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特集

就職活動を
始めよう！

みなさんは、自分が働いている姿をイメージできていますか？なんとなく就活を始
め、無難な志望動機を設定すると、いざ就職した時に「こんなはずじゃなかった」と
早期離職につながってしまいます。
自分の将来像をイメージするには、まず どんなキャリアプランがあるのか？

ど

んな動物病院があるのか？ を知ることが大事です。
ここでは、将来像の考え方や動物病院の種類、働く前に重要な実習について解説
していきます。

■仕事の見つけ方
10年後の自分は…？まずは自分の将来像を考えよう
自分がどんな獣医師・動物看護師になりたいのかを考えるにあたって、
まず想定するキャリアから逆算して、
自
分のキャリアに何が必要かを考えていきましょう。
下の図①と図②では、
獣医師・動物看護師それぞれのキャリアの例を挙げています。イメージの参考にしてみ
てくださいね。
【図①】獣医師のキャリア（例）

【図②】動物看護師のキャリア（例）

専門技術系スペシャリスト

勤務医としてジェネラリストとしての基盤を固めた後に！
❶フィールドは？
将来、
どんな立ち位置で・どんなフィールドで・どんな働き方をしたいか？をイメージする

開業医
ゼロから独立開業する
事業承継する
（親族）
事業承継する
（他人）
など

勤務医
雇用院長
（分院長など）
管理職
（副院長など）
勤務医（正社員/
時短正社員/
パート）
など

その他
派遣獣医師
海外で研修医
大学等の教員
経営に専念
など

❷スペシャリティは？
①のフィールドで、
どんな獣医師として存在したいか？スペシャリティをイメージする

ジェネラリストの
スペシャリストに
なりたい

専門領域を追求する
専門獣医師に
なりたい

特定動物に強い
スペシャリスト
獣医師になりたい
など

資格を取得して、
フードや栄養学のスペシャ
リストに
しつけの勉強をして口腔ケア、デンタルグッ
ズのスペシャリストに
など

マネージャー系スペシャリスト
パピー教室や歯磨きセミナーなど飼い主様
向けイベントの企画や運営
院内掲示物やDM作成のリーダー
など

運営・サービス系スペシャリスト
現場がうまく回るように体制を整えたり、
し
くみやルールを決めたりする
売り上げや経営することに携わり、病院を支
える
など

想定するキャリアに加え「自分が何を重要視して働きたいのか？という価値観」もあわせて考えるとさらに
目標が明確になります。価値観は無意識の中に保存されており、
「楽しい・ツライ」などの感情の重要な要素
となります。
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動物病院の分類と特徴を知ろう
動物病院
（小動物診療施設）
といっても、
スタッフが2〜3人の小規模な病院から、
分院やグループ病院まで含
めると100人を超えるような大規模な病院まで多様です。地域に密着したホームドクターである1次診療施設、
他院から紹介を受け専門性の高い医療を行う2次診療施設、特定の動物種に特化したエキゾチックアニマル専
門動物病院など、診療内容によっても様々な分類ができます
（図③参照）
。まずはどんな動物病院があるのか、
それぞれの病院がどんな特徴を持っているのかを広く知ることが大切です。
【図③】

規模で分類！

小規模
病院

中規模
病院

大規模
病院

診療内容で分類！

グループ
病院

1次診療

（ホームドクター）

単科専門/
単科優先
動物病院

2次診療/
大学病院

規模別病院の特徴
小規模動物病院
獣医師1〜2名、動物看護師1〜2名体制
立ち上げ初期、家族経営、商業施設内での運営が多い
小動物臨床施設の約90％が該当する
アドバイス

院長＋勤務医3〜6名、動物看護師3〜6名体制
小規模から成長段階である場合が多い
診療室が3室以上が多い
小動物臨床施設の約7％が該当する
アドバイス

獣医師：院長の方針や考え方に納得していること
が大切。実習時からよく話をしてみると良
いです。

獣医師：勤務状況や制度面の他、
どんな獣医師が
いて、どんなことを学べそうかを重要視
すると良いです。

看護師：小さいチームだけに人間関係は濃く、飼
い主様との距離も近いため、人と接する
ことが好きな人に向いています。

看護師：飼い主様だけでなく、スタッフ間のコミュ
ニケーションも重要。チームで気持ちよく
働ける人が求められます。

大規模動物病院
獣医師7名以上、動物看護師7名以上
地方の中核都市に多い傾向がある
受付や事務の専任スタッフがいる場合も多い
小動物臨床施設の約3％が該当する
アドバイス
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中規模動物病院

グループ動物病院
獣医師数、売上規模は病院数や規模により異なる
1〜1.5次診療がメインだが、経営方針により運営スタイルは様々
組織人としての考えも重要。グループの看護師を束ねたり、
本部での仕事に就いたりする可能性もある
勤務条件、福利厚生が整っていることが多い
アドバイス

獣医師：地域におけるブランド力が高く、働く上で
の安定感はあります。院長の方針が全勤
務医に浸透しているかがポイントです。

獣医師：経 営 層と各 院 長 の 方 針や 方 向 性 が そ
ろっているかが大切。グループ内病院に
複数実習に行くことをおすすめします。

看護師：勤務状況や有名だという理由だけで決め
ずに、
どんなキャリアが積めるかを考えま
しょう。

看護師：グループとしての方針は要チェック！実習
に行った病院以外の病院に配属されるこ
ともあります。

就職活動を
始めよう！
診療内容別病院の特徴
1次診療
（ホームドクター）
アドバイス

地域に根付いた動物病院
予防診療から救急対応まで幅広い診療を行う
対応できない症例は2次診療施設へ紹介する
病気を治すだけでなく、飼い主様のニーズや
状況に沿った診療が求められる場合が多い

獣医師：飼い主様とのつながりを重視したいのであれば最
適です。自分で勉強しないと日々の業務に忙殺さ
れるので注意！
看護師：院長のスタイルに合わせた看護技術の習得が必要
ですが、獣医療に近い部分も経験でき、スキルアッ
プにつながります。

単科専門/単科優先動物病院
アドバイス

近年は、
エキゾチック・鳥・猫・往診などに
特化した病院が増えている
腫瘍科や皮膚科など科目での専門性を持つ
病院も多いが、一般的には1次診療と並行して
行っている場合が多い

獣医師：即実践方式で専門性＋ホームドクターの両要素を
学べます。自分の将来像を考えて、規模と専門性を
選ぶ必要があります。
看護師：明確に深めたい分野が決まっているのであれば、
初めからそこに携わり専門性を高めていくことも良
いです。

2次診療/大学病院
アドバイス

様々な科の専門医・認定医が在籍している
ホームドクターや1.5次病院からの
紹介症例が中心
高度な設備、機材を有している場合が多い

獣医師：1次診療ではみることのできない貴重な症例を学
ぶためには最適。ただ、その後のキャリアを明確に
しておく必要はあります。
看護師：看護師としての業務に専念できるが、獣医師の業
務に近い経験をしたい人には物足りなさを感じる
かもしれません。

働く上で大切な 最初の３年
獣医師、
動物看護師にとって最初の３年は非常に大事な時
期です。基本技術の習得はもちろん、社会人としての常識や

3年後

マナー、飼い主様対応、スタッフとの関係構築など、技術以
外も根幹を固める大切な時期となります。
自分の将来像・方向性を決め、
「最初の３年でどこまで成長
したいのか」
をぜひ考えてみてください。
その上で、実習や面接時には病院の方向性、新卒の業務
範囲などを聞いてみるとよりイメージがしやすくなります。
先輩方のリアルボイスもとても参考になりますよ。

続いて動物病院 見学・実習の流れへ
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■動物病院の見学・実習の流れ
〜先輩に聞いた！実習のワンポイント〜
動物病院で働く前には必ず現場の見学や実習が必要です。行きたい動物病院を見つけたら早速行動！
本稿では、
先輩獣医師から聞いた病院見学・実習のワンポイントをお伝えします♪

1. まずは電話で見学・実習をお願いしよう ▼電話でのマナー・確認すること
ホームページで診療時間を確認。求人情報ページの内容もよく見てから電話をかけましょう。
【Point】午前や午後の診療開始後の忙しい時間は避ける！
【Point】明るい声でハキハキと！声色だけでも印象はぐっと変わる！
飼い主様への印象が第一の動物病院は電話対応や接客も仕事の一つです。
『 なんだか暗そうな感じの声の子
だったなあ』
と思われないよう、
一緒に働きたいと思ってもらえる印象づくりを心がけましょう。

電話で確認することリスト
院長先生や採用担当の方に確認することは以下の内容です。
自分の都合の良い日時候補を伝えましょう
（平均で3日間ほど、
実習する人が多いようです）
。
■ 日時を決める

大規模な病院では実習受入日が決まっていることもあります。
初日は何時にどこに行けばいいかも必ず確認！

■ 持ち物を確認する

スクラブまたは白衣や内履き等、
必要なものがないか確認。
もし、
内履きをと言われた場合、
きれいめのスニーカーを準備。
「○○に住んでいるので○○駅までから歩いて伺います」

■ 交通手段を伝える 「○○に住んでいるので自転車で伺いたいのですが、
停める場所はありますか？」
等
経路や交通手段を伝えると丁寧です。

いざ電話！
「○○大学獣医学部の樺島花子です。実習をお願いしたくご連絡しました。
ただいまご担当者様はお手すきでしょうか？」

もしそのとき、担当者が不在と言われてしまったら？かけ直すときは？
相手の都合を確認して、
指定された時間にかけ直しましょう。かけなおした際に再び同
じ方が電話に出るとは限りません。はじめのように大学名から名乗ります。
担当の方と無事に会話することができたら、
日時や持ち物等を確認し、
当日までに備え
ましょう。
【Point】スクラブや白衣にアイロンをかける。行く時の服装もカジュアルすぎないように
しよう。
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2. 見学・実習当日 ▼見学・実習では何をするの？？
病院ごとにも内容は異なりますが、
診療室の内側で実際の症例について教えていただいたり、
診察の手順等
を見学したりすることになります。簡単な流れと内定に繋がるワンポイントをお伝えします♪

診察やバックヤードの見学
診療の流れ、症例の内容、飼い主様のちょっとしたお悩み、質問に対しての先生の返
答、
看護師さんへの指示等、
気になるところは盛りだくさんです。場合によっては処置の
保定を手伝うことも。
【Point】見学ではメモをとる！
ただ見ているだけではせっかくの見学・実習もあっという間に終わってしまいます。
あとで復習ができるように気になる事はメモをとりましょう。

休診時間には掃除の手伝い・オペの見学
午前の診療が終わると休診中にはオペや午後に向けての清掃作業を実施する病院が
ほとんどです。
病院によってはオペ見学が可能なところも。見学が難しかったとしても清掃作業やで
きることが無いかを常に探しましょう。
【Point】
「何かできることありますか？」
の一言をかける！
先生も看護師さんもずっと忙しそうで何をすればいいかわからないと困ってしまいます
よね。動物病院の仕事は、
ちょっとした気づかいが大事です。掃除や洗濯、
消毒作業等も
積極的に声掛けすることができると、
意欲的な印象が残ります。

最終日は
実習の最終日には、
必ずスタッフ全員に対面で御礼の言葉をかけていきましょう。
また、
その時点で就職希望を聞かれることもあります。
ここで働きたいと決めた病院に
は院長先生や採用担当の方へ意思を伝えるために時間をとっていただきましょう。

3. 実習の後は
実習が終わり、就職希望の動物病院とも巡りあえたら、
ここでもぜひ実践したいポイ
ントがあります。
【Point】就職意思のある動物病院へは御礼状を！
御礼状は義務ではありません。ですが、実習の御礼と就職希望について再度意思を伝
えることで、
とても丁寧な印象になります。

夏にかけて就職先を探す学生さんが増えていきます。
自分が働きたい動物病院に出会えることを編集部一同祈っています！
（Hippo-Works編集部）
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実習前に知っておきたい

寄生虫対策のはなし
春から夏は就職を見据えて病院実習の活動が始まる季節ですが、同時に
気候が暖かくなるにつれてノミやマダニ、さらにはフィラリア（犬糸状虫）を
媒介する蚊も活動的になります。実習中はさまざまな駆除薬、予防薬の名前を
耳にすることでしょう。
そこで今回は、ノミ・マダニの駆除、フィラリア症の予防の必要性に触れ、動物病院
の現場で用いられている代表的な薬剤を紹介します。

駆除・予防の重要性
入院やホテルなどで動物を預かる際に、院内での伝播を防ぐため、ノミ・マダニの駆虫薬の投与を必須として
いる病院もあります。ノミやマダニは吸血性の節足動物ですが、犬や猫に寄生することによって皮膚炎を引き起
こしたり、
マダニの大量寄生では貧血を起こしたりすることもあります。また、
マダニは重症熱性血小板減少症候
群（SFTS）ウイルスのような他の病原体を媒介します。さらにヒトに対しても吸血するので、飼い主さんだけでな
く獣医療スタッフも気をつけなければなりません。
蚊の媒介によって感染するフィラリアは、犬や猫の心臓に寄生するため、感染後に放置しておくと命の危険が
あります。いずれの寄生虫に対しても疾患を防ぐことができるので、適切なタイミングと投与方法で薬を投与する
ことが大切です。

投薬の時期
フィラリア症の原因となる

は蚊の吸血に伴って感染するた

め、フィラリア予防薬の投薬期間はおおむね蚊の発生後1ヵ月から蚊の発生
終息後1ヵ月までとされています。そのため、投与期間はそれぞれの地域の
気候や環境によって前後し、沖縄であればほぼ通年、北海道であれば
夏から秋までと差があります。一方、ノミは室内で
も越冬する可能性があるため、通年の投与を推
奨している地域も多くみられます。
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技術進歩で増える選択肢
ノミ・マダニ駆除やフィラリア症予防薬の剤型は外用薬と経口薬の大きく２つ
に分けられます。外用薬は液剤、経口薬は錠剤が一般的です。犬や猫に薬を飲ませ
ることに慣れていない飼い主さんに定期的な投与は負担になります。首の後ろに液剤
を滴下するタイプ（スポットオンタイプ）の外用薬は比較的投与が簡便なので、薬を飲むの
が苦手な動物、とくに猫に対しては利用しやすい剤型です。しかし、外用薬の場合は薬剤が乾く
まで時間がかかったり、動物がじっとしていないと上手く滴下できなかったりというデメリットがありま
す。これに対し薬を飲ませることに慣れている場合、経口薬のデメリットは少なく、薬の吐き戻しがなければ投
与の確実性が高いためその需要が高まっています。近年、製薬技術の進歩によって、犬や猫が好む風味を付け
たフレーバー錠やチュアブル錠が開発されたり、錠剤の縮小化が進んだりして、経口薬のラインナップも豊富に
なっています。
また、ノミ・マダニ駆除薬とフィラリア症予防薬の合剤も多くみられ、投薬が一度で
済ませられるようになるなど、飼い主さんの選択肢は増える傾向にあります。

薬を小さくする技術
薬を化学合成すると対称的な構造をもつ
鏡像異性体が等量に混ざった化合物（ラセミ
体）が生成されます。鏡像異性体は物理化
学的な性質はほとんど同じですが、薬理作
用は異なることが多いとされています。そのた
め、有効な鏡像異性体のみを分離することに
よって、薬の効果を高めたり副作用を減らし

左手と右手のように立体構造が
対称になると使い勝手も違ってくる

たり、あるいはサイズを小さくすることができ
ます。たとえば、抗菌薬のレボフロキサシンはオフロキサシンから一方の
鏡像異性体のみを分離することで、抗菌活性を上げ、副作用を軽減して
います。
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ノミ・マダニおよび犬糸状虫を対象とする代表的な製品※１
製品名

成分

対象寄生虫※２
ノミ

剤型

犬糸状虫

イミダクロプリド
ピリプロキシフェン

滴下剤

アドボケート 犬用

イミダクロプリド
モキシデクチン

滴下剤

インターセプター S チュアブル

ミルベマイシンオキシム
プラジクアンテル

チュアブル錠

カルドメック チュアブル P

イベルメクチン
ピランテルパモ酸塩

チュアブル錠

クレデリオ錠

ロチラネル

フレーバー錠

クレデリオ プラス錠

ロチラネル
ミルベマイシンオキシム

フレーバー錠

コンフォティス錠

スピノサド

フレーバー錠

シンパリカ

サロラネル

チュアブル錠

犬用

アドバンテージプラス 犬用

モキシデクチン

注射剤

アフォキソラネル

チュアブル錠

ネクスガードスぺクトラ

アフォキソラネル
ミルベマイシンオキシム

チュアブル錠

パノラミス錠

スピノサド
ミルベマイシンオキシム

フレーバー錠

フォートレオン

イミダクロプリド
ペルメトリン

滴下剤

ブラベクト錠

フルララネル

チュアブル錠

フロントライン プラス ドッグ

フィプロニル
(S)- メトプレン

滴下剤

ミルベマイシンＡ錠

ミルベマイシンオキシム

錠剤

モキシデック錠

モキシデクチン

錠剤

レボリューション６％ ／ 12％

セラメクチン

滴下剤

アドボケート 猫用

イミダクロプリド
モキシデクチン

滴下剤

アドバンテージプラス 猫用

イミダクロプリド
ピリプロキシフェン

滴下剤

コンフォティス錠

スピノサド

フレーバー錠

ブラベクトスポット 猫用

フルララネル

滴下剤

ブロードライン

フィプロニル
(S)- メトプレン
プラジクアンテル
エプリノメクチン

滴下剤

フロントライン プラス キャット

フィプロニル
(S)- メトプレン

滴下剤

レボリューション６％

セラメクチン

滴下剤

レボリューションプラス

セラメクチン
サロラネル

滴下剤

猫用

注射用プロハート 12

ネクスガード

※1 表中の製品は国内で承認されているものの一部です。
※2 対象寄生虫はノミ・マダニ・犬糸状虫だけを抜粋しています。詳しくは各製品の添付文書を確認してください。
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マダニ

獣医学生の
求人情報を掲載
2022年
新卒

QRコードから求人詳細をチェック！
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。
見学・実習希望の場合、電話では「Hippo-Worksを見てお電話しました、
○○大学の○○室の○○と申します。実習の件でお電話しましたが、ご担
当の方はいらっしゃいますでしょうか？」と伝えるとGood！

Hippo-Works-Onlineでは
他にも動物病院情報を
掲載しています。

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

※最新の情報は各動物病院様にお問合せください。
※固定残業代制を採用する募集では、
「固定残業」の項目に、時間と金額を明記しています。
※固定残業代を超える時間外労働分や休日、深夜労働等に対して割増賃金は追加で支給することが厚生労働省にて義務づけられています。

専門診療対応動物病院

宮城県

月給：270,000円

募集職種 正社員(無期雇用)

募集職種 正社員
（無期雇用）

従業員数 獣3名、
看5名

従業員数 獣1名、
看9名、
受付2名

勤務時間 9:00〜19:00
8:30〜14:00

勤務時間 9:00〜19:00
9:00〜13:00

固定残業 月10時間
(20,000円相当)

固定残業 なし

休

日 週休1日制
(月平均8日)

休

大崎市

日 週休2日制
(月平均8日)

試用期間 3ヶ月程度

試用期間 3ヶ月程度
単独診療 3ヶ月程度で開始
単独手術 4ヶ月程度で開始
WEB面接 可

犬、猫の総合診療はもちろん、エキゾチック動物（ウサギ、フェレット、チン
チラ、ハリネズミ、モモンガ、小鳥、爬虫類全般 ect)の診療に力を入れて
おります。特に近年ニーズの多いウサギの診療は、ハイレベルな専門性を
目標にしています。将来、エキゾチック診療に興味のある方、お気軽に見
学・実習に来てください。

単独診療 3ヶ月程度で開始
単独手術 3ヶ月程度で開始
特徴・資格 ▼獣医腫瘍科認定医2種
▼JAHA認定総合臨床医

地域のホームドクターとしての役割を担う傍ら、皮膚疾患、腫瘍疾患、
外科疾患に力を入れています。症例数・手術件数も多く、診療のスキル
や手術の経験も積めると思います。スキルを向上させたいという方に
は適した病院です。総合臨床認定医、腫瘍科認定医として臨床経験の
浅い先生への指導も力を入れていきたいと考えております。

アイリス動物病院

あろう動物病院

宮城県仙台市青葉区旭ケ丘 4-31-8
TEL：022-273-2282
MAIL：prizlock@ybb.ne.jp
伊藤 寿朗（酪農学園大学・獣医生化学教室）

宮城県大崎市古川福沼3-13-21
TEL：0229-25-4307
MAIL：aro@aro-ah.com
千葉 濯（東京農工大学・獣医画像診断学教室）

特徴アイコン

宮城県
東北

仙台市

月給：300,000円

地域密着型動物病院

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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地域密着型動物病院

茨城県

関東

石岡市

月給：300,000円

募集職種 正社員
（無期雇用）

従業員数 獣6名、
看22名

従業員数 獣5名、
看6名

勤務時間 8:00〜19:30

勤務時間 9:00〜19:00
10:00〜19:00

休

固定残業 なし

日 週休3日制
(月平均13日)

休

試用期間 3ヶ月程度

日 週休2日(隔週)
(月平均8日)

試用期間 3ヶ月程度

単独診療 12ヶ月程度で開始

単独診療 2ヶ月程度で開始

単独手術 6ヶ月程度で開始

単独手術 3ヶ月程度で開始

WEB面接 可

WEB面接 可

獣医師それぞれが興味ある分野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。見学・実習時の交通・宿泊費を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の良さ
が自慢です！まずは気軽にお越しください！

犬・猫はもちろんですが、エキゾチック動物（哺乳類・鳥）の来院数が多
いので、これらの診療に興味を持って取り組んでいただける方を募集
いたします。エキゾチック動物に関しての学会発表や投稿も行ってい
ます。もちろん、エキゾチック動物診療に関して初心者でも構いませ
ん。いろいろな動物の診療の経験や実践ができます。一緒に楽しくい
い仕事をしましょう！

みむら動物病院

アンドレ動物病院

茨城県石岡市東光台3-5-8
TEL：0299-26-9887
MAIL：shell@wind.ocn.ne.jp
三村 賢司（日本大学・獣医ウイルス学研究室）

栃木県宇都宮市西原3-9-9
TEL：028-649-7799
MAIL：andre-ah@sun.ucatv.ne.jp
戸﨑 和成（北里大学・寄生虫学研究室）

ワークライフバランス重視動物病院

群馬県
高崎市

月給：270,000円

募集職種 正社員(無期雇用)
従業員数 獣6名、
看8名、
他6名
勤務時間 8:30〜19:30
固定残業 なし
休

栃木県

宇都宮市

月給：260,000円

募集職種 正社員(無期雇用)

固定残業 なし

日 週休2日制
（月平均9日）

試用期間 3ヶ月
単独診療 6ヶ月程度で開始
単独手術 6ヶ月程度で開始
特徴・資格 JAHA総合臨床医
WEB面接 可

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。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。2〜3
年の短期雇用から、院長候補まで幅広く募集しています。応募する方の希
望にお応えしますので、
ご相談ください。

専門診療対応動物病院

埼玉県
朝霞市

月給：280,000円

募集職種 正社員
（無期雇用）
従業員数 獣14名、
看21名、
トリマー7名、
受付4名、
その他3名
勤務時間 （シフト制）
8:15〜19:00、
10:00〜20:00
固定残業 月25時間
（43,000円相当）
休
日 週休2日制
（年間休日105日）
試用期間 6ヶ月程度
単独診療 3ヶ月程度で開始
単独手術 3ヶ月程度で開始
特徴・資格
▼獣医腫瘍科認定医2種
▼JAHA認定総合臨床医
▼日本獣医皮膚科学会・認定医
▼国内獣医系大学院博士課程修了
▼海外獣医関連認定医取得
WEB面接 可

CT（80列）や腹腔鏡・高精細エコーなどを備え多数の症例を経験する
ことができます。専門医診療やセミナー参加により、獣医師は高度な診
療技術を取り入れながら幅広い視野で診療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。見学などお気軽にご連絡ください。

大久保動物病院

あさか台動物病院

群馬県高崎市上並榎町357-9
TEL：027-361-2077
MAIL：webmaster@okubo-ah.com
小板橋 禎美（日本獣医生命科学大学・内科学研究室）

埼玉県朝霞市東弁財3丁目16-13
TEL：048-460-5522
MAIL：minami@asakadai-ah.jp
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
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専門診療対応動物病院

※2020年9月
大泉学園どうぶつ病院OPEN

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

埼玉県

地域密着型動物病院

三郷市

募集職種

正社員
（無期雇用）

従業員数

勤務時間

8:00〜19:30

固定残業

月42時間
（60,000円相当）

休

月9日
（シフト制）

日

単独診療

試用期間

3〜6ヶ月
（能力次第） 単独手術

関東

月給：280,000円以上

獣4名、
看10名

3ヶ月程度
5〜8ヶ月
（能力次第）

特徴・資格 ▼海外獣医関連専門医・認定医取得

▼国内獣医系大学院博士課程修了
▼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）

互いに切磋琢磨できる仲間を募集しています。症例数が多いの
で、臨床を通じて多くのことを学ぶチャンスがあります。各獣医
師のステップアップを病院全体のレベルアップにつなげていく病
院です。長く勤務を続けたい方も開業をお考えの方も応援しま
す。隔週火曜日には外部講師とともに超音波検査講習も行いス
キルアップに努めています。特に超音波診断をマスターしたい
方は大歓迎です。飼主様から求められる より良い医療を一緒に
目指していきましょう。あなたのやる気を応援します！
連絡先

くみ動物病院
地域密着型動物病院
月給：280,000円以上

埼玉県三郷市中央3-47-1
TEL：048-953-7755 MAIL：katsu.kato@kumivet.com
加藤 勝久（北里大学）

千葉県
松戸市

募集職種 正社員
（無期雇用）
アルバイト・パート
従業員数 獣1名、
看4名
トリマー3名
勤務時間 9:00〜19:00
9:00〜17:00
固定残業 なし
休

日 週休2日、
月平均8日

試用期間 3ヶ月程度

1.5次診療動物病院
月給：300,000円

市原市

募集職種 正社員(無期雇用)
従業員数 獣6名、
看11名
受付・その他17名
勤務時間 8:30〜19:30
固定残業 なし
休

日 週休2日制(月平均8日)

試用期間 3ヶ月程度

単独診療 2ヶ月程度で開始

単独診療 3ヶ月程度で開始

単独手術 3ヶ月程度で開始

単独手術 8ヶ月程度で開始

特徴・資格
▼獣医腫瘍科認定医1・2種

WEB面接 可

初年度から積極的に診察・手術を行っていただきたいです。予防医
療、避妊・去勢手術、歯科処置を中心に内視鏡検査もやっています。昨
年から腫瘍Ⅰ種認定医による専科診察も始まりました。ワークライフ
バランスを重視しており、働き方は相談にのります。時間帯や曜日な
ど、可能な限りご希望に添いたいと考えています。他院や大学病院へ
の実習も可能です。交通費負担（上限あり）、学会・セミナー参加費も
一部補助します。

千葉県

地域密着型病院として機能する傍ら地方中核病院として他の病院様
からの紹介も受け付けており、予防医療から難解症例まで、多様な症
例を経験することができます。診断を元に、飼い主様の希望をうかが
いながら一症例一症例治療プランを提案することが、質の高いジェネ
ラリストを目指す私たちの大切な任務だと考え、日々の診療にあたっ
ています。<給与>◆試用期間(3ヶ月) ¥270,000/月

松戸うがた動物病院

姉ヶ崎どうぶつ病院

千葉県松戸市稔台3-36-2
TEL：047-712-2064
MAIL：info@matsudo-ugata.com
宇賀田 雅人（日本大学・外科学研究室）

千葉県市原市椎津1124-1
TEL：0436-62-1500
MAIL：kanaekuwata.419@gmail.com
桑田 正博（日本大学・臨床繁殖学研究室）
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千葉県

1.5次診療動物病院

千葉市・東金市

関東

月給：289,000円
募集職種

正社員（無期雇用）

従業員数

獣13名、看18名、受付・その他24名、
トリマー7名

勤務時間

8:00〜19:30、
10:00〜22:00、
12:00〜22:00

固定残業

なし

休

週休2日制

試用期間

3ヶ月程度

6ヶ月程度で開始

単独手術

6ヶ月程度で開始

日

単独診療

特徴・資格 ▼獣医内視鏡外科手術・技術認定レベル3

▼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

WEB面接 可
真のジェネラリストと専門性のある認定医を育成！EBMとNBM
を飼い主さまと情報共有し、飼い主さまの潜在的欲求をみたしま
す。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！
連絡先

東千葉動物医療センター
（沢村獣医科病院）

千葉県東金市台方370
TEL：0475-52-3935 MAIL：hr@jyu-i.com
澤村 昌樹（日本獣医生命科学大学）

千葉県

地域密着型動物病院

印西市

月給：250,000円
募集職種

正社員（無期雇用）

従業員数

獣10名、看15名、その他3名

勤務時間

9:00〜19:00（シフト勤務制）

固定残業

月40時間（73,000円相当）

休

週休2日制(月平均8日)

日

試用期間

3ヶ月程度

単独診療

3ヶ月程度で開始

単独手術

3ヶ月程度で開始

特徴・資格 海外獣医関連専門医・認定医取得
獣医師指名制度を取り入れており、内科・外科手術など多くの症
状を担当することができます。また、実績豊富な先生をお呼びし
た専門診療科が院内にあるため、専門的医療を院内で学べま
す。業者様が行う院内セミナーもバリエーション豊富に準備して
おります。
連絡先

ミズノ動物クリニック

特徴アイコン

14

千葉県印西市高花2-1-10
TEL：0476-46-9991 MAIL：oﬃce@mizuno-vet.com
水野 浩茂（麻布大学・獣医放射線学研究室）

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

地域密着型動物病院

地域密着型動物病院

匝瑳市

月給：250,000円

募集職種 正社員
（無期雇用）

募集職種 正社員
（無期雇用）

従業員数 獣4名、
看9名

従業員数 獣3名、
看5名
トリマー3名(1階店舗)

勤務時間 9:00〜18:00

中央区

勤務時間 8:30〜19:30

固定残業 なし
休

東京都

関東

月給：290,000円

千葉県

固定残業 月1時間
(2,000円分相当)

日 週休2日制
（月平均9日）

休

試用期間 なし

日 週休2日制
(月平均9日)

単独診療 1ヶ月程度で開始

試用期間 3ヶ月程度

単独手術 10ヶ月程度で開始

単独診療 2ヶ月程度で開始
単独手術 8ヶ月程度で開始

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。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。また和
気藹々として楽しい職場を目指しています。いつでも見学自由です。

一般診療、予防医療を中心とする1次診療病院です。患者様は高齢の動
物が多く、より心地よくQOLが維持できるよう心を砕いております。鍼
灸、推拿、漢方などの中医学療法も取り入れております。飼い主様の希望
を理解し、気持ちに寄り添った診療を提供することを目指しています。動
物について気持ちを込めてお話しすることが好きな方、
歓迎いたします。

いいぐら台動物病院

フーレップ動物病院

千葉県匝瑳市飯倉台21-8
TEL：0479-73-5246
MAIL：info@iiguradai.com
長谷川 行男（酪農学園大学・第2内科学教室）

東京都中央区日本橋浜町2-48-5
TEL：03-5695-1122
MAIL：fureppu@snow.plala.or.jp
井上 龍太（麻布大学・内科学第2講座）

東京都

地域密着型動物病院

練馬区

月給：288,800円
募集職種

正社員（無期雇用）

従業員数

獣4名、
看4名

勤務時間

8:30〜19:00

固定残業

月45時間（71,603円相当）

休

完全週休2日制(シフト制・年次休暇6日)

日

試用期間

3ヶ月程度

単独診療

6ヶ月程度で開始

単独手術

10ヶ月程度で開始

WEB面接 可
（1次面接のみ）
「困ったときに一番最初に思い出してもらえる動物病院でありた
い」という想いで、東京・神奈川に8病院、台湾に1院を展開するグ
ループ病院です。総勢、獣医師約50名、看護師約70名が在籍。
総合診療医としての強い土台に太い専門性の柱を建て、プリモ動
物病院グループの仲間としてQuality of Animal Life(動物の
生活の質)向上実現のために一緒に頑張りましょう!
連絡先

プリモ動物病院 練馬
（プリモ動物病院グループ）

東京都練馬区石神井町1-28-7 PET-SPA CARE+CURE内
TEL：042-860-6980
（本社：株式会社JPR） MAIL：recruit@jprpet.com
荒木 陽一（東京農工大学）
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1.5次診療動物病院

東京都

関東

渋谷区

月給：302,960円

専門診療対応動物病院
月給：260,000円

東京都
渋谷区

募集職種 正社員
（無期雇用）

募集職種 正社員
（無期雇用）
従業員数 獣25名、
看21名、
受付・その他16名
勤務時間 8:30〜17:30
12:00〜21:00
20:45〜08:45
固定残業 月23時間(42,960円相当)
休
日 週休2日制(月平均9日)
試用期間 6ヶ月程度
単独診療 3ヶ月程度で開始
単独手術 6ヶ月程度で開始
特徴・資格 ▼JAHA認定総合臨床医
▼JAHA認定外科医
▼日本獣医皮膚科学会・認定医
▼歯科レベルⅢ講義・実習終了
▼国内獣医師以外の公的資格取得

従業員数 獣5名、
看5名
トリマー1名
勤務時間 8:00〜20:00
(8時間・シフト勤務制)
固定残業 月30時間
(50,000円相当)
休

日 週休2日制

試用期間 3ヶ月程度
単独診療 6ヶ月程度で開始
単独手術 6ヶ月程度で開始
特徴・資格 ▼獣医腫瘍科認定医2種
▼動物循環器認定医
▼基礎眼科学専門家・
獣医眼科学専門医
▼海外獣医師資格取得
WEB面接 相談可

『想いをもって、常に安心を提供する』が当院の理念です。1966年創業、
日本獣医界の先駆けとして24時間体制での救急医療・高度医療に取り組
んでおります。地域の二次診療病院として整形外科は勿論、内視鏡・耳鏡・
膀胱鏡・関節鏡・腹腔鏡等の鏡視下での検査・手術にも力を入れています。
平成28年に本館を大規模改修、平成29年完成の新館には高性能CTも
導入されました。是非一度見学に来て院内の雰囲気を感じてください。

日本動物医療センター

HALU動物病院

東京都渋谷区本町6-22-3
TEL：03-3378-3366
MAIL：itakura@jamc.co.jp
上野 弘道（日本大学・第二病理学研究室）

東京都渋谷区猿楽町3-9-1F
TEL：03-6712-7299
MAIL：info@halu.vet
游 桃子

福利厚生充実型動物病院

東京都

葛飾区・江東区

月給：280,000円

福利厚生充実型動物病院
月給：290,000円

募集職種 正社員
（無期雇用）

募集職種 正社員
（無期雇用）

従業員数 獣7名、
看5名、
受付・その他4名
トリマー1名

従業員数 獣2名、
看6名

日 完全週休2日制
(月平均8日)

休

日 週休2日制

試用期間 3ヶ月程度

試用期間 3ヶ月程度

単独診療 3ヶ月程度で開始

単独診療 6ヶ月程度で開始

単独手術 6ヶ月程度で開始
WEB面接 可

単独手術 6ヶ月程度で開始
WEB面接 可

スタッフ間のコミュニケーションを重視し、新人教育に力を入れてい
ます。動物や飼主さんに寄り添う獣医療を目指しています。2次診療、
QOL、終末医療までケアします。有給休暇10日〜20日、社保完備、
昇給年1回、賞与年2回、退職金制度、産休・育休取得実績あり、ユニ
フォーム支給、家賃補助あり
（家賃15万までの80％を補助）、月1回
研修日あり。原則夜勤なし。JR/京成金町駅から徒歩3分。院内セミ
ナーあり。外部セミナー費用補助あり。1.5次診療。

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。スタッフは20〜30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、実習歓迎します。実習は日数により、交通費・宿泊費の一部または
全額を負担します。詳しくはお問合わせください。

金町・永代橋アニマルクリニック

ヒマラヤン動物病院

東京都葛飾区金町2-29-6 KACビル
（本社）
TEL：03-3609-7517
MAIL：kac-oﬃce0703@bh.wakwak.com
増田寿子（酪農学園大学）

東京都武蔵村山市三ﾂ藤2-43-11
TEL：042-560-6639
MAIL：jh6639@himalayan.onmicrosoft.com
本庄 仁平（日本大学・実験動物研究室）

特徴アイコン

武蔵村山市

固定残業 月23時間
(43,125円相当)

固定残業 なし
休

東京都

勤務時間 8:30〜19:30
8:30〜18:00

勤務時間 9:00〜19:00
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得意分野を生かした診察治療、1人の獣医師による偏った医療になら
ないようチーム医療を徹底しています。また、大学病院や2次病院へ
の実習などで個々に得意分野を磨き、高度な医療を提供できるよう切
磋琢磨しています！スタッフ同士仲の良い職場です。一度見学実習し
ていただければと思います。社会保険完備。社宅制度あり。

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

1次診療動物病院

1次診療動物病院

武蔵村山市

月給：280,000円

募集職種 正社員
（無期雇用）

募集職種 正社員(無期雇用)

従業員数 獣1名、
看4名

従業員数 獣3名、
看5名

勤務時間 9:00〜19:00

勤務時間 8:30〜19:00

固定残業 なし

固定残業 月1〜2時間
（5,000円程度）

休

日 週休2日制
(月平均9日)

休

試用期間 3ヶ月

東京都
清瀬市

関東

月給：280,000円

東京都

日 週休2日制
（月平均8日）

試用期間 2ヶ月

単独診療 3ヶ月程度で開始

単独診療 2ヶ月程度で開始

単独手術 6ヶ月程度で開始

単独手術 2ヶ月程度で開始

WEB面接 可

WEB面接 可

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。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。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ます。

開業して3年の新しい病院ですが、来院件数は1日20件・手術件数は
1月10件（整形外科あり）程度で診療を行なっています。手術がない
日は2時間以上の休憩の時もあり外出も可能です。飼い主さんたちに
安心して来てもらえる病院を目指しています。人と動物との絆を大切
に考えています。人と動物を大切に思える人なら誰でも大歓迎です。

りんく動物病院

ごんた動物病院

東京都武蔵村山市伊奈平6-38-1
TEL：042-520-3150
MAIL：info.link.ah@gmail.com
辻井 孝明（東京大学・外科学研究室）

東京都清瀬市中里2-1147-1
TEL：042-497-9283
MAIL：heitagonta@icloud.com
山田 一郎（北里大学）

神奈川県

1.5次診療動物病院

相模原市

月給：288,000円
募集職種

正社員（無期雇用）

従業員数

獣9名、
看8名

勤務時間

8:30〜19:00

固定残業

月45時間（71,603円相当）

休

完全週休2日制（シフト制＋年次休暇6日）

日

試用期間

3ヶ月程度

単独診療

6ヶ月程度で開始

単独手術

10ヶ月程度で開始

WEB面接 可
（1次面接のみ）
「困ったときに一番最初に思い出してもらえる動物病院でありた
い」という想いで、東京・神奈川に8病院、台湾に1院を展開するグ
ループ病院です。総勢、獣医師約50名、看護師約70名が在籍。
総合診療医としての強い土台に太い専門性の柱を建て、プリモ動
物病院グループの仲間としてQuality of Animal Life(動物の
生活の質)向上実現のために一緒に頑張りましょう!
連絡先

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）

神奈川県相模原市中央区中央4-14-10
TEL： 042-860-6980
（本社：株式会社JPR）
MAIL：recruit@jprpet.com
今井 巡（日本大学）
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1.5次診療動物病院

新潟県

中部

新潟市

月給：270,000円

新潟県

地域密着型動物病院

上越市

月給：250,000円

募集職種 正社員(無期雇用)

募集職種 正社員
（無期雇用）

従業員数 獣10名、
看26名

従業員数 獣1名、
看3名

勤務時間 8:30〜19:00

勤務時間 9:00〜19:00

固定残業 なし

固定残業 なし

休

休

日 週休2日制
(月平均8日)

日 月5〜7日程度

試用期間 3ヶ月程度

試用期間 3ヶ月程度

単独診療 3〜6ヶ月程度で開始

単独診療 6ヶ月程度で開始

単独手術 6〜12ヶ月程度で開始

単独手術 6ヶ月程度で開始
WEB面接 相談可

CT・MRI腹腔鏡などを備え、高度獣医療にも対応し、脳外科手術を含
む豊富な症例を学ぶことができます。新卒獣医師に対しては卒後3年
までのレジデント教育カリキュラムを設定しています。各種社会保険
を完備しており、有給休暇(法定)、スタッフ用の社宅もあります。病院
見学は交通費を支給しますので、ぜひ見学においでください。
病院紹介ビデオ→https://youtu.be/mrgd1KSuXME

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。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。

草村動物病院

しんぼ犬猫病院

新潟県新潟市中央区女池神明2-3-8
TEL：025-283-1905
MAIL：soumura@rainbow.plala.or.jp
草村 正人（日本獣医生命科学大学・外科学教室）

新潟県上越市藤野新田1309
TEL：025-526-5900
真保 仁（酪農学園大学・獣医第1外科）

長野県

1次診療動物病院

長野市

月給：250,000円
募集職種

正社員（無期雇用）

従業員数

獣3名、
看7名、
トリマー2名、受付1名

勤務時間

9:00〜19:00

固定残業

45時間（61,450円相当）

休

月8.5日

試用期間

3ヶ月

2〜3ヶ月程度

単独手術

2〜3ヶ月程度

日

単独診療

特徴・資格 獣医腫瘍科認定医1種
1次診療を中心に1日平均診療件数70〜80件、年間400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。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。
2021年4月より新病院に移転します。
連絡先

いがらし動物病院

特徴アイコン
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長野県長野市若槻東条551
TEL：026-225-9326 MAIL：info@igarashi-ah.com
五十嵐 宏之（岩手大学・小動物外科学研究室）

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

長野県

1.5次診療動物病院

松本市

中部

月給：300,000円
募集職種

正社員（無期雇用）

従業員数

獣5名、
看10名

勤務時間

8:00〜19:30

固定残業

30時間(47,850円相当)

休

週休2日制(月平均8日)

試用期間

3ヶ月程度

6ヶ月程度で開始

単独手術

3ヶ月程度で開始

日

単独診療

特徴・資格 ▼JAHA認定内科医

▼JAHA認定外科医
WEB面接 可
地域の中核病院です。CT(80列)、MRI(0.4テスラ)を備えた高
度医療の行える環境です。二次診療症例も多く、若い先生が経
験を積むのに最適な施設です。特に画像診断、神経科、眼科に力
を入れています。地方都市で整形外科症例も多数来院します。
多くの方々のご応募お待ちしております。まずは実習にお越しく
ださい。
連絡先

石川犬猫病院

1.5次診療動物病院
月給：310,000円以上

長野県松本市村井町南2-22-14
TEL：0263-58-1226 MAIL：Ishikawa1122@apost.plala.or.jp
石川 一成（日本獣医生命科学大学）

長野県

安曇野市

ワークライフバランス重視動物病院
月給： 400,000円（一般）
350,000円（猫専門）
500,000円（救急）

愛知県

名古屋市

募集職種 正社員
（無期雇用）
従業員数 獣6名、
看11名、
トリマー6名、
受付・その他1名
勤務時間 8:30〜20:00
固定残業 19時間
（33,000円相当）
休

日 週休2日制

試用期間 2ヶ月程度

募集職種 正社員(無期雇用)
従業員数 獣13名、
看15名
勤務時間 9:00〜12:00
（午前3時間）
16:00〜20:00
（午後4時間）
固定残業 なし
休

日 週休2日制
(月平均8日)

単独診療 2ヶ月程度で開始

試用期間 0ヶ月程度

単独手術 6ヶ月程度で開始

単独診療 1ヶ月程度で開始

特徴・資格 ▼獣医腫瘍科認定医2種
WEB面接 可

来院件数1日80〜130件、年間手術数1,000件の病院です。診療は
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。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ています。

単独手術 2ヶ月程度で開始

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、難しい症例や珍しい症例
等、数多く経験できます。診察件数に応じてインセンティブを支給、昼
4時間弱のお昼寝（シエスタ）時間を設けております。県外からの就職
見学者に交通費30,000円支給します。
VECCS米国獣医救急救命学会会員・EVECCSヨーロッパ獣医救急
救命学会会員

リーフ動物病院

こざわ犬猫病院

長野県安曇野市穂高8219-2
TEL：0263-31-3035
MAIL：hakamadagy@aqua.plala.or.jp
袴田 剛（北里大学・病理学研究室）

愛知県名古屋市千種区内山２丁目14‐14
TEL：052-733-3565
MAIL：mail@anicare.net
小澤 賢記（酪農学園大学・小動物内科研究室）
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1次診療動物病院

愛知県

中部

名古屋市

月給：300,000円

安城市

月給：300,000円

募集職種 正社員
（無期雇用）

募集職種 正社員
（無期雇用）

従業員数 獣8名、
看10名
トリマー2名

従業員数 獣7名、
看16名
勤務時間 8:30〜19:30
8:30〜17:30
12:00〜21:00

勤務時間 9:00〜19:30
固定残業 40時間
（50,000円相当）
休

愛知県

専門診療対応動物病院

固定残業 なし

日 週休2日制
（週休3日も可）

休

日 完全週休2日制

試用期間 なし

試用期間 3ヶ月程度

単独診療 3ヶ月程度で開始

単独診療 6ヶ月程度で開始

単独手術 1〜3ヶ月程度で開始

単独手術 12ヶ月程度で開始

特徴・資格 ▼獣医腫瘍科認定医2種

WEB面接 可

WEB面接 可

【求める人物像】
①キャンプやBBQなどアウトドアが好きな方
②「将来こうなりたい！」とビジョンのある方
技術、知識、ホスピタリティを3つの柱に「究極の1.5次病院」を目指し
ています。新型コロナ禍や震災時でも一緒にペットに安心できる環境
を提供できる方、
ご応募お待ちしております。

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。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。交通費と宿泊費の一部を負担します
ので見学にいらしてください。

野並どうぶつ病院

りんごの樹動物病院

愛知県名古屋市天白区野並3丁目484
TEL：052-896-1123
MAIL：info@nonami-ah.com
柴田 裕（北里大学）

愛知県安城市高棚町蛭田52-2
TEL：0566-79-2211
MAIL：recruit@2211.cc
近藤 元紀（日本獣医生命科学大学）

愛知県

1.5次診療動物病院

名古屋市

月給：300,000円以上
募集職種

正社員（無期雇用）

従業員数

獣18名、看25名、
トリマー10名、受付7名、事務9名

勤務時間

8:00〜20:15

固定残業

月22時間（31,500円相当）

休

週休2日制
（月平均8日） 試用期間

日

単独診療

3ヶ月程度で開始

単独手術

3ヶ月程度
4ヶ月程度で開始

特徴・資格 海外獣医関連専門医・認定医取得
WEB面接 可
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、専門分野での対応可能な総合病院です。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負担が少ない
適切な治療方法を提案しています。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。セミナー参加費の全額補助、院内セミナーで研鑽を積
み、人として成長出来る環境が整っています。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。
連絡先

動物医療センター
もりやま犬と猫の病院

特徴アイコン
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愛知県名古屋市守山区深沢2-101
TEL：052-739-1299 MAIL：terrier@terrier.co.jp
淺井 亮太（酪農学園大学・生理学研究室）

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

学術系動物病院

清須市

地域密着型動物病院
月給：280,000円

募集職種 正社員
（無期雇用）

募集職種 正社員
（無期雇用）

従業員数 獣2名、
看3名

従業員数 獣4名、
看13名

勤務時間 9:00〜20:00
固定残業 なし

勤務時間 8:00〜20:00
8:00〜13:00

休

固定残業 なし

日 週休2日制
(月平均8日)

休

試用期間 3ヶ月程度

試用期間 3ヶ月程度

単独手術 6ヶ月程度で開始

単独診療 4ヶ月程度で開始

特徴・資格
▼獣医腫瘍科認定医1・2種
▼海外獣医関連専門医・認定医取得
▼JAHA認定外科医
▼JAHA認定総合臨床医

単独手術 6ヶ月程度で開始

名古屋市近郊の地域密着型の病院です。症例数が多く、ホームドク
ターとしての知識と技術を身につけることができます。また、エキゾ
チックアニマルの症例も多く来院します。
地域密着型のホームドクターとして開院後16年目を迎えました。獣医
師業務としては、予防医療から各種疾病まで多岐にわたります。また
症例数、手術の件数も豊富なため貴重な経験を積むことができると思
います。やる気ある皆様からの連絡を心よりお待ちしております。

水野動物病院

やまぶき動物病院

愛知県清須市春日振形8
TEL：052-400-0805
MAIL：satomizu1020@outlook.jp
水野 累（日本獣医生命科学大学）

愛知県あま市七宝町伊福新家西123
TEL：052-445-2252
MAIL：info@yamabuki-ah.com
鈴木 秀典（酪農学園大学・放射線研究室）

人間関係が良い動物病院
月給：268,000円

あま市

日 週休2日制
(月平均10日)

単独診療 3ヶ月程度で開始

ホームドクターとして地域に密着した獣医療を提供する傍ら、腫瘍科認
定医のもと放射線治療もおこない腫瘍診療に特に力を入れています。
CT設備あり。県外からの紹介来院もあり高い評価をいただいていま
す。社保完備。残業時間に応じた時間外手当支給はもちろん、獣医師個
人の専門分野を持ってもらうように研修への参加を補助します。

愛知県
中部

月給：300,000円

愛知県

愛知県
あま市

https://e-lephant.tv/guide/
募集職種 正社員(無期雇用)
従業員数 獣4名、
看6名
トリマー4名
勤務時間 8:00〜19:30
固定残業 30時間
（47,100円相当）
休

日 週休2日制
（月平均9日）

試用期間 0ヶ月
単独診療 3ヶ月程度で開始
単独手術 2ヶ月程度で開始
WEB面接 可

獣医学生・動物病院勤務
1年目のための新動画サービス！
学生・若手獣医師対象の国家試験過去問解説や
OSCE対策、入社までに必要な社会人知識、獣医
療従事者に必要な基本手技等、手軽に動画で学
ぶことができます！
5分前後のショートムービーが中心なのでさっと
確認できて、今後の勉強や就職後の業務にすぐに
活かせます。

名古屋駅へ車で20分ほどの生活に便利な場所にあります。開院して5年
となりますが、飼い主様にあって良かったと思ってもらえるような地域の
中核病院になるべく成長中です。より良い獣医療を提供するために皆で
成長していくためにも、働く私たち自身も幸せでなければならないと考え
ています。その実現のために会社が提供するものは、
「やりがいのある仕
事」、
「お金」、
「時間」だと考えています。私たちと一緒に成長しませんか？
月1回院内勉強会あり。ぜひ一度見学へいらしてください。

あま動物病院
愛知県あま市本郷花ノ木35
TEL：052-485-5762
MAIL：info@ama-ah.com
関 悠佑（麻布大学）

2021年4月末まで無料で
ご利用できます！

5月以降は月々440円（税込）
〜です。
ぜひお試しください！
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滋賀県

1.5次診療動物病院

近江八幡市

近畿

月給：300,000円
募集職種

正社員（無期雇用）

従業員数

獣6名、
看8名、他5名

勤務時間

9:00〜19:30

固定残業

なし

休

完全週休2日制（年間105日） 試用期間

日

単独診療

1ヶ月程度で開始

単独手術

3ヶ月程度

1ヶ月程度で開始

特徴・資格 ▼JAHA認定総合臨床医

▼JAHA認定外科医

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。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。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！
連絡先

近江八幡動物医療センター
森動物病院
人間関係が良い動物病院

滋賀県近江八幡市上田町1281-13
TEL：0748-37-5222 MAIL：info@mori-ah.net
森 弘志（北里大学・外科研究室）

大阪府
堺市

月給：250,000円

大阪府

1.5次診療動物病院
月給：260,000円

東大阪市・茨木市

募集職種 正社員(無期雇用)
募集職種 正社員(無期雇用)
従業員数 獣2名、
看6名

勤務時間 9:30〜21:00
固定残業 月25時間
（35,000円相当）

勤務時間 8:10〜20:00
9:10〜14:00
固定残業 月20時間
(25,000円相当)
休

従業員数 獣4名、
看13名

日 週休2日制
(月平均9日)

休

日 週休2日制
（月平均10日）

試用期間 なし
単独診療 2ヶ月程度で開始

試用期間 3ヶ月程度

単独手術 6ヶ月程度で開始

単独診療 2ヶ月程度で開始

WEB面接 可

単独手術 6ヶ月程度で開始
WEB面接 相談可

当院のモットーは、笑顔・協力・向上心で、大切にしていることは、動物
や患者様の目線で治療・検査を行っていることです。一般診療・外科手
術・整形外科・循環器・腫瘍・ナーシングに力をいれており、外来数は多
く、様々な症例に出会い、検査・治療ができると思います。 定期的に講
師を招いてスタッフ教育も実施しており、オーナー様への対応やス
タッフ間のコミュニケーションを重視しています。

アウル動物病院

ぱんだ動物病院/春日丘動物病院

大阪府堺市東区高松366-3
TEL：072-294-6048
MAIL：owl.ah.201011@gmail.com
前田 賢（大阪府立大学・病理学講座）

大阪府東大阪市菱江1-1-31
TEL：072-962-7711
MAIL：panda-ah@grace.ocn.ne.jp
室田 晋吾（山口大学・解剖）

特徴アイコン

22

犬猫を中心にうさぎ、ハリネズミなどのエキゾチック動物の来院も多
く、手術件数1日1〜3症例、耳科診療多数とさまざまな症例を経験で
きます。先輩獣医師のアドバイスやフォローを受けながら、臨床力を伸
ばしていただける環境です。グループ病院として「春日丘動物病院」、
2021年5月開院の0.5次診療専門「はるのひ動物病院」もございま
す。詳しくはお問合せください。

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

1次診療動物病院

箕面市

1次診療動物病院
月給：230,000円以上

募集職種 正社員
（無期雇用）

募集職種 正社員
（無期雇用）

従業員数 獣2名、
看6名

従業員数 獣4名、
看7名

勤務時間 8:30〜19:30

勤務時間 9:00〜18:00
(火〜土：2〜3時間程度
残業あり)

固定残業 なし
休

日 週休2日制
(月平均10日)

休

単独診療 6ヶ月程度で開始

日 完全週休2日制
（年間105日）

試用期間 6ヶ月

単独手術 6ヶ月程度で開始

単独診療 3ヶ月

特徴・資格 ▼獣医腫瘍科認定医1種

単独手術 6ヶ月

1次診療病院ですが、腫瘍患者も多く来ていただいています。チーム
医療を行い、それぞれが何らかの役割を担い、仕事にやりがいと充実
感を持って働いています。温かみのある働きやすい環境だと思いま
す。腫瘍に興味のある方、歓迎します。認定医の丁寧な指導が受けら
れます。

開院40年を超える地域に根付いた動物病院です。診察件数が多く、短
期間で沢山の症例を経験することができます。手術も3年間で避妊、
去勢、乳腺腫瘍などひと通りのことができるようになります。活気のあ
るにぎやかな職場です。興味をもった方は気軽にお電話ください。社
会保険完備。勉強会への参加、資格取得も会社負担でサポート。臨床
獣医師として確かな実力をつけたい方、ご応募をお待ちしています。
総支給額30万円（諸手当含む）

山本動物病院

福井獣医科病院

大阪府箕面市桜井1-22-24-1F
TEL：072-725-1818
MAIL：yamamoto.animal.hospital@gmail.com
山本 充哉（日本獣医生命科学大学・病院研究室）

大阪府東大阪市永和2-20-25
TEL：06-6721-2590
MAIL：fukui̲vet̲hospital2590@yahoo.co.jp
福井 博崇（麻布大学・解剖学第2研究室）

月給：289,000円

兵庫県
神戸市

地域密着型動物病院
月給：280,000円

募集職種 正社員(無期雇用)

募集職種 正社員
（無期雇用）

従業員数 獣2名、
看4名

従業員数 獣2名、
看5名、
受付・その他2名

勤務時間 8:30〜19:00
8:30〜16:00
固定残業 月46時間
（69,000円相当）
休

東大阪市

固定残業 なし

試用期間 3ヶ月程度

地域密着型動物病院

大阪府

近畿

月給：240,000円

大阪府

日 週休2日制
(月平均8日)

試用期間 3ヶ月程度

固定残業 月33時間
(50,000円相当)
休

日 週休2日制
(月平均9日)

試用期間 3ヶ月程度

単独手術 6ヶ月程度で開始

単独診療 3ヶ月程度で開始

JAHA・NAHAを中心とした様々なセミナーに参加し、毎週金曜
日の 夜に他 院 の 先 生 方と 勉 強 会 を 行 い 、幅 広 い 病 気 につ いて
evidence-based medicine(根拠に基づく医療)の理念の元、広く
知識の集積を行うとともに、スタッフ間での教育、情報共有に努め
ています。また様々なキャリア形成を応援し、多様なワークライフバ
ランスに対応できるよう努め、女性獣医師も長く勤務できるよう環
境を整えています（産休実績あり）。

加東市

勤務時間 8:30〜20:00

単独診療 3〜6ヶ月程度で開始
特徴・資格 国内医歯薬大学院
博士課程修了

兵庫県

単独手術 6ヶ月程度で開始

地域に愛される病院を目指して頑張っています！診療経験がなくても、
スタッフみんなでサポートし、共に学びながら成長できる環境を心が
けています。様々な症例が来るため、ジェネラリストとして成長でき、
いろんな経験ができます。2020年10月に病院が移転し、
ピカピカの
病院で一緒に仕事してみませんか？

ラポール動物病院

アリス動物病院

兵庫県神戸市東灘区御影中町7-6-18 For Life 御影1F
TEL：078-822-3770
MAIL：koba84̲0816@hotmail.com
古林 直人（日本大学・獣医病理学研究室）

兵庫県加東市喜田1丁目8-1
TEL：0795-43-0203
MAIL：alice-y@basil.ocn.ne.jp
山下 和孝（鹿児島大学・家畜微生物学研究室）
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近 畿・四 国

地域密着型動物病院
月給：280,000円以上

奈良県
磯城郡

地域密着型動物病院
月給：280,000円

募集職種 正社員(無期雇用)

募集職種 正社員(無期雇用)

従業員数 獣2名、
看4名

従業員数 獣1名、
看5名

勤務時間 8:40〜20:00

勤務時間 8:30〜19:30

固定残業 なし

固定残業 月44時間
(50,000円相当)

休

日 週休2.5日
(月平均10日)

休

試用期間 3ヶ月程度

単独診療 1ヶ月程度で開始

単独診療 3ヶ月程度で開始

単独手術 1ヶ月程度で開始

単独手術 5ヶ月程度で開始

WEB面接 可

特徴・資格
▼JAHA認定外科医
▼JAHA認定総合臨床医

地域のホームドクターとして、インフォームドコンセントを重視した分かり
やすく丁寧な診察を心掛けています。一般診療に加え、外科認定医による
整形外科疾患の診療・手術に力をいれています。

あかさか犬と猫の病院

ルドルフどうぶつ病院

奈良県磯城郡田原本町千代176-1
TEL：0744-47-3664
赤坂 武志（北里大学・繁殖研究室）

徳島県徳島市北佐古一番町4−17
TEL：088-679-8930
MAIL：info@rudolf-ac.jp
田處 俊之（北里大学・小動物第一外科学研究室）

人間関係が良い動物病院

香川県
高松市

月給：265,000円

専門診療対応動物病院
月給：320,000円

募集職種 正社員(無期雇用)

募集職種 正社員
（無期雇用）

従業員数 獣8名、
看13名、
その他11名

従業員数 獣2名、
看2名

勤務時間 9:30〜19:00
（月〜土）
8:45〜12:00
（日）

勤務時間 9:00〜19:00
9:00〜17:00

固定残業 月40時間
（75,000円相当）

固定残業 なし

休

日 月8日程度

試用期間 3ヶ月

休

愛媛県
松山市

日 週休2日制
(月平均8日)

単独診療 1ヶ月程度で開始

試用期間 3ヶ月程度

単独手術 3ヶ月程度で開始

単独診療 3ヶ月程度で開始

特徴・資格
▼獣医腫瘍科認定医2種
▼動物循環器認定医

徳島市

日 週休2日(月平均8日)

試用期間 0ヶ月程度

2018年に開院したまだ新しい病院ですが、様々な症例を経験できま
すし、手術件数も多いです。新卒の方も積極的に診療や手術に参加し
ていただけます。専門性を身に付けたい方、興味のある分野がある方
は習得できるように応援します。社会保険完備、週休2.5で有給も含
め、休みはしっかり取れます。時間外手当も支給してます。

徳島県

単独手術 6ヶ月程度で開始
WEB面接 可

WEB面接 可

スタッフ同士和気あいあいと日々の診療に取り組んでいます。飼い主
様に寄り添い、大切な家族の一員に優しい医療を心がけています。紹
介症例も多く、外科・内科、幅広い分野に力を入れています。定期的に
レクリエーションをしてリフレッシュしながら親睦を深めています。1年
目や若手の方も積極的に診察や手術に参加できるような環境づくりを
しています。見学や実習は随時受け付けています。

すざき動物病院

ブルーバード動物病院

香川県高松市香川町川東下1300-1
TEL：087-879-1122
MAIL：suzakiah@gmail.com
須崎 信茂（日本大学）

愛媛県松山市空港通2丁目9-43
TEL：089-989-7355
MAIL：bluebirdvetclinic@gmail.com
菅野 陽介（宮崎大学・外科学講座、薬理学講座）

特徴アイコン
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動物眼科診療及び鳥類診療に注力しており、専門性が高く完全予約制
の診療展開をしています。技術や知識の習得への指導、セミナーへの
積極的な参加を勧めます。当院の理想や理念を理解していただき、積
極的な努力をしていただけるのであれば経験の有無は問いません。女
性スタッフが中心の職場で、産後や育児中であってもパートタイムの
シフトや休日を相談して働いていただくことも可能です。

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

1.5次診療動物病院

佐賀県

学術系動物病院

田川市

唐津市

月給：260,000円

募集職種 正社員(無期雇用)

募集職種 正社員(無期雇用)

従業員数 獣3名、
看8名

従業員数 獣4名、
看6名

九州

月給：265,000円

福岡県

勤務時間 8:30〜19:00

勤務時間 8:30〜18:00
固定残業 なし

固定残業 月10時間
(20,000円相当)

休

休

日 週休2日制
(月平均10日)

日 週休2日制
(月平均8日)

試用期間 3ヶ月程度

試用期間 3ヶ月程度

単独診療 1ヶ月程度で開始

単独診療 6ヶ月程度で開始

単独手術 3ヶ月程度で開始

単独手術 1ヶ月程度で開始
特徴・資格
▼獣医腫瘍科認定医2種
▼日本獣医皮膚科学会・認定医

特徴・資格
▼JAHA認定総合臨床医
▼歯科レベルⅠ〜Ⅲ講義・実習終了

症例数・症例の質ともに充実しており、重度な症例も数多く来院し、臨
床経験を積むには恵まれた環境にあります。基本的には1次診療病院
ですが、科目によっては2次診療も行っています。多くの学会に所属
し、それぞれが得意科目を持ち診療にあたっています。興味のある分
野を勉強したい場合は、科目、状況により勉強できる環境です。長期間
勤務できる方、やる気のある方は一緒に働きましょう

当院は予防医療から救急医療、様々な外科手術までひとつの病院で
できることを限界まで追求した総合医療を目指しています。さらに獣
医師向けの最新の書籍や教材(DVD)なども豊富に取り揃えており、
日常の臨床経験とあわせて学べる環境が充実しています。
（詳細は当
院ホームページ参照）

たがわ動物クリニック

古川動物病院

福岡県田川市糒699
TEL：0947-44-8600
MAIL：tagawavetclinic@gmail.com
岡部 雅子（山口大学）

佐賀県唐津市朝日町961-1
TEL：0955-73-4330
MAIL：umebou@fancy.ocn.ne.jp
古川 彰宏（鹿児島大学・外科研究室）

熊本県

1.5次診療動物病院

菊池郡

月給：280,000円
募集職種

正社員（無期雇用）

従業員数

獣6名、
看8名、他6名

勤務時間

9:00〜19:00

固定残業

月30時間（30,000円相当）

休

日

完全週休2日制（平日1日＋日曜日）

試用期間

3〜6ヶ月程度

単独手術

3ヶ月程度で開始

単独診療

1〜3ヶ月程度で開始

特徴・資格 獣医内視鏡外科手術・技術認定レベルⅠ
WEB面接 可
16列マルチスライスCT検査機器を導入しており、周囲病院か
ら多数の患者様のご紹介を頂いております。院内新人研修や外
部のセミナー研修も充実し、丁寧な指導の元、レベルアップを図
れます。動物医療に携わる者として腕を磨きたいと思っている
方には、とてもやりがいのある職場だと思います。社保完備。退
職金制度あります！専門医による診察、手術あり
連絡先

大津動物クリニック

熊本県菊池郡大津町室３１７-１
TEL：096-293-5654 MAIL：fujishin0812@yahoo.co.jp
藤本 晋輔（日本獣医生命科学大学）
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■入学・卒業年月早見表（6年制）
獣医学生向け、6年制の入学・卒業年月早見表です。
早生まれ（1月1日〜4月1日生）の場合は1年前（1段下）を参照してください。
西暦
小学校

中学校

卒業

卒業

入学

卒業

入学

1998年

2011年

2014年

2014年

2017年

2017年

2023年

1997年

2010年

2013年

2013年

2016年

2016年

2022年

1996年

2009年

2012年

2012年

2015年

2015年

2021年

小学校

中学校

卒業

卒業

入学

卒業

入学

平成10年

平成23年

平成26年

平成26年

平成29年

平成29年

令和5年

平成9年

平成22年

平成25年

平成25年

平成28年

平成28年

令和4年

平成8年

平成21年

平成24年

平成24年

平成27年

平成27年

令和3年

生年

高等学校

大学
卒業（6年制）

和暦
生年

高等学校

大学
卒業（6年制）
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弊社では、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。
万が一、実際の勤務状況が求人広告の掲載事項と異なっていた場合には、下記メールまでご連絡ください。
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。
Hippo-Works求人相談窓口：
info@hippos.co.jp

o
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Hippo-Work

Hippo-Works Onlineは、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

オンライン就活を味方につける！

動画で
わかる！ トラブル対応法＆
コミュニケーションの注意点
新型コロナウイルスの影響により、
『就活のオンライン化』が急速に進んでいます。一見難しそうに感
じるオンライン就活も、特性を知れば「味方」にだってできます。
動物病院ヒューマンスキル育成コンサルタントの田中理咲先生による動画講義で、オンライン就活の
ポイントを確認してみましょう。

オンライン就活を味方につける ❶トラブル対応

❶

❷コミュニケーションの注意点

❷
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