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最新ニュースも配信中
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Hippo-Works Onlineは、獣医療・ペット業界に
関する最新の業界ニュースを発信中！
書籍の発行情報にセミナー情報や動物病院レポート、
新しい動物病院の開業情報等も随時アップ予定です。
新卒向けの獣医師・動物看護師の求人だけでなく
アルバイト・パート、インターン情報等、全国の動物病
院の求人情報を掲載しています。

すべて無料！求人検索・最新情報が得られる
Hippo-Works Onlineにいますぐ登録しよう

1

まずはアクセス！

2

必要事項を入力

3

登録完了

https://work.hippos.co.jp/regist

名前とメールアドレス・職業選択のみでカンタン！

動物病院の求人情報が見られます

さらに2020年スタート！実際に働いている先生からの声を動画で紹介。

経営者や院長から、みなさんへの熱い想いを先行配信開始！

ALL動物病院行徳様

ダクタリ動物病院
東京医療センター様

市原・山口動物病院様
※2020年2月開催のJCVIM2020にて撮影
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臨床獣医師の
学習ロードマップを考える

来年の4月には卒業して社会人！

臨床獣医師を目指す学生さんにとってこれから最後の1年です。卒業は

獣医師としてのスタートでもあり、将来どんな獣医師を目指すのか、そのためにはどのような学習を進めて
いったらよいのか、勤務先によってもその道は人それぞれ異なってきます。将来どのようにステップアップして
いくか、今よりちょっと先のことを考えてみませんか？

■卒後の学習ロードマップ
晴れて臨床獣医師となり、来年の4月からは動物病院で働きはじめます。大学卒業の時点で立つスタートラインは誰
もが一緒ですが、そこからどのような獣医師を目指すかは人それぞれです。
勤務先の病院のリーダーや主任、分院長を目標としたり、はたまた開業して院長を目指していく！という志はキャリ
アアップにおいて必要です。しかし、漫然と長く病院で働いていれば自然と知識や技術が身についていくということで
もありません。卒業後は学習カリキュラムが無いなかで直面する症例一つ一つに対処するために、自主的にセミナー
へ参加したり、専門誌や書籍を読むことがもちろん必要となってきます。しかし、単位や試験のような目標がない状況
で、自力で学習を進めていくことは修行ともいえます。
そこで、臨床獣医師としてのスキルアップを図るための学
習ロードマップを描く際に、専門医や認定医の資格取得を
目標の一つに組み入れてみるのはいかがでしょうか。獣医
療では、内科、外科、皮膚科、眼科、歯科など、科目ごとに
学会や協会が存在しています。それぞれの資格の取得まで
の道のりは容易ではありませんが、資格の取得という目標
を掲げ、それぞれのカリキュラムに則って学習することで、
単に自主的に学習をするよりもモチベーションの向上や維
持につながるでしょう。

キャリアアップとスキルアップ
キャリアアップ： 職務経歴を向上させる
スキルアップ：

個の能力を磨く

上記の２つの意味はまったく異なりますが、スキルアップがキャリア
アップの近道になるとも考えられ、相互関係があるともいえます。
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特集

臨床獣医師の
学習ロードマップを考える

■専門科を修得する
臨床獣医師である以上は総合力を身につけることがもちろん大切
であることはいうまでもありません。基礎的な学習を終えたら、学習
ロードマップをさらに一歩踏み込んで専門科の修得を検討してみま
しょう。
日本の獣医業界では、各診療科の学会や研究会がそれぞれの専門
医/認定医制度を設けていますが、取得までの過程は概ね同じです。
臨床獣医師としての経験を積んだうえで、学会などの団体が主催する
講習会への参加や、症例ベースの研究発表をおこなう必要があるな
ど、多くは年単位のカリキュラムが組まれています。

●専門医/認定医資格を
取得するまでのイメージ
合格
試験
論文投稿や
学会発表
学会や
研究会への
所属

講習や
セミナー受講

獣医師
免許取得

国内の医学界では一般社団法人 日本専門医機構によって『医師専門医制度』が整備されています。平成25年の厚
生労働省の検討会報告書に基づいて確立されたこの制度は、学会などの協力を得ながら、あらゆる診療科の専門医
の認定と養成プログラムの評価・認定の２つの機能を担うとともに、その際の専門医の認定・更新基準や養成プログ
ラム・研修施設の基準の作成を統一的におこなうこととされています。一方で、国内の獣医学界の専門医/認定医制度
は、各診療科の学会や研究会がそれぞれに制度を作っており、それらの基準について統制する機関は現時点ではあり
ません。そのため獣医学界の専門医/認定医の試験方法や認定基準にも大きな差があります。近年ようやくベースが
揃いつつあることから、基準を明確にし、統制しようという動きがあるようです。

5

Vol.4

■獣医師を対象とする専門医/認定医制度の一例
国内には先述のようにいくつもの専門医/認定医制度があります。いくつか具体例をご紹介します（2020
年2月現在）。詳細や最新の情報はそれぞれの団体のホームページを確認してみましょう。

①JAHA認定医
（総合臨床医）

公益社団法人 日本動物病院協会（JAHA）の認定医制度によって得られる資格の1つで
す。若手の臨床獣医師が目指せるよりベーシックな資格として2016年度よりスタートして
います。
勤務している病院が同協会の会員であるかないかによって受験資格が異なりますが、い
ずれも筆記試験の合格が必要です。

受験資格
（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
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年以内に1回以上の学会発表等の実績があること
（B）上記Aに該当しない場合（一般受験）
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
②JAHA認定医（総合臨床医）継続教育指定セミナーの受講。通算10日間
③試験申込時点から過去3年以内に1回以上の学会発表等の実績があること

②獣医腫瘍科
認定医（II種）

一般社団法人 日本獣医がん学会（JCVS）の認定医制度によって得られる資格の1つで
す。国内での臨床腫瘍学分野の向上・発展を目指すとともに、一般臨床的知識と高度な専
門知識および実践能力を備えた臨床獣医師の育成を目的としています。認定医Ⅱ種は、腫
瘍診療のための専門知識および一般臨床知識を有する者と定義され、さらに上位の、実践
的に診断・治療をおこなう能力を備える者として認定医Ⅰ種があります。

受験資格
①日本獣医がん学会の会員で、獣医師免許を有する者
②獣医腫瘍科認定医認定制度に定める所定の認定医Ⅱ種講習会（全8科目）
を受講した者
※年2回開催される学会でそれぞれ最大4科目を受講することができる
専門科の修得はスキルアップのための目標となり得るものですが、必ずしもすべての臨床獣医師が専門医や認定医を
目指すものではありません。臨床獣医師には総合的な視点がもちろん大切です。まずは知識や技術に偏りのない総合力
を磨き、さらなる向上のために専門家の修得を目指してみるのはいいかもしれませんね。
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■おもな国内外の資格一覧

日本小動物外科専門医協会
https://www.jsvas.net/jcvs/index.html

日本小動物外科専門医

眼科

基礎眼科学専門家資格

眼科

獣医眼科学専門医資格

歯科

歯科レベルⅠ〜Ⅳ認定制度

日本小動物歯科研究会
http://sa-dentalsociety.com/

日本獣医皮膚科学会・認定医

日本獣医皮膚科学会
https://www.jsvd.jp/

比較眼科学会
https://www.jscvo.jp/

循環器科 日本獣医画像診断学会検定

日本獣医画像診断学会
http://jsvi.jp/

循環器科 動物循環器認定医

日本獣医循環器学会
http://www.jsvc.jp/

腫瘍科

獣医腫瘍科認定医（Ⅰ種・Ⅱ種 ）

日本獣医がん学会
http://www.jvcs.jp/

総合

JAHA 認定総合臨床医

内科

JAHA 内科認定医

外科

JAHA 外科認定医

外科

獣医内視鏡外科・技術認定レベル１〜３

日本獣医内視鏡外科研究会
http://jsves.kenkyuukai.jp/information/

総合

獣医総合臨床認定医

動物臨床医学研究所
https://dourinken.com/

その他

獣医行動診療科認定医

日本獣医動物行動研究会
http://vbm.jp/

内科

米国獣医内科学専門医

米国獣医内科学会（ACVIM ）
https://www.acvim.org/

歯科
外科

海外

※専門性のある団体を選定、認定医制度のないものも含みます。

外科

皮膚科

国内

臨床獣医師の
学習ロードマップを考える

日本動物病院協会
https://www.jaha.or.jp/

General Practitioner Certiﬁcation in
International School of Veterinary Postgraduate
Small Animal Dentistry and Oral Surgery Studies（ISVPS）
https://www.improveinternational.jp/isvpsGeneral Practitioner Certiﬁcation in
about/
Small Animal Surgery
アジア獣医皮膚科専門医

アジア獣医皮膚科専門医協会（AiCVD）
https://www.aicvd.org/

内科

アジア獣医内科専門医

アジア獣医内科専門医学会（AiCVIM）
http://www.aicvim.org/

眼科

アジア獣医眼科専門医

アジア獣医眼科専門医協会（AiCVO）
http://www.aisvo.org/

外科

アジア獣医外科認定医

アジア獣医外科学会（AiSVS）
http://www.aisvs.org/

皮膚科
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が増えているって
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〜最新のペット業界データを読む〜

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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近年犬の飼育頭数減少が続いていますが、一方で猫は少しづつ増
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加しているといわれています。では実際にどのくらいの数の犬・猫が
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飼われているか知っていますか？
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本稿では、犬・猫に関わる職業を目指す方へ向けて、就職前に知っ
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ておいてもらいたいペット業界の最新データの一部をご紹介いたし
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ます。
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年々減少が続く犬。果たして猫は？
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国内でペットフードを製造または販売する86社（2019年12月1日現在）の企業で構成されている一般社団法人ペッ
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ト
フード協会は、ペットの飼育率の向上を目的に全国犬猫飼育実態調査を毎年実施しています。2019年12月に公表さ
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れた
「令和元年（2019年）全国犬猫飼育実態調査結果」によると、2019年の犬の飼育頭数は879.7万頭であり、
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2018年の890.3万頭から10.6万頭減少していることがわかりました。
過去5年間（2015年〜2019年）の調査結果を
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
みても年々減少傾向にあることがみてとれます。
一方、2019年の猫の飼育頭数は977.8万頭であり、2018年の
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964.9万頭から12.9万頭増加していました。2017年に猫の飼育頭数が犬の飼育頭数を上回って以来、その差は徐々に
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広がりつつあります
（図1）。ペット業界のサービスとしては、猫専門の動物病院だけではなく、 キャットフレンドリー
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を謳う動物病院やサロンが今後ますます増えていくことでしょう。また、猫は来院が不得意であることも多いため、往
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診のような訪問サービスもポイントとなるかもしれません。
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図1

犬と猫の飼育頭数の推移
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猫の純血種割合
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年々増加傾向がみられる猫の飼育頭数ですが、同協会の2019年の調査結果によれ
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
ば、
純血種の占める割合は18.8％であり、2015年の15.0％から緩やかな上昇がみられま
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す
（図2）。猫の純 血種（n＝1,24 4）の内訳は、アメリカン・ショートヘアが最も多く
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図2 飼育されている猫の種類
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さらに、アニコム損害保険株式会社が公表する
『家庭どうぶつ白書2019』によれば、
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2017年4月1日〜2018年3月31日までの間に0歳齢であった猫（n＝21,635）のうち、
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スコティッシュ・フォールド、アメリカン・ショートヘア、マンチカンの割合はそれぞれ、
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21.9％、12.1％、10.9％であり、混血種すなわち雑種の10.6％を上回っていました。この
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ことからも、あらたに猫を飼う場合に、雑種よりも純血種が選ばれていることがわかります。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
純血種の飼育が増加する要因は、メディアでの純血種の露出が増えたことによってペッ
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
トショップやブリーダーからの 購入 が増えたことが考えられますが、そのほかにも品種
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
別のフードが増えてきたことや猫専門病院の増加などの飼育環境が整ってきたこと、野良
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
猫を増やさないために各地で地域猫に対する不妊手術の実施が取り組まれるようになっ
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
たことなども要因と考えられます。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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増えているって
猫が本当ですか？

〜最新のペット業界データを読む〜

全国の小動物診療施設
（動物病院の数）はどれほどか
農林水産省が調査・公表している『飼育動物診療施設の開設届出状況（診療施設数）』によると、平成30年
12月31日現在の全国の小動物診療施設は11,981件であり、平成20年の10,027件から1,954件増加していまし
た（表1）。組織形態別にみると、法人の割合が2,780件（27.7％）から4,741件（39.6％）に増加しており、動物
病院の規模の大小に関わらず法人化する傾向がみられます。
都道府県別の動物病院数は、東京都が1,736院でダントツに多く、次いで神奈川県が1,091院、大阪府が798
院であり、埼玉県や千葉県も670院以上あります。厚生労働省が公表する犬の登録頭数をもとに、各都道府県の
1病院あたりの犬の登録頭数 を単純に割り出してみると、6位内に東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県が入り、
この数字からも関東圏が激戦区であることが推測されます（表2）。
就職先を選ぶ際は、地域のホームドクターとして活躍する1次診療の個人診療施設を選ぶのか、専門医が所属
し高度医療を手掛ける企業病院を選ぶのか、ということだけに思考が傾きがちです。獣医師として将来どのよう
にステップアップしていくかを考えるうえで、院長先生の診療に対する取り組み、職場の雰囲気、その地域の風土
など、自分に合う職場をさまざまな視点で見極めたいですね。

表1

小動物診療施設の組織形態の内訳1）

平成 20 年
平成 30 年
表2

国
2
6

公的施設
都道府県
78
171

市町村
74
118

会社・その他
法人
任意団体
2,780
10
4,741
10

個人
個人診療施設
7,083
6,935

10,027
11,981

動物病院数順の世帯数および犬の登録頭数
（10位まで）

都道府県（動物病院数 1））

世帯数 2）

犬の登録頭数 3）

合計 (千件) 1 病院あたり 合計 (千頭） 1 病院あたり

東京（1,736）

6,691

3,854

512

294.9

神奈川（1,091）

3,965

3,634

459

420.7

大阪（798）

3,918

4,910

384

481.2

埼玉（735）

2,968

4,038

355

483.0

愛知（674）

3,060

4,540

440

652.8

千葉（671）

2,605

3,882

315

469.4

兵庫（538）

2,312

4,297

298

553.9

北海道（510）

2,438

4,780

244

478.4

福岡（418）

2,197

5,256

251

600.5

静岡（365）

1,427

3,910

209

572.6

犬の数に対して
病院の数が
多いってことかぁ

※1 病院あたりの世帯数および 1 病院あたりの犬の登録頭数はそれぞれ、各都道府県の世帯数または犬の登録頭数を動物病院数で単純に割った数。

1）農林水産省「飼育動物診療施設の開設届出状況（診療施設数）」
2）総務省「平成 27 年国勢調査」
3）厚生労働省「都道府県別の犬の登録頭数と予防注射頭数等（平成 30 年度）
」

10

合計

らって れしい
も
う
初任給のはなし
待ちに待った初任給。でも、振り込まれた金額が思っていたよ
りも低く、
『戸惑った』なんていう声もよく聞かれます。
なぜそのようなギャップが生じてしまうのでしょうか。
本稿では給与明細の見方など、初任給にまつわる
よくある質問にお答えします。

初任給が
1ヵ月分の給料とは
かぎらない

そもそも初任給がいつからいつまで働いた給料なのか、何日分に相当する金額なのか
を確認していますか。仮に4月1日から働き始めたとしても、 締め日 がいつなのか、さら
に給料日がいつなのかによって計算の仕方が変わってきます。たとえば、下図の場合、初
任給は15日分しか支払われないことになります。締め日と給料日の設定は会社によって
さまざまです。

入社日

締め日

給料日

初任給の該当範囲
1日

15日

25日

勤務日数と初任給の範囲

あなたが実際に手にすることができる金額「手取り」は、勤務先から支給されている総支給

手取りと
額面の違い

額「額面」とは異なっていることがあります。一般的に、総支給額から税金が差し引かれます。
また、勤務先が社会保険（健康保険や厚生年金保険）へ加入している場合は社会保険料も差
し引かれますが、未加入の場合は自身で国民健康保険料と国民年金保険料を納付しなければ
なりません。これらを差し引いて残った金額が、あなたが自由に使えるお金だといえます。

社会保険の
加入状況を
確認しよう

従業員が常時5人未満の個人事業では、健康保険や厚生年金保険への加入は義務付け
られていません。勤務先が社会保険に加入している場合は、どちらの保険料も事業主が
半分を負担してくれます。未加入の場合は、従業員は自身で国民健康保険や国民年金保
険に加入し、保険料を納めなければなりません。
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先述のとおり、総支給額からは一般的に税金（所得税および住民税）が差し引かれますが、

給与明細を
見てみよう

勤務先が社会保険に加入している場合は社会保険料も差し引かれます。ただし、税金や社会保
険料は算出方法がそれぞれ異なるため、初任給とその翌月では控除額（差し引かれる金額）に
差が生じ、一般的には翌月のほうが手取りが少なくなります（表1・2の［差引支給額］を参照）。

税金には、所得税と住民税が含まれます。所得税（表1の赤枠）は支給される金額に応じて税率

①税金

が異なるほか、扶養親族等の数によっても変わります。住民税は前年の給与所得から算出されるた
め、一般的には社会人2年目の6月から差し引かれます。
所得税： 国の財政を支えるために徴収される税金です。所得税は国の歳入の内訳のおよそ2割を
占めています。勤務先が、あらかじめ給料から所得税を差し引いて、本人に代わってまと
めて納税することを源泉徴収といいます。
住民税： 住民税は市町村民税と道府県民税（東京都は特別区民税と都民税）を合わせたもので、
各自治体の財政を支えるために徴収される税金です。居住している都道府県、さらには
市町村区によって税率が異なる場合があります。

源泉徴収と年末調整
1年間（1月〜12月）の所得をもとに算定される所得税は毎月の給料から源泉徴収として差し引
かれますが、この金額は概算であるため年末に所得税の過不足の調整がおこなわれます。扶養親
族の数や生命保険の加入状況など、個人の生活事情によって還付（払い戻し）あるいは追加の徴収
がおこなわれますが、一般的には過納分が還付されます。

災害復興と所得税
平成25年1月1日から令和19年12月31日までは、
「東日本大震災からの復興のための施策を実
施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づいて、通常の所得税とは別に復興特
別所得税を納税しなければなりません。復興特別所得税もまた源泉徴収であり、所得税のなかに
含まれた形で差し引かれています。
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ら て
い
も っ うれし
初任給のはなし
表1 初任給の給与明細の例
基本給

支給
項目

190,000

介護保険

役職手当

資格手当

時間外手当
健康保険

家族手当

住宅手当

通勤手当
厚生年金

総支給額

10,000

雇用保険

社会保険合計

600

控除
項目

600

200,000

所得税

4,410

住民税

控除額合計

5,010

初任給で受け取れる金額➡

差引支給額

194,990

表2 2回目以降の給与明細の例
基本給

支給
項目

190,000

介護保険
控除
項目

役職手当

資格手当

時間外手当
健康保険

9,900

家族手当

住宅手当

通勤手当
厚生年金

18,300

10,000

雇用保険

600

総支給額
社会保険合計
28,800

200,000

所得税

4,410

住民税

控除額合計

33,210

2回目以降に受け取れる金額➡

差引支給額

166,790

社会保険料には、厚生年金保険、健康保険、介護保険、雇用保険が含まれます。健康保険と厚生

②社会保険料

年金保険の金額は前月の収入に対して支払いが生じるため、入社前月に収入がない場合は差し引か
れず、翌月から差し引かれます（表2のオレンジ枠）。
厚生年金： 高齢で働けなくなったり、病気やけがによって身体に障害が残ってしまったり、死亡に
よって遺族が困窮してしまうといった事態に際し、保険金が給付されます。
健康保険： 病気やけが、出産、死亡などに際し、医療給付や手当金が支給されるほか、医療費の自
己負担額が3割になります。
介護保険： 要介護（要支援）状態になった際に介護サービスを受けるための制度です。40歳から
64歳までが徴収の対象になります。
雇用保険： 失業した際の生活支援と就職促進のための失業等給付をする制度です。雇用保険制
度への加入は事業主の義務ですが、保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
新生活がスタートする春は思わぬ出費が発生することも考えられるため、初任給がいつ、どのく
らい見込めるのか、入社前に雇用契約を確認しておくとよいでしょう。
参考：国税庁 HP
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あとで知って後悔しないための

の
報
情
求人

求人情報の
雇用形態

一般的に、正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト・パート等があります。正社員は無期
雇用、契約社員は有期雇用とされていますが、この「正社員」「契約社員」とは法律で定義さ
れた用語ではありません。そのため、単に雇用形態の違いによって退職金や賞与が出る出な
いという違いはありません。会社規定によって異なります。

試用期間

試用期間の勤務時間や賃金、試用期間の長さについての法定はありませんが、労働契約締
結の際に明示しなくてはいけないことが労働基準法によって義務付けられています。
労働基準法では、1日に8時間、1週間に40時間（法定労働時間）を超えて労働させてはい

勤務時間

けないと定められており、これを超えて働くことを残業といいます。さらに、労働時間が6時
間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を取ることになってい
ます。
⇒残業について詳しくは次ページ
休日と休暇は似ているようで別の言葉です。休日は『労働する義務のない日』、休暇は労働
義務を免除する日』となっています。
休日は、労働基準法にて、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日がな

休日・休暇

ければなりません。週休2日制、完全週休2日制などがこれにあたります。完全週休2日制
は、1週間の中で必ず休日が2日間ありますが、週休2日制は月に1回以上週2日の休日がある
ことで、毎週休日が2日間あるわけではありません。
休暇は、夏季休暇や年末年始休暇などがこれにあたります。会社の福利厚生などによっ
て、休暇の取り方にも規定がありますのでよく確認しましょう。

給与形態

給与は、時給/日給/月給/年俸などの形態がありますが、いずれの場合も残業代や交通費
などの『手当』を含めない基本給がベースになっています。求人票では基本給のみの記載が
原則ですが、なかには固定残業代（みなし残業代）を含んでいる場合もあります。
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みなさんは、求人情報を見るときにどこを見ていますか？ 仕事内容はもち
ろん、自宅からの距離、職場の雰囲気、給料や勤務時間など、今までにアルバ
イトをしたことがある人ならば働くときのイメージを描いていろいろと悩ま
れた経験があると思います。この特集では、入社後に後悔しないために
求人情報を見るうえでおさえておきたいポイントをご紹介します。

動物病院での働き方とは
長時間労働の問題や働き方改革など労働に関する話題は尽きませんが、ペットの大切な命を扱う現場である動物病
院では、定時で終わる日もあれば診療終了時間が長引いたり、緊急対応したりする日も想定されます。そのため、あら
かじめ残業時間を設定していたり、夜間・休日勤務をおこなったりしている場合もありますので、臨床獣医師・動物看
護師になりたい人はそのような働き方に対する心構えをしておきましょう。

残業時間に上限！
『働き方改革』
中小企業でも労働基準法改正（2020年4月施行）により、1ヵ月で45時間、1年で360時間の残業時間の
上限が定められています。月45時間は、１日当たり２時間程度の残業に相当します。臨時的な特別の事情が
なければ、これを超えて残業することはできません。

最近よく聞く
『固定残業制』
固定残業制とは、実際の時間外勤務の有無やその時間数にかかわらず、一定時間分の残業代が支払われる
制度のことです。あらかじめ定められた時間を残業したものとみなすことから みなし残業 ともよばれます。

〈表記例〉 固定残業時間：月20時間（25,000円）
上記の場合、1ヵ月の残業が0時間であっても20時間は残業をしたものとして賃金が支払われます。言い
換えれば、20時間以内であれば25,000円以上の追加賃金は支払われません。固定残業代は基本給に含
まないことが前提ですが、注釈を明記したうえで、給与に含まれていることがありますから、求人票の記載
をよく確認しましょう。
これらのように求人情報には、細かに説明されていない情報が多くあります。入社したあとの働き方の差異をなくす
ためにも、不明な部分については、電話での問い合わせや面接の際に上手に確認してみましょう。

参考： LL281209 派若 01, 厚生労働省
LL291016 需 04, 厚生労働省
働き方改革 , 厚生労働省 HP (https://www.mhlw.go.jp/content/000335765.pdf)
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都道府県名

地域名

動物病院分類
給与

厳選の

病院の説明

獣医学生の
求人情報を掲載
「オンラインでは、
掲載しきれなかった
動物病院や詳しい情報も掲載」
https://www.work.hippos.co.jp

従 スタッフ数

求人先病院・企業等の
外観写真など

時 勤務時間
残 固定残業時間・金額
休 休暇
試 試用期間
診 診療開始までの月数
術 手術開始までの月数

求人先病院・企業等の
スタッフ写真など

求人先病院・企業等の所在地
院長氏名（出身大学名・所属）

関東

ワークライフバランス重視動物病院

オンライン
からの実習・
就職申込は
こちらから

▼

求人先病院・企業等の名称

群馬県

高崎市

群馬県

前橋市

1.5次診療動物病院
JAHA総合臨床医

（公益社団法人 日本動物病院協会)

地域のホームドクターと
して親しまれていますが、
周辺の病院さんからの紹
介症例も多く、経験を積
むのに適した症例数、内
容の病院です。

月給：270,000円

国内獣医系大学院博士課程修了

それぞれの能力・適応
に 応じた サ ポ ートを
実施いたします。桑原
動物病院で獣医師と
して、社会人として一
緒に成 長して い きま
しょう！
！
職 正社員
（無期雇用）

職 正社員(無期雇用)

従 獣3名、
看4名

従 獣3名、
看7名

受付・その他2名
トリマー4名

トリマー1名
受付・その他2名

時 9:00〜19:00

時 8:30〜19:30

残 固定残業なし

残 固定残業なし

休 週休2日制

休 週休2日制

試 3ヶ月

試 3ヶ月

診 3ヶ月程度

診 6ヶ月程度

術 6ヶ月程度

術 6ヶ月程度

社会保険完備、傷害保険加入、退職金制度あり。セミナー参加補助、
院内セミナー開催です。平均年齢が低く、なじみやすい雰囲気の職場
です。
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職 募集職種

一押しポイント

の読み方

月給：270,000円

特徴アイコン・資格

まずは、専門分野の診療を行う上での臨床病理学的な基礎を徹底的
に身につけることを目標にしています。神経病、整形外科、画像診断の
分野は確実に経験値を高めることができます。

大久保動物病院

桑原動物病院

群馬県高崎市上並榎町357-9
大久保 文葉

群馬県前橋市六供町1丁目8-3
桑原 孝幸（日本獣医生命科学大学・獣医放射線学研究室）

の読み方

職 募集職種

時 勤務時間

休 休暇

診 入社から単独で診療開始するまでの月数

従 スタッフ数

残 固定残業時間・金額

試 試用期間

術 入社から単独で猫の去勢手術を実施するまでの月数

茨城県

石岡市

取手市

茨城県

1次診療動物病院

月給：300,000円

月給：250,000円

獣医師それぞれが、興味ある分野に積極的にチャレンジできる環境で、開
業を目指す方はもちろん勤務医として長期で働きたい方にも安心できる
体制が整っています。郊外ならではの症例が多く、医療技術を幅広くマス
ターできます。

楽しみながら仕事をして、患者さんにも満足していただくをモットーに
しています。
職 正社員
（無期雇用）
従 獣３名、
看6名

職 正社員
（無期雇用） 試 3ヶ月

時 定時9:00〜19:00

従 獣5名、
看15名

診 12ヶ月程度

残 固定残業なし

時 8:00〜19:30

術 6ヶ月程度

休 週休2日制
（月平均8日）

残 固定残業なし

関東

地域密着型動物病院

試 3ヶ月

休 週休3日制

診 3ヶ月程度

(月平均13日)

術 6ヶ月程度

見学・実習時の交通・宿泊費として1万円補助します。産休・育休後
の復職への負担軽減に配慮します。院内の行事が多く、スタッフ間
の仲がいいのが自慢です！新年会、社員旅行（1泊）、お花見、新入
社員歓迎登山、フィラリアシーズンお疲れ様会、石岡のお祭り、忘
年会等。まずは気軽にお越しください！

長く勤めてくれているスタッフが多いことが自慢です。患者さんにも
その点を評価いただいています。

みむら動物病院

ちぎら動物病院

茨城県石岡市東光台3-5-8
三村 賢司（日本大学・獣医ウイルス学研究室）

茨城県取手市戸頭1-8-25
千装 勉（麻布大学）

埼玉県

朝霞市

〝診る〟動物病院から、
〝看る〟動物病院へ。
ケアの精神で真心のサービスを提供する動
物病院です。特に、整形外科・神経外科・一般
外科・皮膚科・腫瘍科・循環器科・眼科・画像診
断料に関する専門性を高めています。
職 正社員
（無期雇用）

千葉県

1.5次診療動物病院

学術系動物病院
月給：260,000円

匝瑳市

獣医腫瘍科認定医2種

月給：290,000円

JAHA認定総合臨床医

紹介症例も多く、循環器疾患や画像診断に力
を入れています。CT、Cアーム、エコーなどを
駆使して診断を確定し、適切な治療を行える
よう努力しています。 また和気藹々として楽
しい職場を目指しています。

（一般社団法人 日本獣医がん学会）
（公益社団法人 日本動物病院協会）

日本獣医皮膚科学会・認定医

（一般社団法人 日本獣医皮膚科学会）

歯科レベルⅠ＆Ⅱ講義・実習終了

（日本小動物歯科研究会）

国内獣医系大学院博士課程修了

従 獣16名、
看18名、
トリマー5名、

受付・その他2名
時 8:15〜18:00
8:15〜19:00
10:00〜19:30
（シフト制）
残 25時間
（25,000円相当）
休 週休2日制
（年間休日105日）
試 6ヶ月

職 正社員
（無期雇用）
従 獣4名、
看9名
時 9:00〜18:00
残 固定残業なし
休 週休2日制

（月平均9日）

試 なし
診 1ヶ月程度
術 10ヶ月程度

診 3ヶ月程度
術 3ヶ月程度

『病院に関わる全ての人に感動を与える動物病院』をめざします。ひとりひと
りの患者に寄り添い、心温まる診療を心がけ、究極の1次診療をモットーに
日々技術と知識の研鑽に努めています。また、専門医診療や各種セミナー、
実習への参加により、獣医師は高度な診療技術を取り入れながら、幅幅広い
視野で診療のできるジェネラリストとして成長できる環境を整えています。

あさか台動物病院

埼玉県朝霞市東弁財3丁目16-13
宗像 俊太郎

（日本獣医生命科学大学・獣医外科学教室所属/麻布大学・獣医放射線学研究室卒業）

特徴アイコン

16列マルチスライスCT検査装置や、高精細エコー、手術用レント
ゲン装置などを備えて日々研鑽に努めています。新卒者だけではな
く、パートやアルバイトも募集中です。 いつでも見学自由です。

いいぐら台動物病院
千葉県匝瑳市飯倉台21-8
長谷川 行男（酪農学園大学・第2内科学教室）

高度画像診断設備、
2次診療施設との連携あり

学会・執筆等外部情報発信

JAHA/ISFM、
その他施設としての認定あり

産休・育休・雇用形態の多様性
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千葉県

千葉市

関東

1次診療動物病院

1.5次診療動物病院

月給：300,000円

日本獣医皮膚科学会・認定医

（一般社団法人 日本獣医皮膚科学会）

獣医腫瘍科認定医2種

月給：265,000円

JAHA総合臨床医

千葉県船橋市に医療センター、習志野市、千葉市に分院を構える地域
密着型の病院です。3 病院それぞれの得意分野と複数の獣医師のメリッ
トを生かし、意見を交換しながら日々の診療に取り組んでいます。安心
と信頼をモットーに最高レベルの技術水準から選択肢の多い診療を心が
けて、獣医師と飼い主様がともに考える医療を推進しています。

（一般社団法人 日本獣医がん学会）

千 葉 市に開 業 4 0 年になりま
す。地域のニーズに応え、病院
の規模、スタッフ数を増やして
きました。現在はより専門性を
高めるため、専門医診療や、認
定資格取得医による診療を行う
ほか、今年中にはCTを導入す
る予定で高度な診療を目指し
ています。

千葉県

船橋市

（公益社団法人 日本動物病院協会）

国内獣医系大学院博士課程修了

職 正社員(5年以内)
従 獣12名、
看13名
時 9:00〜19:30

職 正社員
（無期雇用）

残 7時間

従 獣7名、
看8名

（15,000円相当）

トリマー2名
受付・その他5名

休 週休2日制

時 8:30〜19:30

(月平均10日)

残 月44時間

試 6ヶ月

(100,000円〜
150,000円相当)

診 8ヶ月程度

休 週休2日制

術 12ヶ月程度

試 6ヶ月
診 6ヶ月程度
術 6ヶ月程度

国家資格を有する獣医師は高い倫理観と清い志を持ち人と動物のより
良い関係づくりに努めなければならない。そのような獣医師を求めます。

社会保険、雇用保険、労災保険等。

鈴木犬猫病院

スマイルどうぶつ病院・津田沼医療センター

千葉県千葉市稲毛区園生町582-1
鈴木 隆太郎

千葉県船橋市前原西3-22-21
深町 輝康（山口大学・東大獣医内科）

千葉県

松戸市

地域密着型動物病院

千葉県

市川市

1.5次診療動物病院

月給：270,000円

JAHA認定総合臨床医

飼主様とのコミュニケーションを大切にし、地
域に密着したホームドクター（家庭医）を目指
しています。 最先端の高度医療設備はありま
せんが、誠意ある診療をリーズナブルな価格
で提供できるよう頑張っています。

（公益社団法人 日本動物病院協会）

職 正社員
（無期雇用）
従 獣4名
（＋非常勤2名）

看6名

時 9:00〜19:00

月給：290,000円
手術全般が可能で、犬猫別の診
察室、入院室、特別室、集中管理
室があり、救急対応もしていま
す。各学会認定医が所属し、総
合診療以外に皮膚科、循環器、
眼科、泌尿器、血液内科の専科
もあります。生涯を通して楽し
く働くことのできる環境として、
育児や家庭との両立が出来る
働き方を提案します。

動物循環器認定医

（公益社団法人 日本獣医循環器学会）

JAHA認定総合臨床医

（公益社団法人 日本動物病院協会）

日本獣医皮膚科学会・認定医

（一般社団法人 日本獣医皮膚科学会）

職 正社員
（無期雇用）

残 固定残業なし

従 獣4人、
看8人、

休 週休2日制

受付・その他5人

時 8:30〜18:30、
8:30〜17:30

試 3ヶ月

残 月25時間、

診 6ヶ月程度

45,000円分(給与中に含む)

術 ─

休 週休2日制
（月平均8日）
試 6ヶ月
診 3ヶ月
術 3ヶ月

不妊・去勢手術中心に外科手術の多い病院で、能力によりすぐに
執刀できます。月に1度循環器科・皮膚科の先生が来ます。高度な
勉強がしたい方、やる気のある方、向上心があり熱心な方、ぜひ1度
見学にお越し下さい。
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夏季、冬季の特別休暇があり、合わせて有給休暇を使い長期休暇の取
得も可能です。スタッフは院内・院外セミナーに参加しスキルアップを
目指しています。月1程度の食事会でスタッフ同士のコミュニケーショ
ンの場を沢山用意しています。

ときわだいら動物病院

ALL動物病院行徳

千葉県松戸市牧の原1丁目１-１
田村 博昭（北海道大学）

千葉県市川市香取1-4-10
石井 秀延（北里大学・解剖学研究室 研究室）

の読み方

職 募集職種

時 勤務時間

休 休暇

診 入社から単独で診療開始するまでの月数

従 スタッフ数

残 固定残業時間・金額

試 試用期間

術 入社から単独で猫の去勢手術を実施するまでの月数

獣医師募集
地域のホームドクターでもあり、1.5次診療を目指す動物病院です。
初めての臨床から3年間で覚えたい基本的な臨床知識は当院
で取得できます。循環器、整形外科、眼科の専門病院で研修を
受けた獣医師も在籍し、指導にあたっています。
職種

従業員数

勤務時間

給与（月給）
固定残業
休日

試用期間

単独診療の開始

単独手術の開始

正社員
（無期雇用）
獣医7名、
看護師8名、
トリマー5名
9:00〜19:00
270,000円
月45時間
（51,000円相当）
3日勤務1日休み
（週休2日）
6ヶ月
3〜6ヶ月程度
3ヶ月程度

基礎系の研究室出身者の勤務医が多いため、研究室が臨床系
でなかったから不安、という方も安心して勤務できます。有給
も初年度から14日としっかり取れ、海外旅行をする方もいま
す。向上心を持って、総合診療の基礎を固めたい方は是非ご応
募ください。別途賞与、他手当有、面談時に説明します。
連絡先

市原・山口動物病院

〒299-0111 千葉県市原市姉崎２０６７
TEL：0436-61-3230

Recruit
求人・求職サポート

Movie

Innovation

手術・セミナー動画

デジタルコンテンツ
教育システム

×
株式会社エレファントピクチャーズと株式会社HIPPOSは

2 0 2 0 年 5 月より合 併 い たします
特徴アイコン

高度画像診断設備、
2次診療施設との連携あり

学会・執筆等外部情報発信

JAHA/ISFM、
その他施設としての認定あり

産休・育休・雇用形態の多様性
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千葉県

鎌ヶ谷市

千葉県

習志野市

関東

1.5次診療動物病院

1.5次診療動物病院

月給：270,600円

月給：280,000円

私達は、世界トップレベルの獣医学を絶え間なく学び、人道的に実践するこ
とを通し、人と人とが動物の幸福を介して強く結束する社会、及び、国家形
成に貢献することを目指しております。朝7時からの診療によりお仕事前や
お出かけ前に診てもらえると喜ばれております。固定残業超過の場合は、
別途時間外手当がつきます。

当院は、2000年開業のスタッフ
27名、1日の来院件数約50〜
100件、1年の手術件数約500
件の病院で、CTなど高度医療を
行える環境も整え、各専門分野の
エキスパートを先生方を招いて
の診療、セミナーを行っていま
す。一方で「ペットのトータルコン
サルタント」として予防等も行う
地域のホームドクターの役割も
担っています。

職 正社員
（無期雇用）
従 獣13名、
看17名

受付・その他3名

時 6:50〜17:50
残 40時間

獣医腫瘍科認定医1種

（一般社団法人 日本獣医がん学会）

動物循環器認定医

（公益社団法人 日本獣医循環器学会）

JAHA総合臨床医

（公益社団法人 日本動物病院協会）

日本小動物外科専門医

（一般社団法人 日本獣医麻酔外科学会）

職 正社員(無期雇用)

（60,600円相当）

従 獣5名、
看14名、
トリマー5名

休 完全週休2日制

受付・その他2名

（シフトにより火・金
又は月・木休み）

時 8:30〜19:30
残 45時間(60,000円相当)

試 6ヶ月

休 週休2.5日制(月平均8日)

診 6ヶ月程度

試 3ヶ月

術 6ヶ月程度

診 3ヶ月程度
術 6ヶ月程度

1年目、基礎を身に付け、手術にも携わります。2年目、指導の下1人で
診察や手術に臨みます。3年目、一般的な外来を診療できるレベルにな
ります。4年目、専門医への道を歩み始めます。さあ！共に学びましょう！

『基礎を学びたい方』、
『 開業を目指している方』、
『 基礎を身に付けて
ワンランク上を目指したい方』等、幅広く受け入れています。

ハロー動物病院

習志野動物医療センター りょう動物病院

千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷2-7-2Ciao
（新鎌ヶ谷分院）
八田 嘉朋（酪農学園大学・病理学研究室）

千葉県習志野市大久保1-1-40
小笠原 良一（日本大学）

千葉県

千葉市・東金市

1.5次診療動物病院
月給：289,000円

1次診療動物病院
獣医内視鏡外科手術・技術認定レベル3

（日本獣医内視鏡外科研究会）

当院では飼い主様に寄り添い、本当に望む
医療の提供を心がけています。我々の目標

東京都

足立区

国内獣医系大学院博士課程修了
海外獣医関連専門医・認定医取得

は「動物と人の生活を豊かにすること」で
す。プライマリーケアから高度な医療まで
幅広いサポートを実施しています。
職 正社員
（無期雇用）

月給：250,000円
一般医療に加えて、自然療法や各種伝統医療などの代替医療を併用した
統合医療を行っていますので、幅広い治療選択が学べます。
職 正社員
（無期雇用）

残 固定残業なし

診 3ヶ月程度

従 獣2名、
看4名、
その他1名

休 週休2日制(月平均9日)

術 3ヶ月程度

時 9:00〜19:00

試 6ヶ月

従 獣16名、
看16名、

受付・その他16名、
トリマー5名

時 8:00〜19:30

10:00〜22:00
12:00〜22:00

残 固定残業なし
休 週休2日制
試 3ヶ月
診 6ヶ月
術 6ヶ月

社保完備。産休育休。通勤手当or住宅手当支給。残業時間に応じた
時間外手当。セミナー補助等、福利厚生の充実。CT設備等を整え、
多数の麻酔手術及び腹腔鏡手術に取り組む一方、東洋医学にも積極
的に取り組んでいます。ぜひ見学へ！2020年本院移転予定(同市内
に新設)
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スタッフが皆仲が良く、明るく楽しく仕事が出来ます。勉強環境も整っ
ています。

東千葉動物医療センター（沢村獣医科病院）

しんでん森の動物病院

千葉県東金市東上宿6-37
（移転後 東金市台方370）
澤村 昌樹（日本獣医生命科学大学）

東京都足立区新田３−５−８
森井 啓二

の読み方

職 募集職種

時 勤務時間

休 休暇

診 入社から単独で診療開始するまでの月数

従 スタッフ数

残 固定残業時間・金額

試 試用期間

術 入社から単独で猫の去勢手術を実施するまでの月数

東京都

足立区

1次診療動物病院

月給：250,000円
高度な医療設備と複数の専門診療科を備え
た総合病院として、難治性疾患や緊急疾患
に対応し、高度医療を実践するとともに、グ
ループ全体で地域/広域獣医療への貢献と
人材教育にも力を入れている2次診療施設
です。

獣医腫瘍認定医1・2種

月給：280,000円

日本小動物外科専門医

開院16年目の地域密着型の病院です。鍼灸、再生医療もおこない、保護
活動にも協力しています。月に1度循環器認定医、皮膚科専門医による診
療や、定期的な院内セミナーを積極的におこなっています。実力にとも
なって、診察、検査、手術など何でもしていただけます。

（一般社団法人 日本獣医がん学会）
（一般社団法人 日本獣医麻酔外科学会）

日本獣医系大学院博士課程修了

職 正社員

残 45時間
（62,010円相当）

従 獣19名、
看12名、
受付・その他6名

休 完全週休2日制

時 8:30〜17:30

試 6ヶ月

2次診療はハードルが高いと思っている人も、自分でできることが少
ないと思っている人も、圧倒的な数の症例から多彩な経験を積むこと
ができるJARMeCの診療の現場を、ぜひ一度自分の目で確かめに見
学に来てください。

動物循環器認定医

（公益社団法人 日本獣医循環器学会）

職 正社員
（無期雇用）

時 8:30〜19:30

試 3ヶ月

従 獣2名、
看5名

残 固定残業なし

診 1〜2ヶ月程度

休 週休2日制

術 1〜2ヶ月程度

トリマー2名

日々の診療に誠意をもって取り組める方、内科・外科ともに向上心のあ
る方、お待ちしています。夜間勤務（別途手当あり）は希望者にお願い
しています。有給休暇は10日からあり、セミナー・学会参加費と大学
病院での研修費などを全額負担しています。週１日からのバイト、パー
トも募集しています。

日本動物高度医療センター 東京

ティアハイムどうぶつ病院

東京都足立区一ツ家3丁目1-7
山下 傑夫（北海道大学）

東京都北区滝野川6-76-9
本嶋 治（日本獣医生命科学大学・魚病学研究室）

東京都

練馬区・町田市

1.5次診療動物病院

月給：288,800円

月給：248,000円

東京・神奈川に8病院を展開する動
物病院グループの1つです。地域
の総合診療を担い、様々な症例が
数多く来るのが特徴です。熟練獣
医師による丁寧な指導で教育環境
も整っています。プリモ動物病院
は、飼い主様に一番初めに思い出
していただける身近な動物病院と
して石神井公園駅の徒歩圏内で診
療を行っています。

専門医を目指す意欲のある獣医師、高度な
技術と知識を修得する意欲のある動物技術
師を常に募集しています。外国人のクライア
ントも多く来院するため、英語力のある方に
はより広い活躍の場があります。

従 獣6名、
看3名

診 6ヶ月

時 8:30〜19:00

術 10ヶ月程度

残 45時間

東京都

港区

1次診療動物病院

職 正社員
（無期雇用）試 6ヶ月

関東

2次診療/紹介動物病院

東京都

北区

JAHA内科認定医

（公益社団法人 日本動物病院協会）

JAHA外科認定医

（公益社団法人 日本動物病院協会）

JAHA認定総合臨床医

（公益社団法人 日本動物病院協会）

職 正社員
（無期雇用）
従 獣12名、
看24名

トリマー6名、
その他3名

時 10:00〜19:00
残 25時間
（40,300円相当）
休 完全週休2日制
試 6ヶ月
診 2ヶ月程度
術 6ヶ月程度

（71,603円相当）

休 完全週休2日制

（シフト制・年次休暇6日）

病院の雰囲気は穏やかです。病院にくる飼い主様への医療サービスを
充実させるためにスタッフの意見交流は盛んに行われています。病院
の実習も随時受け付けております。お気軽にお問合せ下さい。

遠方からの宿泊にも対応できるよう、分院の久我山病院に研修用の
宿泊施設も無料で用意しています。見学・実習は常に大歓迎ですので
お気軽にお問合せ下さい。

プリモ動物病院 練馬（プリモ動物病院グループ）

ダクタリ動物病院 東京医療センター

東京都練馬区石神井町1-28-7 PET-SPA CARE+CURE内
鈴木 義之（日本獣医生命科学大学）

東京都港区白金台5-14-1白金台アパートメント2F
加藤 元（北海道大学）

特徴アイコン

高度画像診断設備、
2次診療施設との連携あり

学会・執筆等外部情報発信

JAHA/ISFM、
その他施設としての認定あり

産休・育休・雇用形態の多様性
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東京都

品川区

関東

地域密着型動物病院
月給：280,000円

世田谷区

東京都

地域密着型動物病院
歯科レベルI〜Ⅳ講義・実習終了

（日本小動物歯科研究会）

岩手県出身の院長が2016年に開
院しました。犬猫達だけでなくエキ
ゾチックアニマル(哺乳類)の診療に
も力を入れています。どのスタッフ
もセミナーに積極的に参加し、自己
流ではない知識を学べます。その情
報を共有し、スタッフ全員でスキル
アップを図っています。接遇にも気
を配り、飼い主様とのコミュニケー
ションを大切に診療を行っています。

月給：250,000円
開業以来、着実に症例数を伸ばしております！１次診療としてのスキルは
もちろんのこと、大学病院や2次診療施設とも連携し珍しい疾患への治
療も積極的に取り組んでいます。また院内に再生医療を導入し難治性疾
患への治療も行っております。

職 正社員
（無期雇用）
従 獣2名、
看2名
時 8:30〜19:30
残 7時間

職 正社員
（無期雇用）

（14,000円相当）

従 獣1名、
看4名、
清掃スタッフ2名

休 週休2日制

時 9:00〜20:00

試 3ヶ月

残 40時間
（60,000円程度）

診 3ヶ月程度

休 週休2日制(月平均8日)

術 3ヶ月程度

試 6ヶ月
診 6ヶ月程度
術 6ヶ月程度

患者様増加に伴い、向上心のある獣医師を募集します！新卒や経験の
浅い獣医師にも技術・知識・患者様の対応など1から教えます。希望に
合わせて段階的に診療・検査・手術の経験を積んでもらいます。実習や
バイトも歓迎します。お気軽にお電話ください！

臨床獣医師としての基礎や応用を実践的に学べる環境にあります。高
度医療に対する飼い主様の理解も深く、重症や難治性疾患へも積極
的に取り組むことができます！
知識や経験、人間関係など将来的なキャリアとしてお役に立てること
と思いますので、興味を持たれた方は是非ご連絡ください！

あかつき動物病院

つるまき動物病院

東京都品川区東大井３丁目１６-２グレースビル1階
小原 諭（北里大学・人獣共通感染症学研究室）

東京都世田谷区弦巻2-8-16ウエリナ弦巻1階
鈴木 克洋（日本獣医生命科学大学・外科学研究室）

東京都

小平市

八王子市・小金井市・稲城市・町田市

1次診療動物病院

地域密着型動物病院

月給：240,000円

月給：250,000円

地域に密着したアットホームな病院です。犬猫だけでなく、ウサギやハリネ
ズミなどのエキゾチックアニマルの診療もしています。

東京都

夜 間を含 む 2 4 時 間 のセン
ター病院とペットショップに併
設した7病院があります。
「ALL Support＆One
to One」を理念とし「ここ
に来れば大丈夫 安心できる
病院」を目指しています。
地域密着・24時間病院です。
職 正社員
（無期雇用）
従 獣23名、
看34名、
事務3名
時 10:00〜20:00

職 正社員
（無期雇用）

残 30時間
（55,000円相当）

従 獣1名、
看5名、

トリマー1名、
受付・その他1名

休 完全週休2日制

時 8:30〜19:30

試 3ヶ月

残 固定残業なし

診 3ヶ月程度

休 週休2日制

術 3ヶ月程度

試 3ヶ月
診 2ヶ月程度
術 4ヶ月程度

社会保険完備、労災保険、制服貸与、交通費支給（上限10,000
円）、院内セミナーあり、外部セミナー支援、ペットの診療・社内割引
あり、色んな種類の動物が来るので多くの経験が積めると思います。
見学・実習随時受付中！

ALLONE八王子動物医療センター

にれのき動物病院

（ALLONE動物病院グループ）

東京都八王子市みなみ野1-7-3 フレスポ八王子1F
宮城 亮一（日本獣医生命科学大学・解剖学研究室）

東京都小平市天神町2-10-19
山口 匠（麻布大学・臨床繁栄学研究室）
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の読み方

症例としての視点だけで動物を診るだけでなく、動物の気持ちにも飼
い主様の気持ちにも寄り添い、個々にとって最適な獣医療サービスを
提供することを心掛けています。楽しく働きがいのある職場です。

職 募集職種

時 勤務時間

休 休暇

診 入社から単独で診療開始するまでの月数

従 スタッフ数

残 固定残業時間・金額

試 試用期間

術 入社から単独で猫の去勢手術を実施するまでの月数

東京都

八王子市

東京都

東村山市

地域密着型動物病院

月給：270,000円

月給：270,000円

イチョウの並木や公園の緑が美しい、
多摩ニュータウン通り沿いにありま
す。少人数の病院ですが、整形外科疾
患、内視鏡、開胸手術、肝臓外科など、
様々な症例をみんなで力を合わせて
頑張っています。

「動物のいる幸せな生活をサポートする」をモットーに、犬猫だけでなく
小動物や小鳥の診療も行っています。地域の動物たちの「総合診療動物
病院」として、何でも気軽に相談してもらえる病院を目指しています。
職 正社員
（無期雇用）
従 獣2名、
看4名
時 9：00〜19：00

職 正社員
（無期雇用） 試 3ヶ月
従 獣1名、
看7名

診 3ヶ月程度

時 9:00〜19:00

術 3ヶ月程度

関東

地域密着型動物病院

残 22時間
（30,000円相当）
休 完全週休2日制
試 3ヶ月

残 固定残業なし

診 3ヶ月程度

休 週休2日制

術 3ヶ月程度

年々患者さんが増えてきており、一緒に頑張ってくれる獣医師さんを
募集しています。

スタッフ間の協調と信頼を重視しています。動物たちとそのご家族の
立場に立って信頼関係を築ける方、向上心があり、誠実な人柄の方
を求めています。見学・実習は随時受け付けています。

いまい動物病院

ポウズ動物病院

東京都八王子市南大沢1-23-5
今井 健志（北里大学）

東京都東村山市栄町1-18-5志村ビル1F
梁島 綾乃（北里大学・病理学研究室）

東京都

清瀬市

東京都

武蔵村山市

1次診療動物病院

福利厚生充実型動物病院

月給：250,000円

月給：300,000円

当院は2016年に移転したばかりのキレイな
動物病院です。院内設備も一新し、より高性能
なものを揃えています。オーナー様と対話を
し、ひとつひとつ納得した説明を心がけます。
費用なども随時確認をしながらご不満の残ら
ないような診察を目指します。常に向上心を
もって仕事をし、必要に応じた高度医療を大学
病院等と連携をとって診察を進めていきます。

先代から受け継ぎ37年間、地域の
一次診療動物病院として色々なこ
とが出来るように日々努力してい
ます。飼い主さんとのコミュニケー
ションを大切に、知識・技術もしっか
りと、また設備への投資も毎年行っ
ています。来院数、手術数ともに多
く色々な症例に触れることが出来
ます。

職 正社員
（無期雇用）
従 獣2名、
看4名
時 8:30〜19:00

職 正社員
（無期雇用） 試 3ヶ月

残 1〜2時間

（5,000円程度）

休 週休2日制

（月平均8日）
試 2ヶ月

従 獣3名、
看6名

診 6ヶ月程度

時 ①8:30〜19:30

術 6ヶ月程度

②8:30〜18:00

残 16時間

診 2ヶ月程度

（30,000円相当）

術 2ヶ月程度

休 週休2日制

電子カルテや掃除ロボット等を使い、手術用品はディスポーザブルを
中心にすることで様々な手間を省き、残業を極力排除する努力をして
います。飲食会等も行わず、仕事とプライベートをしっかり分けていま
す。当院では外科、内科など幅広く対応し、症例も増えている為、技獣
医師としてのスキルアップを望めると思います。

スタッフは20歳代から30歳代、幼児や小学生のお母さんも多く、働
きやすい環境も配慮しています。見学、実習いつでも歓迎します。実習
の場合、その日数により、交通費・宿泊費の一部または全額を当院で
負担します。詳しくは電話もしくはメールでお問い合わせください。

ごんた動物病院

ヒマラヤン動物病院

東京都清瀬市中里2-1147-1
山田 一郎（北里大学）

東京都武蔵村山市三ﾂ藤2-43-11
本庄 仁平（日本大学・実験動物研究室）

特徴アイコン

高度画像診断設備、
2次診療施設との連携あり

学会・執筆等外部情報発信

JAHA/ISFM、
その他施設としての認定あり

産休・育休・雇用形態の多様性
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関 東・中 部

神奈川県

川崎市

相模原市・横浜市・厚木市

神奈川県

1.5次診療動物病院

2次診療/紹介動物病院
月給：250,000円

獣医腫瘍科認定医1・2種

月給：288,000円

日本小動物外科専門医

総合診療に加えCT機器を完備し1〜1.5次診療を提供しています。CT
稼働率は神奈川県一。東京・神奈川に8院あるプリモ動物病院グループ
間での連携を活かして様々な症例に応じています。

（一般社団法人 日本獣医がん学会）

高度な医療設備と複数の専門診療科を備え
た総合病院として、難治性疾患や緊急疾患
に対応し、高度医療を実践するとともに、グ
ループ全体で地域 / 広域獣医療への貢献と
人材教育にも力を入れている 2 次診療施設
です。

（一般社団法人 日本獣医麻酔外科学会）

基礎眼科学専門家・
獣医眼科学専門医

（比較眼科学会）

国内獣医系大学院博士課程修了

職 正社員
（無期雇用）
従 獣8名、
看6名、
受付3名
時 8:30〜19:00

職 正社員
（無期雇用）

残 45時間
（71,603円相当）

従 獣45名、
看30名、

休 完全週休2日制
（シフト制＋年休6日）

受付・その他43名
時 8:30〜17:30

試 6ヶ月

残 45時間
（62,010円相当）

診 6ヶ月程度

休 完全週休2日制

術 10ヶ月程度

試 6ヶ月

2次診療はハードルが高いと思っている人も、自分でできることが少
ないと思っている人も、圧倒的な数の症例から多彩な経験を積むこと
ができる JARMeC の診療の現場を、ぜひ一度自分の目で確かめに
見学に来てください。

専門分野を活かして勤務したい、臨床経験を積み将来開業したい等、
希望の勤務体系に応じて、募集しています。病院見学・実習も、随時受
け付けています。

日本動物高度医療センター 川崎

相模原プリモ動物医療センター/第2病院（プリモ動物病院グループ）

神奈川県川崎市高津区久地2丁目5番8号
松永 悟（東京大学）

神奈川県相模原市中央区中央4-14-10
今井 巡（日本大学）

神奈川県

秦野市

地域密着型動物病院
月給：207,960円

新潟県

地域密着型動物病院
歯科レベルⅠ〜Ⅱ講義・実習終了

（日本小動物歯科研究会）

動物医療のプロ
フェッショナ ル とし
て、思いやりに満ち
た、質の高い医療を
提供して参ります。

上越市
月給：250,000円
新潟県上越市にある犬猫病院
です。地域で一番「なんでも気
軽 に 相 談 で きるホ ー ムドク
ター」を目指しています。
職 正社員
（無期雇用）
従 獣1名、
看3名

職 正社員
（無期雇用）

時 9:00〜19:00

従 獣医9名、
看15名、

残 固定残業なし

その他10名

時 8:15〜19:15

休 月5〜7日程度

残 固定残業なし

試 3ヶ月

休 週休2〜3日制

診 3〜6ヶ月

試 3ヶ月

術 6〜12ヶ月

診 6ヶ月程度
術 6ヶ月程度

ペットの気持ちとご家族の思いを第一とした上で、
どういう治療が最適
であるかを考えます。
診察に出てカルテを書き始める頃には、月給＋10,000円。この他、住
宅手当＋通勤手当（各、最大30,000円）がつきます。別途残業有
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診療対象は犬猫のみになります。犬猫の診察、治療を学びたい、向上
させたい方、一緒に精進していきましょう！実習、見学、随時受け付けて
おります。

みかん動物病院

しんぼ犬猫病院

神奈川県秦野市今泉1304-3
森田 大樹（日本大学・薬理学研究室）

新潟県上越市藤野新田1309
真保 仁（酪農学園大学・獣医第1外科）

の読み方

職 募集職種

時 勤務時間

休 休暇

診 入社から単独で診療開始するまでの月数

従 スタッフ数

残 固定残業時間・金額

試 試用期間

術 入社から単独で猫の去勢手術を実施するまでの月数

長野県

長野市

獣医腫瘍科認定医1種

（一般社団法人 日本獣医がん学会）

月給：250,000円
1次診療を中心に1日平均診
療件数50件、年間300件以
上の手術件数があります。飼
い主様、動物たちに寄り添っ
た、獣医療を提供できる優し
い動物病院を目指していま
す。スタッフ全員が仲良く働
きやすい職場です。院長が腫
瘍科認定医I種を有しており、
腫瘍症例のセカンドオピニオ
ンも比較的多い病院です。

地域密着型動物病院
月給：270,000円
飼主さんとの信頼関係を築くこ
とが良い診療への道だと考え、
何でも気軽に相談してもらえる
病院を目指しています。最先端
の設備はありませんが、問診と
身体診察、各種検査によって原
因を絞り込む、ベーシックな臨
床スキルを向上させることを重
視しています。
職 正社員
（無期雇用）
従 獣2名、
看3名、

受付その他1名

職 正社員
（無期雇用）

時 9：00〜19：00

従 獣3名、
看4名

受付・その他1名
トリマー2名

残 固定残業なし
休 週休2日制(月平均10日)

時 9:00〜19:00

試 3ヶ月

残 45時間

診 1ヶ月程度

（61,450円相当）
休 月8.5日 試 3ヶ月

術 1ヶ月程度

診 2〜3ヶ月程度
術 2〜3ヶ月程度

獣医師には専門分野を持ってもらうよう研修への参加を補助していき
ます。社会保険、雇用保険、労災保険加入有り。

不妊・去勢手術を中心に月約100件と外科手術は多く、1年目から基
本的な手術・縫合ができるよう指導します。市民や行政の皆さんと連
携して「地域猫」の推進に協力している病院です。学会や研修参加の
補助をします。見学・実習は随時受け付けています。

いがらし動物病院

ポウ動物病院

長野県長野市若槻東条551
五十嵐 宏之（岩手大学・小動物外科学研究室）

長野県上田市常田2-12-40 石川ビル1階
寺崎 隆久（麻布大学・生理学研究室）

長野県

安曇野市

1.5次診療動物病院

甲府市

夜間対応動物病院
獣医腫瘍科認定医2種

月給：250,000円

（一般社団法人 日本獣医がん学会）

来院件数1日60件〜100件、
年 間 手 術 数 8 0 0 件 の 病 院で
す。診療は犬猫からエキゾチッ
クアニマルまで幅広くおこなっ
ており、特に腫瘍科、眼科、整形
などの外科治療と小鳥の診療
に力をいれています。診療、手
術に積極的に参加でき、個々の
スキルアップを目指せる病院
です。

月給：286,000円
【完全分業制と教育】
獣医師・動物看護師・
トリマー・受付
の各部署に分かれており、基本的
には完全分業制となっています。
各部署、仕事はそれぞれ忙しいで
すが、スタッフ皆が当院のMOTTO
に基づき行動をし、患者様と向き
合い、ホスピタリティー日本一の動
物病院を目指しています。
従 獣18名、
看20名

従 獣6名、
看11名、
トリマー5名、

時 10:00〜19:00

受付・その他1名

山梨県
獣医腫瘍科認定医2種

（一般社団法人 日本獣医がん学会）

国内獣医系大学院博士課程修了
海外獣医師資格取得

職 正社員
（無期雇用）

職 正社員
（無期雇用）

残 固定残業なし

時 8:30〜20:00
残 19時間
（33,000円相当）
休 週休2日制

休 週休2日制(月平均8日)
試 3ヶ月
診 3ヶ月程度

試 2ヶ月

術 12ヶ月程度

診 2ヶ月
術 6ヶ月

社会保険完備はもちろん、労働時間、有給休暇など労働者の権利に最
大限配慮し、従業員のプライベートの時間をしっかり確保できる仕組
みにしています。

スタッフ間のチームワークもよく、勤続10年を超えるスタッフも多く
います。新人教育、個人のスキルアップをバディ制度で行なっており、
医療技術・知識だけでなく、社会人としてのマナーなども含めて、身に
つけることができます。半年を超える頃には、驚くほど色々な技術が身
につき、獣医師として、
また社会人としても成長を感じられるでしょう。

リーフ動物病院

ノア動物病院 城東センター病院

長野県安曇野市穂高8219-2
袴田 剛（北里大学・病理学研究室）

山梨県甲府市城東3-4-15
林 文明（北里大学・家禽疾病研究室）

特徴アイコン

長野県
中部

1次診療動物病院

上田市

高度画像診断設備、
2次診療施設との連携あり

学会・執筆等外部情報発信

JAHA/ISFM、
その他施設としての認定あり

産休・育休・雇用形態の多様性
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愛知県

名古屋市

中部

2次診療/紹介動物病院

愛知県

名古屋市

1次診療動物病院

月給：250,000円

獣医腫瘍科認定医1・2種

月給：300,000円

獣医腫瘍科認定医2種

（一般社団法人 日本獣医がん学会）

（一般社団法人 日本獣医がん学会）

高度な医療設備と複数の専門診療科を備えた
総合病院として、難治性疾患や緊急疾患に対
応し、高度医療を実践するとともに、グループ
全体で地域/広域獣医療への貢献と人材教育
にも力を入れている2次診療施設です。

日本小動物外科専門医

（一般社団法人 日本獣医麻酔外科学会）

国内獣医系大学院博士課程修了

職 正社員
（無期雇用）

残 45時間
（62,010円相当） 診 ー

従 獣11名、
看10名、
受付・その他3名

休 完全週休2日制

時 8:30〜17:30

試 6ヶ月

術 ー

患者様に寄り添ったしっかりとした1次診療を
心がけ、担当医制で診療時間を長めにとって
います。スタッフ同士が怒らない・怒られない
環境を重視し、診療に集中できるよう配慮し
ています。
職 正社員
（無期雇用）
従 獣8名、
看10名

トリマー2名

時 9:00〜20:00

休 週休2日制

（週休3日も可）

試 なし
診 3ヶ月程度

残 40時間
（50,000円相当） 術 1〜3ヶ月程度

2次診療はハードルが高いと思っている人も、自分でできることが少な
いと思っている人も、圧倒的な数の症例から多彩な経験を積むことが
できるJARMeCの診療の現場を、ぜひ一度自分の目で確かめに見学
に来てください。

なるべく楽しく獣医療に取り組んでほしく、自分のペースで着実に成長
したい方にあっている動物病院だと思います。交通費、宿泊費を負担し
ますので見学にいらしてください。

日本動物高度医療センター 名古屋

野並どうぶつ病院

愛知県名古屋市天白区鴻の巣1-602
古川 敬之（麻布大学）

愛知県名古屋市天白区野並3丁目484
柴田 裕（北里大学）

愛知県

名古屋市

1.5次診療動物病院
月給：400,000円以上（週休3日は300,000円以上）
一般診療、二次診療をしています。CT、MRI、内視鏡検査数は日本有数です。
職 正社員
（有期）

時 9:00〜20:00

試 6ヶ月

従 獣7名、
看6名、

残 固定残業なし

診 20日

休 完全週休2日制

術 3〜6ヶ月程度

その他2名

名古屋市

ワークライフバランス重視動物病院

愛知県

月給： 400,000円（一般）
350,000円（猫専門）
500,000円（救急）
名古屋の中心で、関西・都内にもア
クセスしやすい場所です。休日夜
間診療のため、急性期疾患も多く、
入社初年度3月以内に避妊去勢手
術習得、入社年に各種外科手術経
験(胃捻転、骨折、帝王切開等)、難
しい症例や珍しい症例等、数多く経
験できます。猫専門病院も運営し
ている為、猫好きの方大歓迎です。
職 正社員(無期雇用)
従 獣13名、
看15名
時 8:00〜20:00
残 固定残業なし
休 週休2日制(月平均8日)
試 0ヶ月程度
診 1ヶ月程度
術 2ヶ月程度

脳脊椎神経疾患も専門にし、各種手術多数で、椎間板ヘルニア手術
1,000件以上です。他院からの紹介症例も多く、研究会･学会に多く参
加しています。
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診察件数に応じてインセンティブを支給しており、新卒未経験でも年
度末には月額45万円(昨年実績)が可能です。病院は年中無休です
が、スタッフの休日数は多く、労働時間は短く管理している為、有給休
暇は自由に取得できます。
県外からの就職見学者に交通費30000円支給します。
昼4時間弱のお昼寝
（シエスタ）時間を設けております。

長屋動物医療センター

こざわ犬猫病院

愛知県名古屋市天白区大根町6-1
長屋 好昭（酪農学園大学）

愛知県名古屋市千種区内山２丁目14‐14
小澤 賢記（酪農学園大学・小動物内科研究室）

の読み方

職 募集職種

時 勤務時間

休 休暇

診 入社から単独で診療開始するまでの月数

従 スタッフ数

残 固定残業時間・金額

試 試用期間

術 入社から単独で猫の去勢手術を実施するまでの月数

滋賀県

1.5次診療動物病院

1.5次診療動物病院
月給：300,000円以上

近江八幡市

中 部・近 畿

愛知県

名古屋市

海外獣医関連専門医・認定医取得

外来は１日150〜200件と名古屋トップクラス。最新鋭機器、CTを取り揃
え、飼い主様のニーズと思いやりのあるインフォームドコンセントを徹底し
動物たちに痛み負担が少ない適切な治療方法を提案しています。
職 正社員
（無期雇用） 試 3ヶ月
診 3ヶ月程度
看24名、
術 4ヶ月程度
トリマー9名、
受付7名、
事務9名

従 獣18名、

時 8:00〜20:15

月給：300,000円
スタッフみんな仲良く、
ゆっくり丁寧に学べる環境！
総合臨床医・外科認定医在籍、
Cat Friendly Clinic ゴール
ド認定病院にて、質の高い医
療を実践し、内視鏡・CT・硬性
鏡・手術顕微鏡など最新の医
療設備もあり。

JAHA認定総合臨床医

（公益社団法人 日本動物病院協会）

JAHA外科認定医

（公益社団法人 日本動物病院協会）

職 正社員
（無期雇用）

残 22時間

従 獣5名、
看5名、
他5名

（31,500円相当）
休 週休2日制
（月平均8日）

時 9:00〜19:30
残 固定残業なし
休 完全週休2日制

（年間105日）

試 3ヶ月
診 1ヶ月
術 1ヶ月

定期的に譲渡会やしつけ教室などのイベントを行い、地域における動
物愛護の活性化を目指しています。増築も完了し従業員にも働きやす
い環境を整えました。飼い主様と動物たちのより良い暮らしのために、
あなたの力を貸してください。

『この病院に来てよかった』
と心から思える病院を目指しています。
忙しい中で症例数をこなすことも大切ですが、初めはゆっくり確実に
できることを増やし質を上げることも重要だと思っているため、1人1
人に合わせて病院全体でサポートし働きやすい環境でお待ちしてお
ります！見学も大歓迎です！

動物医療センター もりやま犬と猫の病院

森動物病院

愛知県名古屋市守山区深沢2-101
淺井 亮太（酪農学園大学・生理学研究室）

滋賀県近江八幡市上田町1281-13
森 弘志（北里大学・外科研究室）

滋賀県

守山市

1.5次診療動物病院
月給：300,000円

大津市

1次診療動物病院
獣医循環器認定医

（一般社団法人 日本獣医循環器学会）

京都・大阪のベッドタウンである滋賀県
南部の守山市内で、
１次診療から紹介・
２次診療、専門的な高度医療まで対応
する病院です。循環器認定医の院長の
もと、幅広い分野の症例を経験でき、さ
らに院内カンファレンス、学会参加での
学びを通して、質の高いチーム医療を
実現しております。

月給：300,000円
J R で 京 都 駅 まで
30分と便利な所で
すが近くに琵琶湖
を望 み 、自 然 豊 か
なところです。野生
動物の救護事業に
も参加しています。

職 正社員
（無期雇用）

職 正社員
（無期雇用）

従 獣3名、
看4名

従 獣３名、
看6名

受付・その他1名

時 8:30〜20:00

時 9:00〜19:00

残 固定残業なし

残 固定残業なし

休 完全週休2日制

休 完全週休2日制

試 3ヶ月

試 4ヶ月

診 2ヶ月程度

診 3ヶ月

術 2ヶ月程度

術 3ヶ月

（月平均9日〜10日）

＋祝日

優しい雰囲気の職場です。最新設備の整った快適な環境で、常に新た
なチャレンジが可能です。当院で積み重ねた経験が、必ず自分自身を
大きく成長させてくれると思います。

学会、セミナー参加費、交通費を全額補助。住宅手当、残業手当、社会保
険完備。

フルール動物病院 滋賀どうぶつ循環器センター

比良動物病院

滋賀県守山市守山４-６-９
古池 敏英（麻布大学・衛生学第一研究室）

滋賀県大津市和邇今宿340-7
籠谷 泰伸

特徴アイコン

滋賀県

高度画像診断設備、
2次診療施設との連携あり

学会・執筆等外部情報発信

JAHA/ISFM、
その他施設としての認定あり

産休・育休・雇用形態の多様性

27

京都府

久世郡

京田辺市

近 畿・中 国

2次診療/紹介動物病院

1.5次診療動物病院

月給：270,000円

月給：300,000円

神経病に特化した２次診療施設とし
て立ち上げました。開業して10年を
機に、より充実した診療体制を構築す
るため、施設の移転・拡充を行います。

地域密着した町の動物病院として励んでおります。

京都府

職 正社員
（無期雇用）
従 獣3名、
看5名
時 9:30〜19:30
残 固定残業なし
休 週休2日制
試 3ヶ月
診 3ヶ月程度
術 3ヶ月程度

職 正社員
（無期雇用）
従 獣4名、
看5名
時 8:30〜19:00
残 固定残業なし
休 週休2日制

(月平均9日)

試 3ヶ月
診 6ヶ月程度
術 12ヶ月程度

更に多くの症例を受け入れるため、新しい仲間を募集いたします。
丁寧に基礎から指導いたします。ぜひ、ここで一緒に働きましょう！
出勤日数や勤務時間は相談させていただきます。お気軽にお問い
合わせください。

働きやすい環境です。スタッフ一同仲良く元気のいい病院です。
一緒に動物達の命を守りませんか。

KyotoAR獣医神経病センター

あず動物病院

京都府久世郡久御山町田井新荒見２０８−４
小澤 剛（鹿児島大学・外科研究室）

京都府京田辺市三山木中央9丁目2-12
川端 亮作（酪農学園大学・外科研究室）

兵庫県

神戸市

松江市

島根県

夜間対応動物病院

1.5次診療動物病院
月給：300,000円

獣医腫瘍科認定医2種

（一般社団法人 日本獣医がん学会）

担当医制のため、診察・手術まです
べて経験できます。長期勤務可能な
環境を整えており、経験者は３年間
で開業できるレベルまで診察・手術
（軟部外科〜整形外科）
・経営等を指
導します。新卒の方もしっかりと指
導しますので、早期に診察に入り、経
験を積むことができます。

月給：270,000円以上
松江北・城北通り沿いにあり、二次診療施設は鳥取大学農学部と提携し
ており、積極的に連携しています。学会参加や大学での手術見学など、
希望に応じて積極的に参加していただきます。参加費用全額負担します。
職 正社員
（無期雇用）
従 獣1名、
看4名
時 8:30〜20:00
残 10時間

（22,000円相当）

職 正社員
（無期雇用）
従 獣5名、
看8名、
トリマー3名、

休 週休2日制

受付・その他4名

試 6ヶ月

時 9:00〜19:00

診 3ヶ月程度

残 固定残業なし

術 2ヶ月程度

休 週休2日制

(月平均9日)

試 3ヶ月
診 3ヶ月程度
術 6ヶ月程度

スタッフ同士仲良くワイワイ仕事しています。見学・実習に是非とも一
度いらしてください。遠方からの方は滞在費・交通費を負担します。
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島根県松江市は中核都市に認定され、山陰地方では最大の都市になり
ました。国際観光都市として、年間100万人以上の集客があります。地
震や災害にほとんど縁がなく、都会の喧騒を離れて風光明媚な自然の
中で有意義な人生が送れます。診察や手術はドンドン参加していただ
きます。丁寧に教えます。

リバティ神戸動物病院

城北通り動物病院松江

兵庫県神戸市東灘区御影郡家1-20-19
河野 太一（東京農工大学・病理学研究室）

島根県松江市東奥谷町372番地1メゾン城北3号
林 富規（山口大学）

の読み方

職 募集職種

時 勤務時間

休 休暇

診 入社から単独で診療開始するまでの月数

従 スタッフ数

残 固定残業時間・金額

試 試用期間

術 入社から単独で猫の去勢手術を実施するまでの月数

1次診療動物病院
月給：290,000円

広島県

広島市

中 国・九 州

広島県

広島市

地域密着型動物病院
歯科レベルⅠ講義・実習終了

（日本小動物歯科研究会）

「もし自分が動物だったら通いたくな
る病院」を目指し、丁寧な診療を心掛
けております。広島市初の「キャット
フレンドリークリニックゴールド認
定」を取得し、特にストレスを感じや
すい猫に配慮しています。

月給：280,000円

職 正社員
（無期雇用）

休 週休2日制

従 獣1名、
看2名

試 3ヶ月

受付・その他3名

職 正社員
（無期雇用）

時 8：30〜19：30

従 獣2名、
看3名、

トリマー2名

歯科レベルⅠ講義・実習終了
（日本小動物歯科研究会）

開業7年目ですが、2019年に移転リニューア
歯科レベルⅡ講義・実習終了
ルしました。飼い主様とその一員に対して、納 （日本小動物歯科研究会）
得のできる医療を提供し、何でも相談できる
『こころ』の動物病院であることを何よりも大
切にしています。

残 固定残業なし

診 3ヶ月程度
術 3ヶ月程度

時 9:00〜19:00
残 固定残業なし
休 週休2日制

（火・金）

試 3ヶ月
診 3ヶ月程度
術 6ヶ月程度

「勤務獣医師として一生働き続けられる病院」の実現のため、皆様が抱
える待遇面、福利厚生面、教育面のあらゆる不安の解消に努めておりま
す。
「生涯担当医」として動物と飼い主様のために尽力してみませんか？

チームワークを大事にし、より良い病院づくりを目指しています。興
味のある分野があれば積極的にセミナー等参加も可能です。
一緒に成長して行きましょう。

まるペットクリニック

こころ動物病院

広島県広島市安佐南区大町西三丁目11番45-4号
菖蒲谷 友彬（鹿児島大学・臨床病理学研究室）

広島県広島市安佐南区伴南5-1-4
前田 克志（日本大学・獣医衛生学研究室）

香川県

観音寺市

熊本市

熊本県

1次診療動物病院

学術系動物病院

月給：260,000円

月給：260,000円

犬猫の診察を中心に、
エキゾチックペットの
診察もしています。

仲の良いアットホームな病院です。予防関係から高度な専門治療（特に神
経疾患）
まで幅広く経験でき、学会やセミナーにも積極的に参加していま
す。一次診療から神経疾患の専門的治療を学ぶことができます。

職 正社員
（無期雇用）

職 正社員
（無期雇用）

従 獣1名、
看3名、
その他1名

従 獣2名、
看5名

時 8:30〜19:00

時 8:30〜19:30

残 固定残業なし

残 14時間

休 週休2日制
（月平均8日）
試 3ヶ月

（20,000円相当）

休 週休1日制

（月平均6日）

診 6ヶ月程度

試 3ヶ月

術 3ヶ月程度

診 2ヶ月程度
術 4ヶ月程度

県外の勉強会や実習にも積極的に参加しております。多目的室では、
パピークラス、
しつけ教室、シニア犬セミナー、譲渡会、
うさぎの教室
等を開催しております。一緒に成長していける方を募集しております。

どんな疾患でも正しい治療を提供できるよう知識や技術のアップデー
トに努め、
ジェネラリストとスペシャリストを共に追い求める病院です。
興味のある分野は病院が全力でバックアップします。

はるひな動物病院

烏城ペットクリニック

香川県観音寺市木之郷町974-1
須藤 直人（岩手大学・内科学研究室）

熊本県熊本市南区川尻6-8-7
長井 新（酪農学園大学・伝染病研究室）

特徴アイコン

高度画像診断設備、
2次診療施設との連携あり

学会・執筆等外部情報発信

JAHA/ISFM、
その他施設としての認定あり

産休・育休・雇用形態の多様性
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動物病院へ応募をするには
求人情報から気になる動物病院を見つけたら、各病院のQRコードからHippo-Worksにアクセス。
Hippo-Worksでは、無料会員登録をすると動物病院の詳細な求人情報を閲覧でき、求人にエントリーすることができます。
もしくは、下記電話番号リストより、
【Hippo-Worksを見て電話した】旨を伝え、採用担当者様へご連絡ください。

HPから応募する場合
Hippo-Worksオンラインに無料会員登録。
必要情報を入力して応募してください。

電話で連絡する場合

応募したい病院の求人情報詳細ページから応募ボタンをクリック。
担当者様からの連絡をお待ちください。

診療時間など忙しい時間を避け、目的を明確・丁寧に伝えてください

求人掲載動物病院の連絡先一覧（掲載順）

大久保動物病院

027-361-2077

ティアハイムどうぶつ病院

桑原動物病院

027-221-6696

プリモ動物病院グループ

みむら動物病院

0299-26-9887

ちぎら動物病院

0297-70-2620

あさか台動物病院

048-460-5522

いいぐら台動物病院

0479-73-5246

あかつき動物病院

03-6404-6049

森動物病院

鈴木犬猫病院

043-252-1303

つるまき動物病院

03-6413-5781

フルール動物病院

（相模原・練馬）

03-5567-4111
042-860-6980

ダクタリ動物病院

野並どうぶつ病院

052-896-1123

長屋動物医療センター

052-802-1200

こざわ犬猫病院

052-733-3565

動物医療センター

東京医療センター

03-5420-0012

もりやま犬と猫の病院

052-739-1299
0748-37-5222

にれのき動物病院

042-313-4676

津田沼医療センター

047-470-8976

ALLONE動物病院グループ

042-794-4633

比良動物病院

077-594-0608

ときわだいら動物病院

047-385-1020

いまい動物病院

042-678-1331

KyotoAR獣医神経病センター

0774-39-7413

ALL動物病院行徳

047-314-8377

ポウズ動物病院

042-391-9912

あず動物病院

0774-63-7684

ハロー動物病院

047-441-3388

ごんた動物病院

042-497-9283

リバティ神戸動物病院

078-811-4333

ヒマラヤン動物病院

042-560-6639

城北通り動物病院松江

0852-23-1421

みかん動物病院

0463-84-4565

まるペットクリニック

082-836-5477

しんぼ犬猫病院

025-526-5900

こころ動物病院

082-578-0758

スマイルどうぶつ病院

習志野動物医療センター
りょう動物病院

047-470-5226

東千葉動物医療センター

滋賀どうぶつ循環器センター

077-581-3210

（沢村獣医科病院）

0475-52-3935

いがらし動物病院

026-225-9326

はるひな動物病院

087-527-8912

しんでん森の動物病院

03-3919-0791

ポウ動物病院

0268-23-6910

烏城ペットクリニック

096-277-1255

リーフ動物病院

0263-31-3035

ノア動物病院城東センター病院

055-233-4126

市原 山口動物病院

0436-61-3230

日本動物高度医療センター
（東京・川崎・名古屋）

044-850-1320
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HIPPOSでは、求職者様（獣医学生）にとって信頼できる求人情報を提供するために、
労働基準法や若者雇用促進法等の関係諸法規に準じた基準での掲載を目指しています。
掲載の基準は、求人情報提供ガイドラインを基準としております。
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詳細確認を伺い、当該企業への事実確認を行わせて頂きます。
HIPPOS相談窓口：
info@hippos.co.jp

獣医師として成功してほしい
私たちはこのサービスで獣医学生の
就職活動を変えていきます
業界ニュース

獣医師の就職・実習
求人情報

HIPPOSの採用情報

法人様・動物病院様の求人情報掲載は
Hippo-Works Onlineよりご登録
もしくはHIPPOS事務局までお問合せください

企業情報

株式会社 HIPPOS（インターズーグループ） 東京都渋谷区元代々木町 33-8-2F
info@hippos.co.jp
WEB：https://hippos.co.jp
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