくなった。

現職で家庭もあり勉強する時間が取れないのが不安。長年携わっている仕事なので国家資格がないと動物看

護師と名乗れないのも悲しい。統一資格から移行されるという話を聞いていたので国家資格になると統一資

格を取得した意味が分からなくなった。



受かれば給料は上がるか？

国家資格化後の職域がはっきりしない事が不安です。

Q11

問題集や参考書等出してほしい

とにかく、なんらかの優遇措置をしてほしい。 

人の看護師と同じくらいの所得、退職金などの整備

正しい情報をいち早く伝えてほしいです。

有用な情報があれば随時教えてほしい。

これを期に、専門学校の見極めをしてほしい。

今までの職歴も考慮してほしい

資格保有者の優遇など

模擬試験がしてみたい。

試験対策のセミナーの開催を複数回開催して欲しいです

今グレーゾーンになっている採血などの医療行為に関して取り締まりを厳しくするか、可不可を明確にして

ほしい

学生は学校が対策を講じてくれるが、現職には何もないため試験対策になるような講座開催を希望します。

講習会について。多くの人が講習会、予備試験、本試験になる可能性が高いと思いますが、認定動物看護師

の資格取得者とそうでない者の講習会の時間が同じだと不公平に感じます。

認定動物看護師の資格取得のために、費やした時間は考慮していただきたいなと思います。

このままでは、認定動物看護師の資格取得の意味は全く無かったことになってしまうように危惧していま

す。

認定動物看護師資格を取得したら、いずれは国家資格に移行できると言っていた、みなさんを信じて希望を

持って試験に臨んだ人も大勢いると思うので、今一度、認定動物看護師資格取得者への配慮も願いたい。

オンラインで勉強できると有り難い。試験対策としてだけでなく、各分野の基礎が学べる機会を作ってもら

えると嬉しい。

・試験に向けての勉強会やセミナーをたくさん開催してほしい。

・勉強会やセミナーの料金をなるべく安くしてほしい。

・参考書をきちんと作ってほしい。

・せっかく認定動物看護師の資格を持っているから、資格を持っている人へ少し考慮してほしい。

試験をする前に、受験資格があるかどうか、どういった試験になるのか、試験日に仕事がある場合病院自体

を休ませる様に要請するのか、ホームページを見ても理解しにくいので試験をする前に決めてからして頂か

ないと、現在働いている側からしたら不安でしかないです。

愛玩動物看護師国家試験受験に関してJVNA（職能団体）にどんなことを希望されます

か？

認定動物看護師をなかったことにされ、モチベーションが保てなくなりました。
いまだにカリキュラム・試験範囲が決まってないことにも強い憤りがあります。
今現在、専門学校で学習している学生さん達も数百万の学費を払って勉強されているのに愛玩動物看護師の
資格は取得出来ずに卒業し、また勉強し直して国家資格の取り直しですよね。非常に不憫です。

試験の時期や内容、又資格を取った場合今と仕事内容や給料が変わるのか早い段階で知りたい



認定看護師資格を持っている人に優遇措置をとってほしい。

認定看護師の資格保持者は勤務年数等、一定の条件を満たせば試験免除を考えてほしい。

よくわからない

現場の人達事を考えた判断希望

資格試験に関する詳細の拡散

対策のプログラムなどあれば心強いです。勉強会オンラインなど。

試験範囲を出してほしい

有料でも構わないので 試験に向けての教材を作って頂きたいです。

受験対策セミナーの実施

今までの協会資格、学びの結果、認定資格を受験条件に繋げてください。切に願います。

認定資格持ってる人に何か特例が欲しい

現職に対しては筆記試験を免除していただきたいです。

有益で、具体的な情報を発信して欲しい。

受験資格を含めた質問窓口があると助かります。

試験対策の何らかの情報がほしいです。

認定資格を持っている人で現在も仕事を続けている人への特別措置を考えて頂きたいと思います。

試験に向けての情報提供、フォローアップ、試験対策

現職動物看護師の講習や技能訓練を希望します

試験対策の受講セミナーやテキストの配布など行ってもらいたい

どのように国家資格が取得できるのかわかりやすく説明をしてほしいです。

統一試験をせっかく合格しているのだから何かしらかの免除が欲しい

もっと情報発信して欲しい 身近に感じられないし、謎の団体になってる

もっと情報が欲しいです。

現場に出ているスタッフに考慮した試験内容もしくは対応をしていただきたいです。

あんまりお金取らないでほしい

試験に受かったあとセミナーなどで資格を維持できるようにしていただけるとこれからもこの仕事を続けて

いける気がします。

20年以上続けてきましたが、本当にこの仕事が好きだから続けてくることができたと思っています。

もし毎年試験がありお金もかかるようなら負担が大きいため続けていくことはとても難しいです。

この仕事を長く続けていきたいのでどうか宜しくお願い致します。

できたら一生動物看護師でいたいです。

腰が曲がって掃除や洗濯しかできなくなっても動物看護師でいたいです。

勤務年数で国家資格をもらえるようにしていただきたいです。職を失ってしまう人がいるという事、その人

の人生が変わってしまうという事を考慮していただきたいと思います。

認定看護師資格を取得していることや、勤務経験年数が10年以上あること院長からの推薦があるなどを加
味していただき、試験受けなくても小論文の提出などで国家資格もらえるとありがたいです。

せっかくjvnaに入っているのに、情報がこない。メールやLINEなど登録したりして、こまめに情報が欲し
い。このアンケートも、友達の看護師さんが教えてくれた。現在の話し合いなどの進捗状況も全くといって
いいほど会員に情報がおりてこないのに、会に入っている意味があるのか疑問。

ある水準以上の資格であること。職域の拡大。拡大に伴うリスクに対しての保険。歯科衛生士同様広く周知

される資格であること。



動物看護師の勤務体制、雇用待遇の向上

統一試験資格を持っている者に対して、多少の配慮を希望いたします。

情報提供と可能な限りの現職看護師が試験を受け易いような働きかけ

試験までの情報（試験範囲、仕事内容など）を随時提供してくれると助かります。

講習会の開催や対策問題集の配布

統一認定がそのまま移行されないのは仕方ないとは考えます

動物病院以外の職場でも国家資格が活用できるようになると嬉しいです。

仕事もあるので年に複数回受験出来るようにして欲しい。初年だけでもいいので。

国家試験対策

さらなる情報発信をお願いしたい。年間費用を納めているが現状そのメリットを感じない

予想問題集を作成して欲しいです

認定動物看護師の資格を持っている人は 予備試験なしで国家資格を受けれるようにしてほしいです。

詳細の連絡

国家試験に関わるセミナーや勉強会を、たくさん開いて欲しい。 オンラインであると、なお嬉しい。

試験のレベルがどのくらいなのか公表してほしい

説明付の模擬問題集が欲しいです。または、オンラインによる講座があると助かります。

ホームページで分かりやすい情報の掲載

認定動物看護師のできる限りの優遇(講習会など)

今まで入っていたことが無駄にならず、メリットになるようにしてほしい

学習サポート

資格試験への優遇処置

対策講座の開催

現役動物看護師達の負担、不安軽減

対策問題集や参考書の作製を出来たらしてほしい

受験日を複数や一定期間連日で行う等で受験が受けれないということをなくして頂きたいです。

団体で沢山の試験や勉強方どの情報を教えてほしい

現役の看護師さんは勤務歴などでなるべく資格がとりやすいようにしてほしい。動物看護師は激務なので本
当に時間はないです。

国家資格化された時に自動的に資格取得できると聞いて、認定資格を取る為に指定された時間を勉強して、

何百万もかけて専門学校に行きました。それが今回認定資格所持者に対して何の優位もないことに不満があ

ります。それと働いている期間が3年未満の認定看護師もいます。必死に勉強して認定資格を取ったのに

持っていない人と同じ待遇になることに不満があります。認定資格を取る為に多額のお金を払っています。

経験も大事と思いますがそこは考慮していただきたいです。

資格取得は何のために必要なのかがよくわからないです。すでに動物看護師として仕事に従事している方へ

の説明が乏しいと思います。おそらく動物看護師の殆どが国家資格を取得すると、どうなるのかわかってい

ないと思います。是非「こうなります」という話をお聞かせいただきたいと思います。

受講・受験における物理的拘束時間が長いと、活躍されている方ほど資格取得出来ない。オンラインや、近

場での受講機会を整備すべき

国家資格への移行があるという理由で、認定動物看護師を取得したが、何故再度受験しなければならないか

絶望し、そして疑問です。協会には是非とも認定動物看護師資格の国家資格への移行の公約を実現して頂き

たいです。



早めに今後どういう流れになるのかを教えて欲しい

現役動物看護師及び潜在動物看護師の声を届けてほしい

情報収集と情報発信

北関東の試験会場を東京ではなく、もう少し近くに設けてほしいです。

働いてる看護師が同日に試験をうけるには希望休みが取れない場合もあるので、考えて欲しい。

セミナーの開催

認定動物看護師がスムーズに国家資格に移行できるように救済していただきたい。

 資格を取得するメリット、デメリットは何か。

教科書や参考書、模擬問題集を作って欲しいです。

既卒の人たちのサポートをしてほしいです。

モチベーションが向上するようなセミナーを企画してほしい

認定資格の看護師に対しての優遇

動物看護師の社会認知度の向上 誰でも働ける緩い環境の改善

試験対策やセミナー、模擬試験など

3年制ではなく2年制卒業、または院長の推薦や3年以上勤務で試験を1回にして欲しい

対策できる環境(参考書、対策問題、模擬試験など)国家試験についてまったく予想がつかない為。

試験対策セミナーの実施を期待します

認定看護師の資格があれば国家資格になったら移行できると言っていたが、どう考えているのか。

会員無料のオンライン対策講座を積極的に活用していただきたい。

問題集などをつくる

認定動物看護師の資格取得者は、予備試験免除して受験可能にしてもらいたいです。

若い人が学び続けられる場を提供してほしい。

既に資格がある者は免除

とにかく難しい問題にしてほしいです。なんなく看護師をしている人と、本気で動物看護師をしている人を

差別化したいです。

勤務歴が5年未満の場合、統一資格があるかどうか、動物看護科二年制を出ているかなどを考慮して欲しい

試験をするのであれば中心部での講習会、試験をするのではなく地方にいてもなるべく試験を受けることが

できるよう対策をして頂きたいです。

当院所属のVTは国家資格化にあまり関心を持っていない。むしろ試験があることを煩わしく思っており、

受験する意欲があるものはごくわずかしかいない。メディアを通じての啓発・認知も多少は必要ではないで

しょうか。

動物看護師の給与や立場の向上を今後も働きかけていただきたいと思います。実際に離職率が高いのは給与

待遇面がかなり大きい現実問題があるからかと感じています。

受験に関して、とにかくわかりやすいお知らせをしてほしいです。

受験資格の有無、必修の講習のお知らせ、受験日時、かかる費用の一覧など。

ネットでは様々な情報が飛び交っており、農水省等のサイトを見ても見にくい為、認定試験に受かっている

人向けに国家資格の案内等を書面にて郵送でお知らせして頂きたいです。

国家資格化が決定したときに、統一認定資格を国家資格と結びつけられなかったことについてきちんとコメ

ントしてほしかった。

国家資格カに向けての労力などには感謝しているが、認定資格の扱いが180°違ってしまったことについては

スルーされたまま。

今、予備試験控除にするなど働きかけていることも知ってはいるが、そのことが引っかかっているので、国

家資格についてのモチベーションも上がらないし、不信感もある



問題集やなんらかの対策できる勉強本を作成していただきたいです

動物看護師が専門職であるということを多くの人に社会に広く深く認知させること

認定資格がある人の試験に関する免除をもう少し考えてほしいです。

参考書など出して頂きたいです

給与の増額や休日の確保

受験対策のセミナーをオンラインで開催してほしいです。

受験科目がわかった場合、受験対策を何かしらの形で早めに発信してほしいです。

試験について情報が欲しい。この資格を持ったら具体的にどんな仕事内容になるか教えてほしい

国家試験対策のテキストやオンラインセミナーなどしてほしい

テキストや参考書、セミナーをしてほしいです。

問題集の販売やウェブのセミナーを開催してほしいです。

受験のしやすさ。日程や受験場所など。

セミナーの開催

試験対策をお願いします

さまざまなメディアを通して試験の応募方法、周知をしっかりしてほしい

試験対策講座などやっていただけたら

問題集などを出して欲しい

看護師の役割や待遇について改善

選択肢があるマークシートの問題

オンラインでの講座を開催していただきたい

もっと積極的に現状の説明や決まった事などを発信して欲しい！

試験日までにセミナーなどの開催を希望します。

試験内容が発表されたらテキストおよび問題集を作ってほしい。

オンラインセミナーをしてほしい

問題集や講習会があればLINEなので細かく教えて欲しいです

試験の対策講座を開いていただきたい

現在動物看護に関わる職種の方々が今後も円滑に働けるよう、講習会など合格につながるサポートをお願い

いたします。

看護計画を全動物病院、統一化し、

現場実習において看護の実践方法を学ぶようなカリキュラムに統一してほしい。

専門学校卒業でも勉強すれば受かるような難易度にしてほしい。

大卒に難易度を合わせてしまうと、専門学校卒の人には難しすぎると思う。

現在、認定動物看護師として働いている人が、当初認定動物看護師を取得する際に、将来の国家資格化に少

しでも優遇措置があればとの思いで勉強して取得したと思うので、キャリアのある現職動物看護師が少しで

も多く国家資格に受かるよう取り計らって頂きたいです。

（一財）動物看護師統一認定機構　動物看護師統一認定試験 認定動物看護師の資格を取得している事を加

味した国家資格の取得として欲しい。

勤続年数が長くてもほとんど勉強していない看護師もいるので、まずは統一の資格取得者に一定の猶予をつ

けてほしい。全員同じスタートなのは納得がいかない。

統一資格に更新する際に統一資格を保持していれば国家資格に移行時に何かしらの優遇があると言われたの

で、安くないテキスト代や受験料を払ったのにそれは何もなかったことにされるのでしょうか



セミナー開始。茶話会などの催し。当事者同士の交流の場を積極的に作って欲しい

試験対策をたくさんしてほしい。無料で。

職務優先でも、国家試験受験が可能になるような日程調整

素早い情報開示

統一看護師資格所持してる人の優遇措置

試験対策セミナーの実施や、対策本の販売

試験内容、日程を早めに発表してもらいたい

合格にむけてのテキストや勉強する教材が欲しい

国家資格の参考書がほしい

セミナー動画の配信！

試験対策等の情報を沢山出して欲しい

勉強会や試験対策のセミナーを開催してほしいです。

試験までの準備や申込等の締切などのお知らせ

試験日を選べるといいなと思います

各受験希望者への細やかなサポート。

統一試験資格保持者への免除等、現職者では難しい日程などの調整

セミナー講習をやってもらいたい

転職のサイトの運営や受験にあたってフォローしてもらえるコンテンツなど

試験対策など、あらゆる情報を発信していただきたいです。

小さなことでもよいので多くの手がかりが欲しい状況なので、より多数の情報発信を願います。

受験対策のセミナーなど開いてほしい

問題集などだしてほしい。

・オンラインセミナー(見逃し配信付きのもの) ・模擬試験を頻繁にやって欲しい。

色々な情報を詳しく発信して欲しい。

現役で働いている動物看護師を守ってください。全力で。

グレーゾーンが多すぎる。オペ中どこまで看護師が携わっていいのかなどの区切りを明確にして欲しい

LINE登録していますがいただける情報が少ないように感じます。

国家試験については不安に思っている人も多いので公式の見解や、現時点でわかっていることなどもっと教

えて欲しいです。

現在統一資格を所有している人に対して、国家試験合格に向けての勉強法の指導、予想問題の配布、手続き

の仕方など

受験をしないといけない覚悟はもうしました。

ただ、せめて認定動物看護資格を持っている人は合格点数を低くするとか、何か有利な方法を取って頂けれ

ば有難いです。

オンラインセミナーなど。ライブだとみられない方も多いと思うので、いつでも見られるようにしてほし

い。

学習面でのサポートを希望します。

在職中の人たちも学生たちに劣らないように効率的に勉強でき、多くの資格取得志望者が合格できるように

サポートしていただけることを期待します。

認定動物看護師資格を持っていても受験資格に左右されないと聞いた。何のために取得したのかわからない

ので受験資格として認められてほしい。



模擬試験や問題集などを作ってもらいたい。

傾向、対策の周知と、それに沿ったオンラインセミナーの充実

受験情報をわかりやすく発信していただけるとありがたいです。

リアルタイムでの情報共有。

正会員の多くが合格できるためのバックアップ　　 正会員対象セミナー開催

試験対策セミナー、又は予想問題集の販売など

働きながらの受験なので各都道府県(各地域)ごとで受講、受験会場を設けて欲しい。

これからの流れを詳しく教えてほしい

国家資格を取得した後の看護師の待遇が良くなるような社会

セミナー等、試験対策の場を設けて頂けると助かります。

詳しくてわかりやすい資料や、対策の問題集などがほしいです。

現在、長く勤務している動物看護士の方達に少しでも優遇してくれる内容にしてほしい。

資格が取れるよう、勉強の確実なサポート

認定看護師取得者の優遇

子育てをしながらの情報収集がなかなか難しいため、定期的に情報を発信してほしい。

参考書などを販売してほしい。

こまめな情報発信

正しい情報をいち早く発信してくれることです。

学校を離れ現場で働いている者への、勉強面での支援として、国家資格対策のような資料をいただけると嬉

しいです。

受験対策のオンラインセミナーを開いてほしいです。可能であればいつでも見返せるようなシステムにして

ほしい。

受験対策問題を解けるアプリなどがあると、隙間時間に勉強できると思います。

そんなことないと思いますが、都心で働いている看護師のみでなく、地方で働いている看護師達の事もしっ

かり考慮して、講習会や試験などを考えてほしいです。

認定看護師資格を持っていても国家資格と関係ないような対処なら認定看護師を取った意味があるのか非常

に疑問に思っています。知識面では仕事に役立ちましたが受験費用やテキスト代含めて動物看護師の給料で

は安いお金ではありませんでした。何か対応していただきたいです

事前のスクーリング、技能取得機関に際し、専門学校という基本的な形以外はも段階を下げた手段があると

助かります。

実技の実習をしたい。国家試験の対策本を出したり、模擬試験を実施してほしい。
それとそちらで試験をうければ国家資格ができても免除みたいなのがあると学校から言われ資格を取得した
ので優遇といいますか、そういうのもあればよいなと思います。
情報が少なすぎます。

オンライン講座とオンライン模擬試験、試験問題集。
ダウンロード形式でも構わないので、これまで会費を払ってきた会員には安価な値段で、色々解放して欲し
い。

対策セミナー、模擬試験などがあればぜひ参加して、勉強しながら、今の自分の状況を確認しながら進めた

ら、とても心強いです。

仕事や家庭があるので、地方でのセミナー受講はとても難しくWebでの受講を希望します。

受験科目、全てを勉強できるようにお願いします。

今まで長年動物看護士として働いてきた経験者で認定動物看護士の資格を持っている人に今まで通り働ける

環境をできるだけ残していただきたい。

思いがけずコロナのことがあって大変なのは重々わかっていますが、できれば急いでいただきたいです。



国家試験を取得できるようにサポートしてほしい

DMなどで積極的にわかりやすくいつなにがあるか教えて頂けたら嬉しいです。

講習会

動物看護師がどんな仕事か日本で伝わり、社会に貢献できたら嬉しいです。

オンラインセミナーがあれば参加してみたい

国家試験に向けてのセミナー

試験対策セミナーや、試験についてのもっと詳しい情報を教えてほしいです。

子育てをしながらの情報収集がなかなか難しいため、定期的に情報を発信してほしい。

専門の学校をでてない人のためのセミナーを希望します。

とにかく、対策テキストを用意してほしい

事前に勉強をして国家試験に受かりたいので、試験範囲が早めに分かると助かります。

認定をもっていれば誰でも受験できるようにしてほしい。

国家資格に向けてなどのオンラインセミナー

在職中、休職中に関わらず職務歴がある者には受験資格を与えて欲しい

対策授業のようなものや、テキストを販売してほしい。

細やかな情報をこれからもアップして欲しい

試験合格のための対策など、セミナーや予想問題集など

獣医師に資格取得後の管理をするよう提案してほしい

オンラインセミナー、カウンセリング

セミナーや国家試験、資格に関しての一早い情報

試験対策の問題集などを出して欲しい

いろんな場所でやってほしい

きちんとこの資格を取った人が当たり前に働けること、福利厚生、当たり前の事が当たり前になるように雇
用体勢の見直し。無資格者が動物病院で働けるのはおかしい

すでに就職している人、専門学校生、大学生などそれぞれの立場の人がそれぞれどのような流れで試験にむ

けて必要な手続きがあるのかがいまだによくわからないので不安です。また就職者は仕事をしながらの試験

になるので職場に試験日に関して理解していただけるような院長等に国家資格についての理解を深めていた

だく活動もしていただけると嬉しいです。

まだ、はっきり内容は決まってないと思いますが、ぜひオンライン形式や小テストなど試験対策を早い段階

から発信して頂きたいです。

国家資格者として様々な分野(環境省に関わるものや公務員など)で活躍できるよう、職域を広げる取り組み

を行政を含めた各団体にアプローチして頂きたい。

今まで動物看護師として働いてきた人たちにとっては国家資格のあるなしで格差をつけられてしまうと思う

ので、その人たちのフォローや対策をしていただきたい。新たに資格取得を検討の人たちへの試験対策とそ

れに応じた情報などをわかりやすく伝えていただきたい。

①統一試験等の有資格者への特例措置、②試験時間や会場を考慮することで病院業務への支障が少なくなる

ような対策

トリマー兼動物看護師としての実務経験が今後活用できないものにならないようにして頂ければ幸いです。

全てにおいて　わからなすぎて　何を希望したら良いのかも　わからないです
合格しないと動物看護師と名乗れなくなる（合格しないと何になるの？）
仕事も制限される（どこまで？）



予想問題集、セミナーの実施など

国家試験前に模擬試験を受けられると嬉しいです。

有資格者と無資格者の仕事内容の違いを明確にしてほしい。

セミナーとかしてほしい

国家試験前に模擬試験を受けられると嬉しいです。

小さいことでも、試験に関する情報を発信してほしいと思っています。

現在動物病院に勤務していない者にも学習機会を提供してほしい

セミナーなど学べる機会

早く受験資格の要件を出してほしい。

試験対策として、問題集、模擬試験など、用意をしてほしいです。

今までの試験であったような、問題ミスをなくして下し

給料が安いので、あまりお金が掛からないようにして欲しい。

オンラインセミナーを実施してほしい

実習研修などがあればいいと思います。

国家資格となる以上、世間から認められる職業であってほしい

統一試験合格者に対しての免除、 または試験への対策等わかりやすく 提示してほしい

勉強会やセミナー

Q10に記載した内容の徹底的な改善を希望いたします。

働いてる人への模擬試験や試験対策をしっかりして欲しい

セミナーをやって欲しい

認定機構に掛かった費用を返して欲しいと思います。

動物看護師としての地位向上

愛玩、という名前の変更

早く明確な基準とフォローなど受ける側の身にもなってほしい

オンライン講座やセミナーなど、１つの講座やセミナーを複数回実施して頂けるとありがたいです。

資格ができることで、仕事内容はもちろん給料面の変化もでてくると思います。

現職の方が一人でも多く合格できるよう、受験対策講座含め少しでも優遇してもらえたらと思います。

国家資格としての厳格さはもちろんなのですが、もうすでに働き始めてる人への救済措置もあると嬉しいで

す。

現職の看護師が、仕事の合間に受験をすることとなれば時間を設けるのが大変かと存じますので、受験日程

や受験にあたっての講習等を余裕のあるスケジュールで組んで頂きたいです。

国家資格のために統一認定資格をとったが、今回の国家試験受験にとって無駄になってしまったので。予備

試験受験資格など、何か配慮してもらえたら嬉しい。試験対策の教材案内やセミナー開催をしていただける

と大変助かります。

認定動物看護師資格を有する人で、動物看護師として実務経験がある人の受験資格要件を、緩和か優遇され

るように関係部署に働きかけていただきたいです。

私もそうですが、子育て世代のベテラン現看護師が私の周りには多いのですが国家資格になる事により、仕

事、子育て、家事を両立させる中で勉強時間の確保に懸念があります。そのためそういったベテラン看護師

が減っていく事が予想されます。ただでさえ現場で感じているのが動物看護師の人材不足です。その中で、

ベテラン看護師の確保のため、認定動物看護師資格者や、○年以上の経験者などといった優遇措置などを希

望します。



認定動物看護士の資格が全く生かされない事　資格をもってる人には何か優遇な対処をして欲しい

統一試験合格者に対しての免除、 または試験への対策等わかりやすく 提示してほしい

動物看護師が定年まで働ける職場環境を整えて頂きたいと思います

セミナー等の開催

今、現場にいる人たちの不安などの払拭

広く認知されるようになってほしい。

国家資格になるならば。ペーパー試験だけではなく、人のように実習がないのはおかしいと思う。

もっと知名度を上げてほしい。各病院で仕事内容のばらつきが激しいので少しでも統一して欲しい

今働いている人達は、採血の練習など出来ないが、実技はどうするのか

試験対策問題のテキストが欲しい

動物看護師の認知度を上げて欲しい

時代に合わせて常にアップデートしていって欲しいと思います。

現職看護師をもっと有利にしてほしい

統一認定資格を持っている人は講習を受けなくても受験資格を与えてほしいです。

国家試験もですが、予備試験の模試や講習などもしてくださると心強いです。

試験日を休むのも難しいので、必要な講習はオンライン講習などで複数日にちを用意して欲しい

予想問題集があれば　嬉しいです。

勤務歴がある程度ある方は免除される項目事があったりしてほしい。

動物看護師の認知度向上と給料待遇の向上 へのアプローチも併せてして欲しい

この国家資格について、世の中への説明。

獣医師中心で試験を構成するのではなく、動物看護師のための…動物看護師にとって有益な試験になって欲

しいと思う。あと倫理綱領が改正されましたけど…あれでは動物看護師らしさがないですね。残念です。

資格取得者とそうでない人との仕事の明確な差をハッキリしてほしい。

今はグレーな部分が多いので、そのグレーな部分もできるのは資格取得者のみ…など。

経験者は優遇される所があっても良いのでは？経験者が仕事出来なくなります。
大卒にすぐ保定や採血や手術助手が出来ますか？

国家試験までに必要になる資格などがはっきりわかって、試験にスム－ズに参加できる道筋を教えたもらい

たい

試験日や時間を複数設定していただけると、小さい病院やスタッフの少ない病院の看護師も受験しやすいの

ではないでしょうか。

職能団体にどのようなことまで望んで良いのかがわかりかねますが、まずは試験合格に繋がるための試験傾

向情報の公開や対策を希望します。

対策講座を行ってほしい。対面で講座をする場合はコロナ禍で人込みを避けたいので各地・少人数・なるべ
く多数回にわけて行ってほしい。仕事をしているので、予定がつかない場合などの対応をしてほしい。

年数経過によっては免除など対策が必要かと思います。免除までいかなくとも、それなりの対応が必要なの

では？多忙な通常勤務中に国家資格レベルの勉強など難しいのではないでしょうか？その辺りどうお考えな

のかお聞きしたいです。



少しでも看護師の待遇が良くなるのが希望です

動物看護師としての勤務年数や資格の有無など考慮して頂きたいです。

ある程度資格を有し、経験年数のあるスタッフへの考慮

試験日が年1回だと現場で働くVTが仕事を休めず、受験できないかも

対策用のテキストやセミナーをお願いします。

出題範囲内容を細かく提示して欲しい。統一試験資格取得者に特例措置を強く希望します。

動物看護師の地位向上

現在まで動物看護師として長年働いていた人にも少し考慮して欲しい。

経歴である程度優遇措置がほしい

勤務歴の長い動物看護師を優遇してほしい

模擬試験などを作成してほしい

現在看護師認定資格を持っている人に対して何か待遇があればうれしいです。

資格給の最低ラインを作って欲しい

より早い情報と参考書やセミナー等の勉強方法への対策

WEBセミナー

勉強会

・国家試験受験に関する最新の情報の提供。

・国家試験受験に際して現職動物看護師が一緒に頑張れるような（オンライン）勉強会・セミナーの開催

・Q10のコメントと相反するようですが、開業獣医師の中には今も「実地で業務を覚え、自分の病院の方針

にのみ従ってくれれば良い」という考えの方もいます。そういう動物病院では、動物看護師という、専門性

のある仕事に対する理解も低く、動物看護職について学校で学んでから職についた人とそうでない人が混在

ています。

給与がさほど変わらない中、理論のきちんとした説明なく,保定、各種検査、消毒・滅菌などの作業手順の

み教えて動物看護師と同じように働いている人たちがいる為、知識の差が大きいことにより、動物病院とし

てクライアントの信頼に関わる問題や、事故に繋がる恐れもあります。

また、長年開業している獣医師の中には、動物看護師というより「保定と掃除・雑務のお手伝い」程度の認

識の方もいらっしゃるので、今の教育カリキュラムを受けて卒業している動物看護師に知識があることを知

らず、彼らの意欲や知識を生かしきれていないところも見受けられます。(栄養・しつけ指導のみならず、

尿・便・血液検査等の顕微鏡検査すらさせてもらえないところもあります)

今回の国家資格化は個人的にも長年の念願が叶う機会ではありますが、今後の動物看護師たちの知識・スキ

ルに見合った活躍の場を増やし、動物病院のみならず、飼い主・そして動物たちにとってもより良い動物医

療・サービスの提供をする為にも、現職獣医師達へ理解を求める働きをJVNAから是非お願いしたいと思っ

ております。

国家試験のため再受験が必要ならば受験して取得したいと考えていますが、女性が多い職業の為、結婚・妊

娠・出産・子育て介護などを考えた場合、自分の都合だけで受験勉強や受験自体を出来ない人も出てくると

思います。

周りの家族の協力やライフプランの設計も考えると、受験時期や受験資格については早く発表して欲しいで

す。（妊娠や出産など、動物病院で働く人はリスクを考え長期的に計画している人も多いと思います。）

国家資格になる訳なので、獣医師ほどの職域はないにしても、獣医療・診察が円滑に進むよう、動物達の負

担が少しでも減らせるように、看護師の職域を広く出来たら良いと思いました。

認定動物看護師の資格を取得している人や、看護師歴が長い人はなんらかの免除、もしくは優遇措置を取っ

てほしいです。動物看護師が国家資格になるのを何年も待ち望んできた方はたくさんいると思うので、難し

いとは思いますがお願いします。



出題範囲の提示

試験会場は出来るだけ多く設けて欲しい。(三密を避けるため)

現段階では何が希望かもわからない

対策セミナー

国家試験有無によっての給与差、仕事内容の確立

合格させる為のサポート

認定資格試験を持っている看護師が不遇にならない処置をお願い致します。

受験対策のオンライン講座を開いてほしい。Web上で模擬試験を受けれるようにしてほしい。

試験対策

試験会場は何ヶ所か行きやすいように設置してほしい

認定動物看護師の資格はなんのために受けたのか。

情報を知らせて欲しい

講習会や模擬試験など

海外の獣医師にも、受験資格を与えてほしい

免除してください。

オンラインセミナーの開催を希望します。

看護師全体が一定の質、またはそれ以上になること

現在働いている方や今は違う仕事をしているけれど、やはり動物看護師として働きたいと考えている方が少

しでも受験しやすい環境であると嬉しいです。

Q10にも少し記載しましたが、動物看護師統一認定試験の合格者や動物病院で動物看護師として長期勤務し

ている者に対して何の対応もないのは残念です。

現場では日々の業務に追われている方がほとんどですし勉強時間の確保が難しい方も多いです。ただでさえ

人手不足の中、合格できず業務に差し障りがでる病院が増える事、合格していないのに以前と変わらない業

務をし続けざるを得ない状況になってしまう事が目に見えます。

そうならない為にも何か対応をして頂けると幸いです。

出来ればセミナーの内容を配信で見れるようにしてほしい。

なかなかセミナーの日時に都合が合わないことあるし、どうしても関東の方がセミナーが多い。地方に居て

ももう少しいろんなセミナーの内容を聞きたい。ダウンロードなどで、そのセミナーの資料もほしい。

資格も持ってない人が、どういった手順で進めるのか、身近に感じれるようにしてほしい。アプリや相談で

きる所など

定期的な講習会が開かれ、各動物病院の院長にも参加する理解が得られるように啓蒙活動をお願いしたい。

（講習会の必要性等）

現在、認定動物看護師の有資格者と無資格者では職域に差はありません。

国家試験の受験に際して、差が生じることのないようにご検討頂ければと思います。

認定動物看護師の資格所有者に対して所持していない方との国家試験に対して何かしらの優遇があって欲し

いです。

何年か前にわざわざ認定試験を受け直したのに、また国家資格を取らないといけないのはちょっと違うので
はないかと思う。受けた意味がないのではないか

新人向けのセミナー、定期的な勉強の支援、塾に通っているような感覚になれたら勉強への自信もつけるか

もしれない。今は、自分のレベルに対して不安が多く、とにかく勉強し直し、試験対策をするしかないと

思っている。また、パートタイム労働者として、動物看護師を続けてゆきたい。家庭のこと、出産や育児の

ことを考えると近い将来は、『正社員』は希望できない。もっと先の将来には、正社員として業務に就くこ

とを希望している。パートタイム労働者枠の対象者も、試験に突破できるよう、サポートしてもらいたい。

今後とも、宜しくお願い申し上げます。



もう少し今働いてる人のことを考えて欲しい

動物看護師の勉強の場や機会を増やしてほしいです。

詳しくハッキリとした情報を提供して頂きたいです。

仕事を続けながら受験が可能になるような受験対策講座などの機会を設けて もらいたいです。

認定動物看護師の資格をもっているので、一部考慮してほしい。

金額の安さ

統一認定資格者の国家資格受験に対する軽減措置を希望

検討委員会を観ていてもよくわからないので要約してほしいです

看護カンファのような、学会発表ほどでない看護の共有の場があるといいなと思います。

模擬問題

人の看護師のような、仕事の分業ができる環境作りの提案

認定動物看護師をなかったことにした時点で不信感しかないです。

学生時代、統一試験をもっておけば資格移行になると聞いていたので、現段階で病院勤務している方全員は

資格移行など考慮して欲しい

受験にあたっての詳しい日程をお知らせしてほしい。受験には何が必要か、講習を受けるならいつになるか

など。


