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１．制度の趣旨・概要
JAHA 認定医制度は、ヒューマン・アニマル・ボンドの理念に基づき、獣医学を通じて、人と伴侶動物双方
の福祉と生活の質的向上に貢献することのできる、高度な専門知識、および広範な一般臨床知識を備えた家庭
動物臨床獣医師の認定、および育成を目的としています。
「JAHA 認定医（内科・外科）
」の認定に加え、若手の臨床獣医師の方にも受験いただける、よりベーシック
な資格として、
「JAHA 認定医（総合臨床医）
」の認定を 2016 年度より新たに開始し、現在の認定資格は、以
下の 3 種類です。多くの皆様の積極的なチャレンジをお待ちしております。
「JAHA 認定医（総合臨床医）」JAHA Certified General Practitioner
「JAHA 認定医（内科）
」JAHA Certified Veterinary Internist
「JAHA 認定医（外科）
」JAHA Certified Veterinary Surgeon

2．認定の機関
認定医の認定、制度の運営に関しては、
「JAHA 認定医認定委員会」が行ないます。
JAHA 認定医認定委員会（敬称略）
：
委員長

石田卓夫（JAHA 内科認定医、赤坂動物病院医療部門ディレクター）

委員

枝村一弥（日本大学生物資源科学部獣医学科獣医外科学研究室 准教授）
賀川由美子（ノースラボ代表取締役 米国獣医病理専門医）
小林哲也（米国獣医内科専門医、公益財団法人日本小動物医療センター付属日本小動物がんセンター）
西村亮平（東京大学大学院農学生命科学研究科獣医学専攻 獣医外科学研究室 教授）

3．試験日程・受験資格等

JAHA 認定医（総合臨床医）
試験日程・
会場
試験方法

毎年 1 回、原則として 8 月に東京で実施（2021 年度試験については 8 月 29 日 東京・大阪）
筆記試験（択一式） 2 時間
一般臨床に必要なすべての分野

試験範囲

（試験問題は、国際セミナー講師の作成問題から、総合臨床医に必須の基礎的な問題を選択して出題しま
す）

A：試験申込時点において JAHA 認定病院に所属している場合：
受験資格

以下の 2 条件を全て満たすこと
① 認定病院における通算 3 年以上の家庭動物臨床経験を有し、所属長の推薦があること
（受験者本人が院長の場合は推薦不要）
② 試験申込時点から過去 3 年以内（*2021 年度・2022 年度に限り、過去 4 年以内）に
1 回以上の学会発表等の実績

※1

があること

B：一般受験（上記 A に該当しない場合）：
以下の 3 条件を全て満たすこと
① 通算 4 年以上の家庭動物臨床経験
② JAHA 認定医（総合臨床医）継続教育指定セミナーの受講※２
獣医師免許取得後、試験申込時点までに 「認定医（総合臨床医）継続教育指定セミナー」
を 20 単位以上 受講していること。
（対象セミナーと単位数は

3 時間＝1 単位

を基準として認定医認定委員会において

指定する）
③ 試験申込時点から過去 3 年以内（*2021 年度・2022 年度に限り、過去 4 年以内）に
1 回以上の学会発表等の実績

※1

があること

受験料

JAHA 会員 11,000 円（税込）

非会員 22,000 円（税込）

願書の請求・

試験日の約 2 カ月前から願書の請求・受付を開始します。

受付

（2021 年願書受付：6 月 7 日～8 月 18 日）

認定料

11,000 円（税込）

（合格後にお支払い頂きます）

*2022 年以降：JAHA 会員 11,000 円、非会員 22,000 円

4 年ごとの更新制。
資格の更新

更新条件：自宅解答方式の更新チェックテストを提出すること（参考書等の参照可）
更新チェックテスト受験料：JAHA 会員 5,500 円（税込） 非会員 11,000 円（税込）
更新料：JAHA 会員 11,000 円（税込） 非会員 22,000 円（税込）

※１「学会発表等の実績」について
・国内、国外の学会等での症例発表（オンライン含む）
、または誌上発表、ポスターセッション、論文発表等
・抄録が発行される代表的な研究会や学会であれば、その規模などは問わない
・発表者であること
・発表内容は、内科、外科を問わず、獣医学はじめ医学、歯科学、衛生学、栄養学その他科学分野であればよい
・誌上発表には商業誌等での発表も含まれる
・論文発表の詳細は、内科・外科の論文発表の基準に準ずる
※２「認定医（総合臨床医）継続教育指定セミナーの受講」について
・DVD/動画配信による代替受講も認められるが、その場合は、代替受講分の受講レポート（2 単位あたり A4 1 枚以上）
を、受験申込書に添付すること。

JAHA 認定医（内科・外科）
試験日程・
会場
試験方法
試験範囲

毎年 1 回、原則として 8 月に東京で実施（2021 年度試験ついては、8 月 29 日 東京・大阪）
筆記試験（多項選択式）2 時間 および面接試験
認定医指定セミナーの講義内容を中心に、内科全般、外科全般
（試験問題は、国際セミナー講師の作成問題から選択して出題します）

以下の 4 条件をすべて満たすこと
受験資格

① 通算 6 年以上の家庭動物臨床経験
獣医師免許取得後、個人病院または大学病院で、伴侶動物を対象とした通算 6 年以上の臨床経験が
あること。院長、勤務医は問わない。

② 認定試験申し込み時点において、「JAHA 認定総合臨床医」の資格を保持していること
③ 認定医（内科・外科）指定セミナー受講
内科受験者は内科指定科目（8 科目）
、外科受験者は外科指定科目（8 科目）を
必要単位数（各科目 4 単位以上）受講していること。
（対象セミナーと単位数は

3 時間＝1 単位

を基準として認定医認定委員会において指定する）

8 科目のうち１科目は、DVD/動画配信の視聴をもって出席の代替措置とできる。
（2021 年度・2022 年度に限り 3 科目まで代替可）

④ 学会発表または論文発表
認定試験申し込み時点から過去３年以内（*2021 年度・2022 年度に限り、過去 4 年以内）に、
A．学会発表、B．論文発表についてどちらか１回以上の発表実績があること。
A．学会発表
国内、国外の学会での研究発表（シンポジウム、講演などではなく）
。抄録が発行される代表的な
研究会や学会であれば、その規模などは問わない。
・発表者であること。
・発表内容は、内科、外科を問わず、獣医学はじめ医学、歯科学、衛生学、栄養学その他科学分野
であればよい。
B．論文発表
国内、国外のレフリー制度を持つ学会誌、商業誌等に発表した、オリジナリティーのある原著論文、
あるいは短報論文、症例報告等。
（総説、著述、翻訳、解説記事は不可。
）
・筆頭著者でなくてもよい
・論文内容は、内科、外科を問わず、獣医学をはじめ医学、歯科学、衛生学、栄養学その他科学分野
のものであればよい。

受験料

内科・外科 各 33,000 円（税込）

願書の請求・

試験日の約 2 カ月前から願書の請求・受付を開始します。

受付

（2021 年願書受付：6 月 7 日～8 月 18 日）

認定料

33,000 円（税込）

*2022 年以降：JAHA 会員 33,000 円、非会員 55,000 円

（合格後にお支払い頂きます）

*2022 年以降：JAHA 会員 33,000 円、非会員 55,000 円

8 年ごとの更新制。更新料：JAHA 会員 11,000 円（税込） 非会員：22,000 円（税込）
資格の更新

更新条件：原則として、認定医試験を再度受験し合格すること。指定セミナーの受講実績や学会発表、論文
発表等について一定の条件を満たしている場合は、再受験なしで更新可能です。

認定後は、自動的に「認定医部会（内科・外科共通）
」に所属して頂きます。

認定医部会

認定医部会は、認定医自身にこの制度と次世代の認定医を育てて頂くための会です。活動内容と
しては、認定医同士の情報交換等です。

4．認定医指定セミナー
● JAHA 認定医（内科・外科）指定セミナー
・ 内科・外科

各 8 科目を１クールとして、体系的なプログラムを構成しています。

原則的に、内科・外科年 2 科目ずつ、4 年間で 1 クールが終了します。
・ 認定医（内科・外科）の受験資格としては、各科目

4 単位（約 12 時間）の受講が必要です。

再受験の場合等も、受講実績は保存されます。

●

内科

外科

1．内分泌学

1．胸部外科

2．臨床病理学

2．外科手術の基本／形成外科

3．消化器病学

3．腹部／軟部外科 A

4．神経病学
5．泌尿器病学
6．腫瘍学
7．心臓病学
8．クリティカル・ケア／麻酔

4．整形外科
5．神経外科
6．腫瘍学
7．クリティカル・ケア／麻酔
8．腹部／軟部外科 B

JAHA 認定医（総合臨床医）指定セミナー

・「認定医（総合臨床医）」の受験資格としての継続教育指定セミナーは、認定医認定委員会が指定します。
海外専門医による JAHA 国際セミナーは、原則としてすべて対象となります。

最新のセミナー開催予定は、JAHA ウェブサイトからご確認ください

公益社団法人日本動物病院協会（JAHA）
〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町 3-2-7 常盤ビル 7 階
TEL 03-6262-5252
E-mail info＠jaha.or.jp

