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迫りつつある愛玩動物
看護師国家試験

横田 淳子
Junko Yokota
（一社）日本動物看護職協会会長

Pa r t 1

2019 年に「愛玩動物看護師法」が制定され、動物看護界も新たな時代の幕開けを迎えました。
2022 年は、愛玩動物看護師国家試験の準備や受験資格取得のための大切な年となります。新年より、約
1 年後に迫りました愛玩動物看護師国家試験について 3 回シリーズでお話しさせていただきます。
（一社）日本動物看護職協会は動物看護師の全国規模の職能団体として、長年にわたり動物看護師の国家資
格化のための要請活動を行ってまいりました。動物看護師の方々だけでなくともに働く獣医師の方々にも、
興味をもち、理解を深めていただければ嬉しいです。
第 1 回は、「愛玩動物看護師法」に関して知ってお

愛玩動物看護師の業務は、以下の三項と定められて

いてほしいこと、また、国家資格で何が変わる ? を

います。

テーマに話をすすめていきたいと思います。
「愛玩動物看護師法」は、2019 年 6 月 21 日第 198 回
通常国会で制定され、同年 6 月 28 日に官報にて公布
されました。衆議院・参議院環境委員会で議論され、
両本会議ともに全会一致で可決されました。議員立法

①愛玩動物の診療補助
②愛玩動物の看護・世話
③愛玩動物の愛護・適正飼養に係る助言・支援

ですので、今後 5 年ごとに見直しもされていくことと
なるでしょう。

①と②は動物診療にかかわる業務のため獣医師法等

では、内容をみてみましょう。

を管轄している農林水産省、③は社会における動物と

愛玩動物看護師の業務

愛玩動物の
診療補助
業務独占

愛玩動物の
看護・世話

愛玩動物看護師 名称独占
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愛玩動物の
愛護・適正飼養に係る
助言・支援

の共生にかかわる業務のため「動物の愛護及び管理に

インコ等）、カエデチョウ科全種（ブンチョウ、ジュ

関する法律」を管轄している環境省が関与していま

ウシマツ等）、アトリ科全種（カナリア等）と決ま

す。愛玩動物看護師法は 2 つの省での主管となり愛玩

り、2021 年 9 月 29 日に官報公布されました。

動物看護師の免許は、農林水産大臣と環境大臣の両大
臣名で発行されることとなります。
愛玩動物看護師の免許をもたない者は「愛玩動物看
護師」や紛らわしい名称は使用できなくなります（こ
れを名称独占といいます）。
これまで獣医師以外の者は行うことができなかった
診療行為のうち一部が診療の補助として愛玩動物看護
師には可能となります（これを業務独占といいます）
。
これまでも動物看護師は動物医療の一翼として幅広
い業務を担ってきましたが法的な根拠に基づく行為で
はありませんでした。愛玩動物看護師法が制定された
ことで、愛玩動物看護師の免許を取得した者が法に基
づき診療行為の一部（採血や投薬、マイクロチップ挿

これまで、（一社）日本動物看護職協会では、動物

入、カテーテル採尿などを予定）を行うことが可能と

看護師の全国統一資格として動物看護師統一認定機構

なり、獣医師と業務を分担できるようになります。

の「認定動物看護師」資格の取得を推奨してきまし

また、動物看護教育の面では、これまで専門学校は

た。2021 年 9 月現在、登録者は 2 万 7,000 名を超えて

2 年制の学校が多くありましたが、国家試験の受験に

います。しかし、この資格は民間資格であり、このま

は 3 年以上の動物看護教育が義務付けられます。教育

までは法的に動物診療に参画することが難しくなると

の充実が診療補助業務の拡大や看護技術の向上につな

の判断から 2 万人を超えた段階で国家資格化に大きく

がっていきます。

舵を切りました。民間資格から国家資格へのハードル

今回、動物看護師の法整備・国家資格化の要請にあ
たり、日本動物看護職協会では「愛がん動物」という

は高く、「認定動物看護師」を含むすべての動物看護
師が、国家試験を受験することとなります。

表記を使用しており、議員立法に尽力いただきました

現任者の国家資格の取得については、未修学であっ

超党派の議員連盟の名称も「愛がん動物を対象とした

ても実務経験 5 年を有している人は国家試験の受験資

動物看護師の国家資格化を目指す議員連盟」としてお

格を獲得できる道が経過措置として規定されていま

りました。しかし、法文を作成する段階において法文

す。認定動物看護師資格の取得者には、受験資格を得

は常用漢字を使用することから、「玩」の字が数年前

るための講習会の一部免除もあります。

に常用漢字に含まれたため、「愛玩動物」という表記
となりました。また、今回の法律では対象動物が愛玩

次回は、経過措置について詳しくお話させていただ
きたいと思います。

動物に限定されており、産業動物や実験動物などは対
象となっておりません。このことは立法にあたり衆議
院・参議院環境委員会でも議論されております。議論
の結果、愛玩動物と産業動物の獣医療にはちがいがあ
り、現場からは看護職の国家資格化の要望がないとい
うことから、愛玩動物のみが対象となりました。
愛玩動物看護師の対象動物はこれまで犬、猫、その
他政令で定める動物（未定）とされておりましたが、
2021 年 9 月 24 日に閣議決定され、
「その他政令で定め
る動物」は、オウム科全種（セキセイインコ、オカメ

●プロフィール
よこた・じゅんこ
（一社）日本動物看護職協会設立時より理事を務め、2013 年会
長就任〜現在にいたる。現在、青森県青森市在住。（有）横田
動物病院マネージャー。臨床検査技師、認定動物看護師。
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愛玩動物看護師国家試験
既卒者・在学者・現任者の受験資格

横田 淳子
Junko Yokota
（一社）日本動物看護職協会会長

第 2 回は、「愛玩動物看護師法」において既卒者・在学者、現任者の受験資格の特例措置についてお話しし
たいと思います。
動物看護師資格は、これまで民間資格ではありますが全国統一資格として（一財）動物看護師統一認定機
構の「認定動物看護師」資格が広く知られており、（一社）日本動物看護職協会でもその取得を推奨してきま
した。しかし、このたびの国家資格にあたり民間資格から国家資格へ移行するハードルは高く、国家資格取
得を希望する方々はすべて、国家試験を受けていただかなくてはなりません。
そのため、特例措置として動物看護を学ぶ教育機関の卒業生・在学生、また、動物看護師としての勤務経
験のある方々には、それぞれの経歴に応じてステップはちがいますが受験資格が得られるよう配慮されてお
ります。動物看護教育の学校へ再入学しなくても、受験資格を得られるせっかくのチャンスですから逃すこ
となくチャレンジしていただけると嬉しいです！

今回はその特例措置について、「既卒者・在学者」

ご自身の学校での履修内容が「認定動物看護師教育

と「現任者」に分けて解説します（なお、文中の用語

コアカリキュラム 2019」と同等でなくとも実務経験

は、基本的に「愛玩動物看護師法」および「愛玩動物

の期間として認められたり、講習会の一部が免除とな

看護師カリキュラム等検討会報告書」に沿って記載し

る場合がありますので出身校に確認してみてくださいね。

ています）。
特例措置の期間は、「愛玩動物看護師法」が本施行と

ポイント

なる令和 4 年 5 月 1 日〜令和 9 年 4 月末日までとなり

※「認定動物看護師教育コアカリキュラム 2019」と

ます。

同等以上の内容を履修しているか否かがキーとなりま
すので、不明な方は出身校に確認してみてください。

既卒者・在学者

この方々は、講習会を経て国家試験へ、というス

こちらの特例措置は、「愛玩動物看護師法」（以下、

テップをすすみます。在学中または卒業後に以下の講

法）の施行日前に大学または養成所に入学し、「認定

習会を修了することにより受験資格を得ることができ

動物看護師教育コアカリキュラム 2019」と同等以上

ます。

の内容を履修した者が対象です。
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令和 9 年 4 月末日（経過措置終了）までに講習会を

Part 2 愛玩動物看護師国家試験

令和 4 年 5 月〜 11 月予定
オンライン受講あり

※①講習会

科目名および時間
※①講習会

既卒者・在学者・現任者の受験資格

認定動物看護師資格
なし

認定動物看護師資格
あり

26 時間

16 時間

愛玩動物看護師の職責
（3 時間）
獣医療及び愛護適正飼養分野の
関連法規（3 時間）
診療の補助に関する技能
（7 時間）

国家試験

愛護・適正飼養に関する
基本的な知識（3 時間）
業務の実践
（10 時間）
合計

※講習会を修了した者は、令和 9 年 5 月以降も国家試験を受験することが可能です
図1 既卒者・在学者の受験ステップ

修了してくださいね。
講習会の概要をまとめた図 1 に記載しましたが、

技能を有し、一般職員とは区別されて動物看護に係
る業務に従事する者

「認定動物看護師資格」を有している方は講習科目
「業務の実践」の 10 時間が免除されます。

実務経験 5 年とは、雇用契約に基づいて業務に従事
した期間で週 1 日以上の勤務が必要です。
実務経験 5 年は連続した 5 年の必要はなく、休業、
休職を除き業務に従事した期間を通算し 5 年以上で
す。異なる複数の施設での勤務の場合、合計して 5 年
以上であれば条件を満たしたものとされます。
上記の実務経験の他、上記以外に同等以上の経験と
して認められる期間が下記の通り定められています。
・動物看護（愛玩動物対象）を教育する学校その他の

現任者（実務経験 5 年以上）

教育機関において動物看護師に必要な知識及び技能
の教員として従事した期間

こちらの特例措置は、実務経験 5 年以上を有する方

・既卒者・在学者ではないが動物看護に係る知識及び

が対象です。具体的には、以下の条件を満たす方です。

技能を修める大学又は動物看護師を養成することを

・動物診療施設（愛玩動物を対象）において、愛玩動

目的とする養成所に法施行前に入学し修学した期間

物の看護、愛玩動物の飼養者等に愛護・適正飼養に

・国または地方公共団体の公務員として、獣医師法・

係る助言等の業務を行う者
・
「動物の愛護及び管理に関する法律」第 10 条に規定

獣医療法令又は動物愛護管理法令の施行事務に従事
した期間

する第 1 種動物取扱業の動物取扱責任者として、愛
玩動物の看護、愛玩動物の飼養者等に愛護・適正飼
養に係る助言等の業務を行う者
・上記以外の者で愛玩動物の動物看護に係る知識及び

現任者は講習会を経て、予備試験に合格後、国家試
験へ、というステップをすすみます。
講習会を修了後、予備試験に合格すれば受験資格が
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※②講習会
※②講習会

令和 4 年 5 月〜 8 月予定
オンライン受講あり

科目名および時間

認定動物看護師資格 認定動物看護師資格
あり
なし
修学歴なし
修学歴なし

認定動物看護師資格
あり
※修学歴あり

愛玩動物看護師の職責
（3 時間）

予備試験

獣医療及び愛護適正飼養
分野の関連法規（3 時間）
診療の補助に関する技能
（7 時間）
愛護・適正飼養に関する
基本的な知識（3 時間）
業務の実践に必要な理論
（4 時間）

国家試験

業務の実践
（10 時間）
合計

30 時間

20 時間

16 時間

※予備試験に合格した者は、令和 9 年 5 月以降も国家試験を受験することが可能です
図2 現任者の受験ステップ

得られます。

参考文献

令和 9 年 4 月末日（経過措置終了）までに予備試験
に合格してくださいね。
こちらの講習では、図 2 にありますように「認定動
物看護師資格」があり修学歴（動物看護に係る知識及
び技能を修める大学又は動物看護師を養成することを
目的とした養成所において 1 年以上動物看護に関する

［1］ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=501AC1000000050̲
20220501̲000000000000000
特例措置について、法律の条文を確認するには、e-Gov（デジ
タル庁の法令データベース）の愛玩動物看護師法の附則を参照
（附則第2条、第3条2項）
［2］ https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/doubutsu̲kango/
committee/attach/pdf/index-4.pdf
特例措置の仕組みについては「愛玩動物看護師カリキュラム等
検討会報告書」の末尾（p50）の図解を参照。実務経験の詳細
については、p44〜45を参照

知識、技能について修学した者）がある方は「業務の
実践に必要な理論」4 時間、「業務の実践」10 時間が
免除されます。「認定動物看護師資格」があり修学歴
がない方は講習科目「業務の実践」の 10 時間が免除
されます。

●プロフィール

ご自身の国家試験までのステップを早めにチェック
してみてくださいね！
次回はいよいよ最終回です。
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（一社）日本動物看護職協会設立時より理事を務め、2013 年会
長就任〜現在にいたる。現在、青森県青森市在住。（有）横田
動物病院マネージャー。臨床検査技師、認定動物看護師。
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第 1 回愛玩動物看護師
国家試験を目指して

横田 淳子
Junko Yokota
（一社）日本動物看護職協会会長

最終回となりますが今回は、第 1 回国家試験までのスケジュールと、開始となりました指定講習会について
お話ししたいと思います。
いよいよ今年 5 月 1 日に「愛玩動物看護師法」が本施行となり、法令が実行されることとなります。このコ
ラムの第 2 回にお話ししました受験資格の特例措置も 5 月 1 日から開始となります。
今回は、はじめに第 1 回愛玩動物看護師国家試験までのスケジュール（図 1）を確認していきましょう。

国家資格取得までのスケジュール
既卒者・在学者の方は 5 月～ 11 月までにご自身に

必ず登録をしましょう。登録が済みますと愛玩動物看
護師免許証明書（名簿に登録したことの証明）が交付
されます。

必要な時間数の指定講習会を受講し、修了証明書を取
得します。そして卒業証明または卒業見込み証明書な
どの国家試験に必要書類をそろえて出願し国家試験を
受験します。

指定講習会の概要
次に指定講習会のお話しをします。

現任者の方は、5 月～ 8 月までに受講となります。

指定講習会は（一社）日本動物看護職協会（JVNA）

大変忙しい時期の講習会受講となりますが、オンライ

と（一財）動物看護師統一認定機構 2 団体が指定され

ンによるオンデマンド方式ですのでご自身の都合に合

ています（2022 年 2 月 14 日現在）。

わせて夜や休日の時間を有効にご活用ください。ご自

2 団体のうちどちらかの指定講習会を受講すればよ

身に必要な時間数の指定講習会を受講し、修了証明書

ろしいので、費用など詳細をご確認のうえ、ご自身で

を取得します。そして職場等で実務経験の証明書と

選択ください。

いった予備試験に必要な書類をそろえて出願し、予備
試験を受験します。合格後、国家試験の出願をし国家
試験を受験します。

日本動物看護職協会（JVNA）主催の指定講習会に
ついてご紹介させていただきます。
本協会では、臨床現場で働く本協会会員の皆さまは

●出願に必要な書類は個々の学歴・職歴で異なります

もちろん、多くの動物看護師および動物看護学生の皆

ので、指定試験機関の（一財）動物看護師統一認定機

さまに受講していただき、これから広く社会で活躍で

構のホームページ等で必ず確認してください。

きる愛玩動物看護師を目指していただきたいと思い指

●第 1 回愛玩動物看護師国家試験に合格しましたら、

定講習会を実施することといたしました。
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Part 3

第1回愛玩動物看護師国家試験を目指して

現任者
（実務経験 5 年以上）

既卒者・在学者

第２条第１号
指定講習会

第３条第２項
指定講習会

2022年5月

8月

予備試験の出願
11月

予備試験
国家試験の出願
第１回愛玩動物看護師国家試験

2023年2月

合格
愛玩動物看護師名簿登録
図1

JVNA 主催

第1回愛玩動物看護師国家試験のスケジュール

愛玩動物看護師指定講習会

期間：① 2022 年 5 月 9 日～ 2022 年 11 月 30 日
（第 2 条第 1 号 ：既卒者・在学者対象）
※）

② 2022 年 5 月 9 日～ 2022 年 8 月 31 日
（第 3 条第 2 項 ：現任者対象）
※）

☆講習会の内容は、国家試験受験に向けての学習にも
なりますので最大の 30 時間まで一律料金としてお
ります。
☆最 新情報は本協会公式 WEB サイト（https://www.
jvna.or.jp）でご覧ください。

受講方式：オンラインによるオンデマンド方式
料金：11,000 円（税込み、お支払いはクレジッ
トカード決済、PayPay 決済のみ）
16 時間～ 30 時間まで一律料金で受講可能

獣医師の先生方へのお願い
最後に、予備試験が 11 月、国家試験が翌年 2 月に

修了証明書の発行費、配送費込み

予定されています。受験を予定している動物看護師は

受講通信費、端末代等は自己負担となりま

心はざわざわし落ち着かないなか、講習会の受講、試

す

験勉強と努力しております。

申し込み：本 協会公式 WEB サイト内の「指定講
習会専用サイト」から登録
教材：
『動物看護コアテキスト』
（ファームプレス

ぜひとも職場の院長先生、獣医師の方々は温かい目
で見守りながら最大限のご協力をよろしくお願いいた
します。

社）ピックアップ電子版
11,000 円（税込み）
教材の購入は必須ではありません
※）愛玩動物看護師法附則

●プロフィール
よこた・じゅんこ
（一社）日本動物看護職協会設立時より理事を務め、2013 年会
長就任〜現在にいたる。現在、青森県青森市在住。（有）横田
動物病院マネージャー。臨床検査技師、認定動物看護師。
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