
◆国家資格化に向けたこれまでの経緯と活動  
  

1967 昭和 42 年 ⽇本動物衛⽣看護師協会設⽴(平成 18 年 1 ⽉ NPO 法⼈化) 

1981 昭和 56 年 「アニマル・テクニシャン」ライセンス認定登録開始 

1984 昭和 59 年 「AHT(Animal Health Technician/動物衛⽣看護師)」ライセンス認定登録開始 

1987 昭和 62 年 ⽇本獣医師会(平成 24 年公益社団法⼈化)の 

「AHT(Animal Health Technician/動物衛⽣看護師)制度検討委員会」を設⽴ 

1989 平成元年 AHT 養成学校認定システム(⾻⼦案)のとりまとめと同⾻⼦案作成 

(⽇本獣医師会が AHT 認定に関与するシステム)に関する地⽅獣医師会からの意⾒聴取を⾏うが、 

時期尚早との結論が出される 

2003 平成 15 年 ⽇本獣医師会⼩動物委員会において「動物医療における動物看護師の在り⽅について」の検討を進め、 

獣医療における動物看護師の環境整備問題の検討促進等について関係官庁等への要請活動実施 

2005 平成 17 年 農林⽔産省「⼩動物獣医療に関する検討会」において、「獣医療補助者について」 

検討・取りまとめ実施 

2006 平成 18 年 ⽇本獣医師会に「動物診療補助専⾨職検討委員会」設置 

2008 平成 20 年 参議院予算委員会において、公明党⼭⼝那津男議員(現代表)より「動物看護師の制度化について」の 

質問がなされる 

2009 平成 21 年 (⼀社)⽇本動物看護職協会が設⽴(⽇本獣医師会は、関係者の調整役として設⽴を⽀援) 

2011 平成 23 年 「動物看護職制度在り⽅検討委員会」において、⺠間の動物看護師認定主要 5 団体、動物看護師養成 

機関、(⼀社)⽇本動物看護職協会及び地⽅獣医師会関係者等による基本合意が成⽴ 

同年、動物看護師統⼀認定機構設⽴(平成 28 年 2 ⽉⼀般財団法⼈化) 

2012 平成 24 年 「動物の愛護及び管理に関する法律の⼀部を改正する法律」の付帯決議において動物看護師の将来的な 

国家資格⼜は免許制度の創設に向けた検討を⾏うことが盛り込まれる 

⺠間の動物看護師認定主要 5 団体が共同して統⼀試験を⾏い、合格者を動物看護師統⼀認定機構が認定 

動物看護師として認定登録 「認定動物看護師」登録者数 21,305 名(2018(平成 30)年 9 ⽉ 25 ⽇現在) 

2013 平成 25 年 衆議院予算委員会において、公明党⾼⽊美智代議員より「動物看護師の国家資格化について」の 

質問がなされる 

2014 平成 26 年 動物看護師統⼀認定機構による全国統⼀試験及び統⼀認定登録が実施 

⾃由⺠主党「ペット関連産業・⼈材育成議員連盟」発⾜：事務総⻑ ⾃由⺠主党⽚⼭さつき議員(現内閣 

府特命担当⼤⾂) 

2017 平成 29 年 (⼀社)⽇本動物看護職協会に「認定動物看護師地位向上推進協議会」設置(4 回の開催を以って終了) 

2018 平成 30 年 (⼀社)⽇本動物看護職協会に「動物看護師国家資格化推進委員会」設置 
  



◆経緯と現状  
昭和 42 年（1967 年）東京都渋谷の地に世界初のイヌのスペシャリスト養成  

機関「シブヤ・スクール・オブ・ドッグ・グルーミング」を開校し、平成 29 年

（2017 年）12 月、学校法人ヤマザキ学園及び（現）NPO 法人日本動物衛生看護師

協会は共に創立 50 周年を迎えました。創始者山﨑良壽先生が掲げた建学の精神

「生命への畏敬」「職業人としての自立」を基盤に、コンパニオンアニマルに  

対する動物看護・ケアの教育研究に邁進して参りました。これまでに約 13,000

名の卒業生を輩出するに至ります。ヤマザキ学園の歴史は、まさに日本の動物 

看護の歴史と言えます。 

平成 29 年 2 月より 4 回開催された「認定動物看護師地位向上推進協議会」を

経て、平成 30 年 4月には、（公社）日本獣医師会の多大なるご支援の下、環境省

「動物の愛護及び管理に関する法律」改正に伴い、念願であった動物看護師の  

国家資格法制化をめざし（一社）日本動物看護職協会を中心に始動いたしました。  

平成 30 年 5 月 8 日には（一社）日本動物看護職協会に「動物看護師国家資格

化推進委員会」が設立され、私は委員長を拝命し、横田淳子会長、下薗惠子副委

員長と共に力を合わせ実務推進の一員として参画する運びとなりました。 

本委員会では、5月 31 日に参議院会館にて開催された自由民主党「ペット関連

産業・人材育成議員連盟」（会長：鈴木俊一先生、事務総長：片山さつき先生）

において、日本獣医師連盟 委員長 北村直人先生を筆頭に、本協会会長、動物   

看護師国家資格化推進委員会 委員長、副委員長の 4 名で要請を行いました。    

この会には、農林水産省、環境省、法制局からもご出席いただき、大変熱い想い

の方々の参集により充実した会となりました。 

また、前厚生労働副大臣高木美智代先生のご指導により、中野洋昌先生が座長

を務める公明党「動物看護師の公的資格化検討プロジェクトチーム」が結成  

され、環境省ご参加の下、（一社）日本動物看護職協会よりヒアリングが実施    

されました。 

今回の法制化の定義には、獣医師の指示の下、愛がん動物の診療（医療）の  

補助（業務独占：農林水産省）、愛がん動物の保健衛生指導及び飼養管理（名称

独占：環境省）を明確にするために協議を進めております。特に動物看護師が   

独自に行える業務を確保することにより、職業としての社会的認知度を高めて 

職域を広げ、処遇改善に努めたいと考えております。 

近年、超高齢社会を迎えた日本において、高齢者が豊かに楽しくコンパニオン

アニマルと共生する為にも、診療補助や適正飼養と保健衛生指導ができる、国家

資格を有した動物看護師の果たす役割はさらに重要になることを確信いたし 

ます。 



◆イギリス･アメリカ･オーストラリア･⽇本の動物看護師資格 ⽐較表 

 

 イギリス アメリカ オーストラリア ⽇本 

名 

称 

Veterinary Nurse Veterinary Technician  (2 年制) 
Veterinary Technologist(４年制) 

Veterinary Nurse 認定動物看護師 

認
定
機
関 

RCVS 
(Royal College of  
Veterinary Surgeons) 
英国王⽴獣医師会 

AVMA 
(American Veterinary 
Medical Association) 
アメリカ獣医師会 

政府の認定資格 
Certificate Ⅳ in 
Veterinary Nursing 

⼀般財団法⼈ 
動物看護師統⼀認定 
機構 

教
育
機
関 

2 年制 13 校  すべて短⼤ 

3 年制 13 校  または⼤学 
4 年制 18 校 
 
働きながら資格をとる
Vocational training もあり 
(地域ごとに approved training 
practice) 

2 年制認定校 205 校 
4 年制認定校  22 校 
通信教育        9 校 

2 年制 28 校 
 
働きながら資格を取る
Traineeship もあり 

専修学校 67 校 
⼤学      8 校 
 

職
能
団
体 

Veterinary Nursing 
Association 
1965 年(昭和 40 年)設⽴ 

NAVTA 
(The National 
Association of Veterinary 
Technician in America) 
1981 年(昭和 56 年)設⽴ 

VNCA 
(Veterinary Nurses 
Council of Australia) 

NPO 法⼈⽇本動物 
衛⽣看護師協会 
1967 年(昭和 42 年)設⽴ 
 
⼀般社団法⼈⽇本 
動物看護職協会 
2009 年(平成 21 年)設⽴ 
        他 

給 
 

与 

年

収 

Qualfied Veterinary 
Nurses  

￡21,000(\3,076,500) 
 
2014 年(平成 26 年) 

 
Veterinary Technicians  
US$32,490(\3,606,390)
 
2016 年(平成 28 年) 

Veterinary Nurses 
 
A$50,000(\4,200,000) 
 
2017 年(平成 29 年) 

 
動物看護師 
 
\1,800,000〜 
￥2,880,000(賞与含まず) 
 
(学)ヤマザキ学園求⼈票より 
2018 年(平成 30 年) 

備

考 

 
￡23,565 
(\3,452,273） 
 
Advanced Diploma 
 
2014 年(平成 26 年) 

US$41,912〜51,417 
(￥4,610,320〜 
￥5,655,870) 

 
地域によって格差あり 
カリフォルニアの求⼈例 
 
2018 年(平成 30 年) 

 
A$61,000 
(\5,124,000) 
 
Qualfied Veterinary 
Nurse 
 
2017 年(平成 29 年) 

 
初任給(⽉収) 
\150,00〜¥240,000 
 
地域によって格差あり 
東京都の求⼈例(⽉収) 
 
(学)ヤマザキ学園求⼈票より 
2018 年(平成 30 年) 
 

ヤマザキ動物看護⼤学 
講師 ⼭川 伊津⼦ 



 

場 所：ヤマザキ動物看護⼤学  
南⼤沢キャンパス 2 号館 3 階セントヨハネホール 

（〒192-0364 東京都⼋王⼦市南⼤沢 4-7-2） 

講 師：Mik OʼLeary ⽒（オーストラリアの獣医師） 
⼭﨑 薫（学校法⼈ヤマザキ学園理事⻑、ヤマザキ動物看護⼤学学⻑） 

内 容：開学以来、動物看護学の教育・研究の発展に寄与することを⽬的として毎年多彩な 
ゲストをお招きして学園の創⽴記念⽇に動物看護フォーラムを開催しています。 
今年はヒトと動物の関係学会との共催で「オーストラリアの動物看護師国家資格の 
現状と課題、並びに我が国の国家資格制度への取り組み」をテーマに、オーストラリア 
国内外（⾹港、シンガポール等）の動物看護師の資格認定に貢献した獣医師の 
Mik OʼLeary ⽒をお迎えして開催します。 

参加費：無料 
共 催：ヒトと動物の関係学会 

第 9 回ヤマザキ学園動物看護フォーラム 
「オーストラリアの動物看護師国家資格の現状と課題 

並びに我が国の国家資格制度への取り組み」

 

お問い合わせ・お申込み
学校法⼈ヤマザキ学園 理事⻑室広報課 ⻑渕 由⾹⼦ 
東京都渋⾕区松濤 2-3-10 TEL 03-3468-1100 FAX 03-3466-5885  
E-mail y_nagabuchi@yamazaki.ac.jp 

12/10 
（⽉） 

14:00〜15:30 


