
ができました！
「愛玩動物看護師」

新しい国家資格

　犬、猫等の愛玩動物（ペット）は家族の一員という考え方が一般的になりつつあり、求めら
れる獣医療の内容は高度化、多様化しています。専門的な知識や高い技術力を持った愛玩動物
看護師の参画によって、臨床現場におけるチーム獣医療体制が充実し、より質の高い獣医療の
提供が可能になります。また、飼い主や動物により近い存在である愛玩動物看護師は、高齢動物
のケア、動物の栄養管理等に関する専門的な助言・指導の担い手となります。　
　さらに、人と動物の関わり方として注目される動物介在教育や動物介在活動（高齢者施設で
のセラピー活動等）のサポート、ペットショップ等で指導的役割を果たす動物取扱責任者となる等、
幅広い活躍が期待されます。

項目

出題範囲

問題

試験日数 半日程度 １日間

合格基準

● 令和４年５月１日
 愛玩動物看護師法施行

● 令和４年 5月以降に講習会、
 予備試験を実施予定

● 令和５年２月末～３月頃に
 第１回愛玩動物看護師国家試験を
 実施予定

農林水産省HP
●https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/doubutsu_kango/qanda.html

環境省HP
●https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/kangoshi/qa.html

農林水産省　消費・安全局畜水産安全管理課小動物獣医療班
TEL：03-3502-8111（代表）
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/doubutsu_kango/index.html

環境省　自然環境局総務課動物愛護管理室
TEL：03-3581-3351（代表）
 0120-323-750（令和3年度コールセンター）
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/kangoshi/
index.html

《試験事務》
一般財団法人動物看護師統一認定機構 
https://www.ccrvn.jp/index.html

必須問題・実地問題：
正答率　60％以上

必須問題：正答率 70％以上
一般問題・実地問題：正答率 60％以上

計 24科目
（基礎動物学、基礎動物看護学、臨床動物看護学、愛護・適正飼養学の 4科目群）

マークシート方式
目安：100～ 120問

マークシート方式
目安：200～ 240問

予備試験 国家試験

愛玩動物看護師

スケジュール

試験の概要

Q&A

問合せ先

※掲載されているQ＆Aは同じものです。
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愛玩動物看護師の業務

愛玩動物の診療の補助
●獣医師の指示の下に行う採血、投薬(経口など)、
　マイクロチップ挿入、カテーテルによる採尿など
※愛玩動物看護師は、獣医師の指示の下、愛玩動物に対する
診療の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれ
が少ないと認められる行為を行うことができる。この
「診療の補助」を行うことができるのは、獣医師以外では
愛玩動物看護師の有資格者のみ（業務独占）。

診療

●手術、X線検査、
　診察等に基づく
　診断など

●令和元年６月に制定された愛玩動物看護師法により、新たな国家資格「愛玩動物看護師」が
誕生しました。

●愛玩動物看護師国家試験に合格し、登録を行うことで、愛玩動物看護師になることができます。
●愛玩動物看護師でない人は、愛玩動物看護師やこれと紛らわしい名称を名乗れません。
●愛玩動物看護師は、愛玩動物※に関する獣医療の普及・向上、適正な飼養に寄与する以下の
業務を行います。

　愛玩動物看護師の受験資格は、愛玩動物看護師法の施行（令和 4年 5月）以降に愛玩動物看護師を養成
する大学や指定を受けた養成所で学ぶことによって得ることができます。
　また、経過措置として、条件を満たす既卒者・現任者等は、令和９年 4 月末までに講習会を受講し、予備
試験に合格することによって受験資格を得ることができます。

愛玩動物看護師を養成する大学や
指定を受けた養成所等で学ぶ場合、
卒業、必要な知識・技能の修得に
より受験資格を得られる獣医師の業務

1

2

3 愛玩動物の愛護・適正な飼養に
係る助言その他の支援

●動物の日常の手入れに関する指導・助言
　グルーミング、爪切り、歯磨き等
●人と動物の共生に必要な基本的なしつけ
　適切な社会化を促すための教室の開催
●動物介在教育（AAE）への支援
　小学校等を訪問し学習活動をサポート
●動物介在活動（AAA）への支援
　高齢者施設等でのセラピー活動
●動物飼養困難者（高齢者等）への飼育支援
　家庭訪問、電話等で飼育に関する助言
●災害発生時の被災動物適正飼養の為の支援
　地方自治体との連携協力
●動物のライフステージに合わせた栄養管理
　ペットショップ等での食事相談　　　　　など

愛玩動物の世話
その他の看護

●入院動物の世話、診断を伴わない
検査など

通常ルート

既卒者・在学者ルート

大学
愛玩動物
看護師法
31条1号

法31条
2号

法31条
3号

※基礎動物学、基礎動物看護学、臨床動物看護学、愛護・適正飼養学及び実習の５科目群に区分される 31科目

農林水産大臣・環境大臣が
指定する科目※を修了

農林水産大臣・環境大臣が
指定する科目※を修了

外国の関連学校等

卒業

国
家
試
験

外国で愛連玩動物看護師業務
の関連学校等を卒業又は愛玩
動物看護師免許に相当する免
許を取得

農水産大臣・環境
大臣が法 31 条 1
号又は2号と同等
以上と認定

動物看護師を養成する大学・養成
所の既卒者・在学者のうち、一定
のカリキュラム※１を学んだ者は、
講習会を受講することで受験資格
を得られる

現任者ルート

大学

養成所 (都道府県知事が指定 )

養成所 (都道府県知事が指定 )

法附則
２条１号
イ・ロ

法附則
２条１号
ハ・二

※1 認定動物看護師教育コアカリキュラム2019と同等以上の内容
※2 講習会の課程は農林水産大臣・環境大臣が指定。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

卒業

卒業

国
家
試
験

講
習
会

法施行日前に入学し、農
林水産大臣・環境大臣が
指定する科目※1を修了

※２

次の業務に必要な知識・技能※1 を
法施行の際現に修得中又は法施行
日前に修得終了
●愛玩動物の世話その他の看護
●愛玩動物の愛護・適正な飼養に
　係る助言等

愛玩動物看護師の業務（診療の補
助を除く）※１を５年行った者は、講
習会を受講し、予備試験に合格す
ることで受験資格を得られる

※１ 動物病院において愛玩動物の看護等を行う動物看護師、第一種動物取扱業の動物取扱責任者、動物看護に係る知識・
 技能を有し、一般職員とは区別されて業務に従事する者
※２ 農林水産大臣及び環境大臣が実務経験者と同等以上の経験を有すると認める者（動物看護師を養成する大学・養成所
 の教員、既卒者・在学者、関係法令に携わる公務員等）を含む
※3 講習会の課程は農林水産大臣・環境大臣が指定
※4 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

法附則
３条
２項

カリキュラム科目・ 講習会等の詳細はこちら↓

https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/doubutsu_kango/committee/index.html
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/kangoshi.html
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次の実務経験を５年以上業として
行った者等※2
●愛玩動物の世話その他の看護
●愛玩動物の愛護・適正な飼養に
　係る助言その他の支援

※3 ※4

獣医療

愛玩動物看護師国家資格の概要 受験資格の要件

カリキュラム検討会報告書

※愛玩動物：犬、猫  その他政令で定める動物（愛玩鳥＜オウム科、カエデチョウ科、アトリ科＞）
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