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特集①

過去問解説を
大紹介！
MOVIE

獣医師国家試験がいよいよ迫ってきています。
毎年どの項目が重点的に出るか傾向はありますが、年越しの今からが大詰め！
昨年度の試験より問題をピックアップし、解答方法と応用ポイントを動画でご紹介しています！
現役の大学教員の講義を見られるのはここだけです。閲覧方法はP.4をチェック♪
解答はHippo-WorksのInstagramで紹介しています。

◀◀◀

出典：農林水産省 第72回獣医師国家試験
（令和2年度）
より問題文を抜粋
https://www.maﬀ.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/shiken/shiken.html

1.

生理学

に関する問題①

左心室の駆出期に関する
記述として正しいのはどれか。
解説者：合屋征二郎先生（日本大学）
［学説（A）問14］

１. 心室圧が最大になる。 ……………
２. 第Ⅱ音が聞こえる。 ………………
３. 大動脈弁は閉鎖している。 ………
４. 心電図のP波が観察される。 ……
５. 心室の容積が最大になる。 ………

□
□
□
□
□

解説Point！
心臓の機能を語るうえで外せない圧容量曲線
解析。
これを理解すれば心機能に関する問題は
すべて解けてしまうかもしれません。心電図と心
臓の模式図を並べて経時的な動きを見ながら
読み解き方を学べます。
さらに心音と心電図の
関係も解説しています。
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2.

生理学

に関する問題②

１. a, b …………………………

a 大動脈弁逆流症

駆出性雑音を生じる
心疾患はどれか。
解説者：合屋征二郎先生（日本大学）
［学説（A）問68］

２. a, e …………………………

b 僧帽弁逆流症

３. b, c …………………………

c 心室中隔欠損症

４. c, d …………………………

d 肺動脈狭窄症

５. d, e …………………………

e 大動脈狭窄症

□
□
□
□
□

解説Point！
心雑音の性質や鑑別診断がいかに挙げられる
かが重要となる問題です。心音の鳴る仕組みと
雑音のタイプを理解し、聞こえる音によってある
程度の鑑別が可能になります。本動画では超音
波検査で実際にどのように見えるのかも解説し
ています。

3.

微生物学 に関する問題

アルファコロナウイルス属に
分類されるウイルスはどれか。
解説者：今西市朗先生（北里大学）
［学説（A）問46］

□
□
新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）□
豚血球凝集性脳脊髄炎ウイルス …… □
鶏伝染性気管支炎ウイルス ………… □

１. 牛コロナウイルス ……………………
２. 豚伝染性胃腸炎ウイルス ……………
３.
４.
５.

解説Point！
コロナウイルスによる症状は、呼吸器症状、消化器症状、
あるいはその両方の大きく３つに分けることが
できます。
また、
病気を引き起こすコロナウイルスのタイプは感染する動物種によってある程度分けること
ができます。
これらの特徴から回答を導く方法を解説しています。

ホームページではまだまだたくさんの過去問解説を用意しています。
Hippo-Works編集部はみなさんの合格を応援しています！
動画を見るには？

初めての人は初月無料

１． EDUONE Pass( https://eduone.jp/ )に無料会員登録。
（カテゴリーを学生にする、クレジットカードを登録する）
２． VETS Guide( https://e-lephant.tv/guide/ )の任意の動画ページにて
【アカデミックプラン 440円】
をカートに入れる
試験対策動画以外にも1年目の獣医師に必要な基礎手技や講義動画を毎月440円（税込）で
見ることが出来ます。就職までに予習をして周りと差をつけよう！ぜひご覧ください。
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4.

内科学

に関する問題

短頭種気道症候群に
関する記述として
誤っているのはどれか。
解説者：藤本鉄兵先生（日本大学）

１. 呼気性の呼吸困難である。 ………………………… □
２. 非心原性肺水腫を合併することがある。…………… □
３. 症状は外気温が高いと悪化する。 ………………… □

４. 喉頭の浮腫に対しコルチコステロイドを投与する。 …… □

５. 嘔吐などの消化器症状を併発することが多い。…… □

［学説（B）問50］

解説Point！
短頭種気道症候群は特有の解剖学的異常に
よって生じることを理解しているかが重要。写真
や動画を交えながら、気道が閉塞する仕組みを
解説していますので、
なぜ呼吸がしづらくなるの
か理解を深めることができます。

5.

外科

に関する問題

犬の離断性骨軟骨症に
関する記述として
最も適切なのはどれか。
解説者：鞆裕磨先生（日本大学）

１. 高齢で発生が多い。 ………………………………… □
２. 手根関節で発生が多い。 …………………………… □
３. 軟骨内骨化の障害が認められる。 ………………… □
４. 単純X線検査では診断できない。…………………… □

５. 手術による関節固定が治療の第一選択である。…… □

［学説（B）問63］

解説Point！
離断性骨軟骨症の発生機序と疫学といった国
家試験に必要な知識だけでなく、
各関節部位の
レントゲン画像とそれらの読影のポイントなど卒
後の臨床に活かせる情報も盛りだくさんです。

（12/13UP予定）

参加費用

特別応援セミナー配信！
！
これさえ見れば怖くない！
？試験を受ける6年生へ届け！特別応援配信を開催。
○ステージ別2ヶ月間での勉強方法 ○先輩獣医師たちに聞いた勉強方法や体験談

無料

クーポン

○あまり大声では言えない裏技たち ○当日や前日の注意点 ○合屋先生からのスペシャルメッセージ

配信期間

12月20日 〜12月26日

2021年

Hippo-Works限定無料クーポンコード

hw1000va

詳細はQRコードより、ご確認ください！
！
URL:https://academy.eduone.jp/seminar/detail/10016/
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特集② 獣医師インタビュー

現場で活躍する獣医師に
Interviewee：新実

誠矢 先生

（麻布大学 附属動物病院循環器科）

日本獣医循環器学会認定医

獣医師を目指したきっかけを教えてください。
１つは生き物全般が好きだったので、理学や生物学に進んでも良いかなって思っていたこと。もう１つは医学関係も面白そ
うだなと思っていたことです。単純にその２つを混ぜたら獣医師だ！となりました。子どもの頃は、生物ドキュメンタリー番組
が好きでケーブルテレビとかで見て、いろいろと夢を抱いていました。あと小学2年生頃からラブラドール・レトリーバーを飼っ
ていました。今でもまた大型犬を飼いたいんですが、猫も好きで今は雑種猫（アビィー 8歳）を飼っています。

就職先は、どのようにして決めたのか教えてください。
麻布大学を卒業後、出身である愛知県に戻って名古屋の茶屋ヶ坂動物病院に就職しました。大学では、藤井洋子先生の
授業がものすごく面白くて、もっと心臓を勉強したい、得意になりたいなと思っていて、勉強していくなかで学会の存在や内容
を知っていき、大学5年生のときに日本獣医循環器学会の年次大会に参加してみたんです。
そこで茶屋ヶ坂動物病院が、院長先生だけでなく勤務医の先生も多数発表をしているのを見ました。心臓外科ばかりで
『これはとてもすごい！』と大変魅力を感じました。
今でもよく覚えていますがその後、関東でのチャリティーセミナーで藤井先生が講義をするときに、当時の院長先生（金本
勇先生）が座長としていらっしゃっていたんです。今がチャンスだと思って「いま麻布大学の5年生です、先生のところに実習
に行かせてもらいたいです」とお願いしたら院長先生が「どうぞどうぞ」と言ってくださって本当に嬉しかったのを覚えてい
ます。ですが、僕が所属していたのは臨床系の研究室ではなく、動物行動管理学の研究室だったんです。心臓外科をバリバ
リしているところへいきなり方向転換をして、果たしてやっていけるのかなという不安はありました。けれど院長先生は「やる
気があるなら来なさい」と言ってくれました。
茶屋ヶ坂動物病院に勤務してみたら心臓に詳しい先生たちばかりで。心臓の話題にどっぷり漬かりたいな、という同じよ
うな思いの先生方が集まっていたのですごく刺激になりましたね。心臓病のほかにも、一般内科や外科、飼い主さんへの接
し方など本当にいろいろなことを勉強させてもらいました。

就職してみて大変だったことはありましたか？
心臓外科はチームで動くんですけど病院の雰囲気は部活のような感じで（笑）、手術する時も皆で試合するぞっていうイ
メージでした。病院の横のボロマンションに住み、寮のような感じで過ごしていましたし、すごくスタッフ仲がよくて昼も夜もみ
んなでごはんを一緒に食べていました。大変でしたが、オンオフの切り替えがしっかりできていたと感じています。
診療が終わったら病院に居残って勉強するんですけど、院長先生をはじめ先輩方が本当に勉強熱心で、夜中まで電気もエ
アコンもガンガン使わせてもらいながらみんな勉強していました（笑）。学会で発表させてもらう機会もありとてもありがた
い環境でした。本当に居心地が良く、勉強や仕事に熱中できる病院でしたね。楽しすぎて5年働きました。
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なるためのヒン
ト

大学で働くことになったのはどうしてでしょうか？
茶屋ヶ坂動物病院である程度のことができるようになってきたので、ほかの施設でも勉強したいなと感じ、大学病院に興
味を持つようになりました。就職後4年目から岐阜大学の麻酔科へ1年間通い、5年目からは麻布大学の循環器科に通いはじ
めたんです。名古屋から（笑）。自分の休みを大学での研修にあてることになるので、それを覚悟して入りました。
そうやって次のステップをどうしようかなと考えていたところ麻布大学の循環器科の特任教員にならないかというお話をい
ただきました。ジェネラリストからスペシャリストへ、というと聞こえが良いですが、専門診療になることには少しだけ不安は
ありました。でもまだ将来を漠然と考えていたので、ここでも『面白そうだし行くか！』と決心しました。
自分のこれまでの経歴を振り返ってみると、ここまで頑張れた理由は、一緒に働いている人たちにとても恵まれていたこと
にありますね。体力的にはきつかったかもしれないけど、獣医療以外のことで精神的にしんどいことや辛い思いもせず、僕が
ここまでこられたのは周りの人たちのおかげです。たくさんの良い人たちに恵まれて本当によかったなと思っています。

気になる業界ニュースはありますか？
動物看護師が一生続けていける仕事になってほしいなと思うので、動物看護師の国家資格化の意義はすごく大きいです
ね。男性の動物看護師が家庭をもっても養えるような待遇にならないと。現に優秀な女性の看護師さんでもそういう悩みを
抱える人はいますしね。それが国家資格になって動物看護師さんのできることが増えて、一生続けていけるものに変わってほ
しいと思います。

今後、目標や目指すものについては変わってきていますか？
最近の若い先生は学会に入ったり、プラスアルファで認定医をとろうとしたりする人が増えていますよね。社会人大学院生
になって博士号をとろうとか、目標を明確にしている人も多くてすごいなと感じます。僕は心臓のことを今後も活かしてきたい
と思っていますが、具体的な将来の目標はまだ漠然としています。あとは海外への留学も興味ありますね。
『海外の獣医
療ってどうなんだろう？』って。
僕は、
『単純に心臓を勉強することが好き』というのが1つ。あと１つは『仕事をすることが好き』なので、
できることを増や
して助けられる動物がもっと増えていけば最高だと思っています。困って来院している飼い主さんに自分が勉強してきたもの
や磨いてきたスキルを提供して、喜んでもらえるだけで本当に感無量です。
あとは、日本の獣医療を変えたい！……なんていうのは言い過ぎですが、獣医師と動物看護師の働きやすさを変えていく
力になれたらな、とは思います。せっかく動物病院に就職したのに辞めてしまったり、業界から離れてしまったりすることも耳
にします。大変なことはもちろんどの職業にもありますが、ワークライフバランスが良くなって働きやすくなるような世の中に
なってほしいと思いますし、なにか力になれたら良いなと考えています。まだ学生さんで、漠然と将来を考えている皆さん、こ
れからでも良いので少しずつ将来のことを考えてみてはいかがでしょうか？僕からは以上です！！
新実先生、ありがとうございました。
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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。
※分院がある場合、従業員数は合計人数を表記している場合がございます。

北 海 道・東 北

1.5次診療動物病院

北海道
札幌市

月給：250,000円

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13名、
看15名、
受付・その他11名

従業員数 獣1名、
看8名、
受付2名

勤務時間 8:45〜18:15
9:30〜19:30
8:30〜19:30

大崎市

固定残業 なし
休

休

試用期間 3ヶ月

日 週休2日制
(月平均9日)

日 週休2日制
(月平均8日)

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 3ヶ月程度で開始

単独手術 10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

小動物の診療をメインに再生医療、がん免疫療法、高濃度ビタミンC
療法、点滴療法等に力を入れています。年間手術数1000件以上、繁
忙期は外来件数1日100件以上、鍼灸や漢方等の東洋医学を取り入
れ、様々な症例を経験できます。セミナーや学会参加の補助を行い、
興味のある分野や得意分野を伸ばせます。動物たちの心と体のケア
を行い、地域に貢献できる動物病院を目指しています。

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。

中の道動物病院

あろう動物病院

北海道札幌市東区北十七条東七丁目2-22
TEL：011-722-3456
MAIL：hipc@outlook.jp
中川 洋治（日本大学）

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

勤務時間 9:00〜19:00
9:00〜13:00

固定残業 月25時間
(40,000円相当)

試用期間 3ヶ月
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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

月給：267,000円

宮城県
仙台市

地域密着型動物病院
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4名、
看8名、
受付・その他1名

従業員数 獣1名、
看7名

固定残業 月16時間
(21,000円相当)

固定残業 なし
休

日 週休1日制
(月平均7日)

日 週休2日制
(月平均8日)

試用期間 3ヶ月

試用期間 3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 3ヶ月程度で開始

単独手術 3ヶ月程度で開始

予約診療をメインに行い、1頭1頭じっくり向き合った診察を行ってい
ます。動物、飼い主の方、さらにはチームスタッフとのコミュニケー
ションを大切にしています。それを支援するためのキャリアプラン研
修や人事評価制度の見える化も実践しており、長期勤務が可能な環
境を整えています。将来独立したい場合も資金面のサポートも可能。
ぜひ共に成長し、動物と人の幸せに貢献しましょう！

地域密着型の動物病院です。来院数手術数ともにかなり多いですが、
常に患者様の希望に出来るだけ沿うことが出来るよう心掛けておりま
す。単なる寄せ集めに過ぎない知識を応用の効く知恵に変えられるこ
とを座右にしております。こんな病院で一緒に働いてみませんか？直
接お電話での問合わせも可能です。

森のいぬねこ病院

さくらぎ動物病院

宮城県仙台市青葉区川平4-3-25
TEL：022-725-8374
MAIL：info@morinoinuneko.com
西原 克明（帯広畜産大学・内科学研究室）

山形県米沢市桜木町1-41-3
TEL：0238-24-7223
MAIL：sakuragivhp@leaf.ocn.ne.jp
中村 健司（北里大学・獣医臨床繫殖学研究室）

専門診療対応動物病院
月給：260,000円

栃木県

宇都宮市

地域密着型動物病院
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5名、
看6名

従業員数 獣2名、
看4名、
受付・その他2名

勤務時間 9:00〜19:00
10:00〜19:00
固定残業 なし
休

米沢市

勤務時間 8:00〜17:00
11:00〜20:00

勤務時間 9:30〜19:30

休

山形県

東 北・関 東

1.5次診療動物病院

日 週休2日(隔週)
(月平均8日)

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

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
ますし、もちろん、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！

栃木県
栃木市

勤務時間 8:30〜20:00
7:30〜19:00
固定残業 月45時間
(60,000円相当)
休

日 週休2日制
(月平均8日)

試用期間 6ヶ月
単独診療 2ヶ月
単独手術 3ヶ月
WEB面接 可

北関東地方都市の1次病院です。職場は穏やかな雰囲気の中、内科外科
など多くの症例を経験することができます。定期的に専門医を招致して
おり、診察・治療を間近で学べます。各分野の院内セミナーもあり、日々
進歩する獣医学のアップデートをおこなっています。明るく楽しい臨床に
携わりたい方、待ってます。引越し費用補助、住宅手当1ヶ月30,000円

アンドレ動物病院

あおぞら動物病院

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）

栃木県栃木市平柳町1-42-1
TEL：0282-20-2003
MAIL：kyokusin@cc9.ne.jp
青木 敏宏（日本獣医生命科学大学）
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1.5次診療動物病院

群馬県

関東

前橋市

月給：270,000円

月給：280,000円

募集職種 正社員
（無期雇用）

募集職種 正社員

従業員数 獣4名、
看6名、
受付・その他1名、
トリマー4名

従業員数 獣4名、
看7名、
トリマー3名、
クリーニングスタッフ1名、
その他1名

勤務時間 9:00〜19:00

さいたま市

勤務時間 8:00〜18:30

固定残業 月7時間
(12,000円相当)
休

埼玉県

1次診療動物病院

固定残業 月34時間30分
(56,000円相当)

日 週休2日制

休

試用期間 3ヶ月

日 週休2日制
(月平均8日))

単独診療 3ヶ月程度で開始

試用期間 3ヶ月

単独手術 6ヶ月程度で開始

単独診療 3ヶ月程度で開始

特徴・資格 ▼国内獣医系大学院
博士課程修了

単独手術 6ヶ月程度で開始
WEB面接 可

WEB面接 可

それぞれの能力・適性に応じたサポートを実施いたします。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。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！
！

1日の診察件数は30-40件前後、犬、猫以外も診察します。2次診
療、循環器専門医、画像診断専門医、夜間救急病院との連携も整って
います。ベテラン獣医師がサポートしますのでまずは一度面接に来て
病院の雰囲気を感じてください！女性スタッフも活躍中。時短勤務も
可能ですので、ご相談ください！セミナー・研修への出席費用全額補
助、賞与あり、退職金制度あり
（中退共）、社会保険完備。

桑原動物病院

七里動物病院

群馬県前橋市六供町1丁目8-3
TEL：027-221-6696
MAIL：maebashi-amc1101@kuwabara-ah.jp
桑原 孝幸（日本獣医生命科学大学・獣医放射線学研究室）

埼玉県さいたま市見沼区東門前17-9
TEL：048-687-2490
MAIL：nanasatoah@yahoo.co.jp
中村 悟（日本大学・公衆衛生学研究室）

夜間対応動物病院

埼玉県
熊谷市

月給：350,000円

人間関係が良い動物病院
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3名、
看4名

従業員数 獣5名、
看9名、
受付・その他1名

勤務時間 19:00〜3:00
21:00〜5:00
固定残業 月20時間
(130,000円相当)
休

日 週休2日制
(月平均13日)

富士見市

勤務時間 8:30〜19:00
8:30〜17:00
固定残業 月44時間
（69,500円相当）
休

日 週休2日制
(月平均8日)

試用期間 3ヶ月

試用期間 1ヶ月

単独診療 6ヶ月程度で開始

単独診療 3ヶ月程度で開始

単独手術 6ヶ月程度で開始

埼玉県

単独手術 5ヶ月程度で開始
特徴・資格 ▼歯科レベルⅠ
・
Ⅱ講義・
実習終了
WEB面接 可

夜間救急病院には緊急疾患を抱えたペットたちが多く来院します。正
確で適切な対応をするためにはチームワークがとても重要です。獣
医療の知識や技術だけでなく、飼主様に対し親身に寄り添うことがで
きる方、一緒に働くスタッフと円滑にコミュニケーションをとれる方を
求めます。長期勤務優遇・短期勤務歓迎。
【 必須】自動車または自動二
輪運転免許等（自動車・バイク等で通勤いただける方）

熊谷夜間救急動物病院

みずほ台動物病院

埼玉県熊谷市上之3988-7
TEL：050-8880-1616
MAIL：info@kumagaya-er.com
落合 幸介（日本獣医生命科学大学）

埼玉県富士見市西みずほ台1-21-5
TEL：049-255-1122 MAIL：mizuhodai̲vt@hotmail.com
早坂 惇郎（東京農工大学農学部附属国際家畜感染症防疫研究

特徴アイコン
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東京大学動物医療センター外科系研修医を修了した獣医師が、犬猫は
もちろん、ウサギ、モルモット、チンチラ、ハムスター、爬虫類などの手
術指導も積極的に行っております（2021年度手術実績：260件中エ
キゾ53件）。資格取得や技術向上を積極的にサポートしており、2次診
療機関への研修と外部セミナーにも参加しています。各種社会保険完
備、退職金あり、健康診断費補助、セミナー参加費補助。

教育センター 大学院所属/北里大学・伝染病研究室）

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

埼玉県

1次診療動物病院

募集職種

正社員
（無期雇用）

勤務時間

8:00〜19:00

休

月10日(シフト制)または完全週休2日制(月・木)

日

従業員数

固定残業

試用期間

3ヶ月

単独手術

単独診療

5〜8ヶ月
（能力次第）

関東

三郷市

月給：280,000円以上

獣4名、
看10名

月20時間(30,000円相当)
3〜6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）

ライフワークバランスを重視している病院です。
年間120日以上のお休みがあるので、プライベートも充実！
隔週火曜日には超音波診断の外部講師を招きスキルアップに努
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。
あなたのやる気を応援します! お気軽に見学または実習にお越し
ください。
連絡先

くみ動物病院
専門診療対応動物病院
月給：280,000円

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
船橋市

地域密着型動物病院
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9名、
看12名、
受付・その他2名

従業員数 獣2名、
看4名、
受付・その他3名

勤務時間 8:00〜18:00
8:00〜12:00

勤務時間 8:30〜19:00

固定残業 月20時間
(36,070円相当)
休

日 週休2.5日制
(月平均11日)

試用期間 6ヶ月
単独診療 2ヶ月程度で開始
単独手術 4ヶ月程度で開始

千葉県

木更津市

固定残業 月35時間
(45,000円相当)
休

日 週休2日制
(月平均8日)

試用期間 3ヶ月
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
WEB面接 可

働きやすい環境づくりのため週休2.5日制をとっています。症例数が
多く、様々な臨床経験や、眼科や整形外科などの専門的な経験を積ん
でいくことも可能です。研修セミナーへの参加は全額負担しますの
で、興味のある分野を安心して学び続けることができます。新しい知
識や技術の修得に積極的に取り組んでいく
「向上心のある」
「貪欲な」
人を歓迎します。見学、実習などお気軽にご連絡ください。

インフォームドコンセントを大切にし、動物のことを最優先に考え診
療しています。スタッフも仲が良く働きやすい職場です。研修・セミ
ナー参加の補助はもちろん、院内セミナーも実施しており、個々に
合った成長をサポートしていきます。各種社会保険完備。プライベー
トを大切にするため、有給休暇の取得にも力を入れています。
動物にとってより良い病院を一緒に作っていきましょう。

かつまペットクリニック

木更津みき動物病院

千葉県船橋市高根台7-26-24
TEL：047-469-1877
MAIL：kanji.ishibashi̲kpc@outlook.jp
勝間 健次（日本大学）

千葉県木更津市太田2-12-10
TEL：0438-40-5960
MAIL：sampei@km-ac.com
木村 拓（日本獣医生命科学大学・臨床繁殖学研究室）
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千葉県

1.5次診療動物病院

関東

千葉市・東金市

月給：289,000円
募集職種

正社員
（無期雇用）

従業員数

獣15名、
看23名、
受付・その他25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

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）

1.5次診療動物病院

千葉県

習志野市

月給：300,000円

募集職種 正社員(無期雇用)
従業員数 獣5名、
看14名、
トリマー5名
受付・その他2名
勤務時間 8:30〜19:30
固定残業 月45時間
(60,000円相当)
休
日 週休2.5日制
(月平均11日)
試用期間 6ヶ月
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
▼獣医腫瘍科認定医1種
▼動物循環器認定医
▼JAHA総合臨床医
▼日本小動物外科専門医
WEB面接 可

1日の来院件数約70〜100件、1年の手術件数約1,000件、CT、放
射線治療など高度医療施設も整った動物病院です。各専門分野のエ
キスパートの先生方を招いての診療・セミナーを行う実践ベースの教
育を行っています。休日は週休2.5日でプライベートも大切にする働
き方ができます。

月給：300,000円以上

千葉県
柏市

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、
受付・その他8名
勤務時間 9:00〜13:00(午前)
16:00〜20:00(午後)
固定残業 月20時間
(30,000円相当)
休

日 月9日
（シフト制）

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

2004年に開院以来、地域の方々に愛され成長し続けております。で
きるだけ多くの動物たちの健康を守るお手伝いをする為、スタッフの
働きやすさや働き甲斐を感じてもらえるような環境作りに取り組んで
おります。16列CT、腹腔鏡も導入。良かったら病院見学からいかがで
しょうか？賞与有、社会保険完備、昇給有、交通費支給（上限25,000
円）、マイカー通勤ok。病院HP→https://midori-ah.com/

習志野動物医療センター りょう動物病院

緑ヶ丘動物病院

千葉県習志野市大久保1-1-40
TEL：047-470-5226
MAIL：fwkp5572@nifty.com
小笠原 良一（日本大学）

千葉県柏市緑ヶ丘19-1
TEL：04-7166-7890
MAIL：midorigaokaahp@yahoo.co.jp
佐々木 一彦（麻布大学・第二外科学研究室）

特徴アイコン
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1.5次診療動物病院

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

1.5次診療動物病院

地域密着型動物病院

市原市

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5名、
看11名
受付・その他17名

従業員数 獣4名、
看9名

匝瑳市

勤務時間 9:00〜18:00

勤務時間 8:30〜19:30

固定残業 なし

固定残業 なし
休

千葉県
関東

月給：300,000円

千葉県

休

日 週休2日制(月平均8日)

試用期間 3ヶ月
（適性に応じて短縮有）

日 週休2日制
（月平均9日）

試用期間 なし
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 10ヶ月程度で開始

単独手術 8ヶ月程度で開始
WEB面接 可

地域密着型病院としても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

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。

姉ヶ崎どうぶつ病院

いいぐら台動物病院

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）

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）

千葉県

地域密着型動物病院

印西市

月給：280,000円
募集職種

正社員
（無期雇用）

従業員数

獣10名、
看14名、
トリマー1名、
その他4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

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
た専科外来があるため、さまざまな専門医療を院内で学べま
す。アドバイザーも多く、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

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）
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1次診療動物病院

千葉県

関東

香取市

月給：270,000円

1.5次診療動物病院
月給：295,000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、
受付・その他1名

従業員数 獣5名、
看7名

勤務時間 9:00〜19:30
固定残業 なし

固定残業 月20時間
（30,000円相当）

休

休

日 週休2日制
（月8〜9日）

試用期間 3ヶ月

試用期間 3ヶ月

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 12〜15ヶ月
（能力次第）

WEB面接 可

アットホームな雰囲気の中、様々な内科・外科疾患を診ることができま
す。日々進歩する獣医学に取り残されないよう院内勉強会を実施。外
科症例も多く、スキルアップができます。外科手術はやる気がある方
はどんどん執刀していただきます。興味がある・勉強したい分野はセ
ミナー参加費等バックアップします。ライフワークバランスも重視し、
働き方も相談可能です。

CT、Cアームを導入し整形外科、神経外科、腫瘍外科に力を入れてお
ります。最新医療機器が充実し、外来件数も多いので幅広い症例を診
ることができます。当院にて専門医を招いての複数の講習会を主催
し最新の知識と技術を習得するよう努めております。セミナーや勉強
会の費用負担します。長く働いているスタッフもおり年齢層が広めで
すが、スタッフ同士の仲がいいです！

ぬくもり動物医療センター

おおさき動物病院

千葉県香取市小見川2247-2
TEL：047-882-0821
MAIL：nukumori.amc.0121@gmail.com
守口 昌悟（日本獣医生命科学大学・臨床病理学教室）

千葉県船橋市前原東3-36-10
TEL：047-477-0737
MAIL：info@osaki-vet.co.jp
大崎 一朗（日本大学）

東京都
江東区

月給：280,000円

1.5次診療動物病院
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2名、
看8名

従業員数 獣5名、
看7名、
受付・その他10名

勤務時間 9:00〜19:00
10:00〜20:00
固定残業 なし
休

船橋市

勤務時間 8:30〜19:00

日 週休2日制
(月平均8日)

福利厚生充実型動物病院

千葉県

東京都
目黒区

勤務時間 8:30〜20:00
固定残業 月20時間
（32,000円相当）

日 週休2日制
(月平均8日)

休

試用期間 6ヶ月
単独診療 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
▼歯科レベルⅠ〜Ⅳ講義・実習終了

日 週休2.5日制
（月平均10日）

試用期間 3ヶ月
単独診療 3ヶ月程度で開始
単独手術 6ヶ月程度で開始

WEB面接 可

犬猫の一般診療、一般手術、特殊手術（腹腔鏡手術など）、エキゾチッ
ク動物の外科手術など幅広く学べます。紙面には限りがあるので、当
院HPやブログを是非ご覧ください。当院で学べることがご理解いた
だけると思いますので、見学などについて、お気軽にご連絡ください。
仕事とプライベートのオンオフをしっかりと切り替えられるような環
境です。社保完備、労働法順守しています。

木場きたむら動物病院

目黒洗足動物病院

東京都江東区冬木17-7 カスタムビル１階
TEL：03-6458-8316
MAIL：ryo.kitamura.0916@gmail.com
北村 亮（東京農工大学・分子病態治療学研究室）

東京都目黒区洗足2-6-13阿部ビル１F
TEL：03-6451-0316
MAIL：megurosenzoku@gmail.com
井上 貴文（麻布大学）

特徴アイコン
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ワークライフバランスを大切にしたい そんな思いから週休2.5日
制を導入‼福利厚生を充実させ、より長く安心して働ける職場環境を
提案いたします。動物にも飼い主様にも、そしてスタッフにも優しい
動物病院を一緒に作り上げていきましょう。獣医師としてスキルアッ
プのため勉強会などへの参加費用は全額負担。
夏季・冬季休暇各3日。別に有給休暇が10日あります。

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

地域密着型動物病院

東京都

福利厚生充実型動物病院

大田区

葛飾区・江東区

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5名、
看3名

従業員数 獣7名、
看5名、
受付・その他３名
トリマー1名

勤務時間 8：30〜19：00
固定残業 月40時間
(56,000円相当)

勤務時間 9:00〜19:00

休

休

関東

月給：330,000円以上

東京都

固定残業 なし

日 週休2日制
(月平均8日)

日 完全週休2日制
(月平均8日)

試用期間 3ヶ月

試用期間 3ヶ月

単独診療 6ヶ月程度で開始

単独診療 3ヶ月程度で開始
単独手術 6ヶ月程度で開始

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。動物や飼い主さんに寄り添う獣医療を目指しています。1.5次
診療施設で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。

最新の知識のアップデートの為、専門医を呼んでの院内セミナーも多
く開催しております。患者様とのコミュニケーションを大切に、明るく
真面目にお仕事できる方を募集しております。診察や手術件数も豊富
で、専門医を呼んでの外来もあり経験や知識を得ることができます。
病院のインスタグラム等もありますので是非覗いてみてください。

クラウン動物病院

金町・永代橋アニマルクリニック

東京都大田区中馬込3-25-11
TEL：03-5728-9012
MAIL：crown.ah1212@gmail.com
上田 隆喜（酪農学園大学・東京大学動物動物医療センター内科系診療科修了）

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

地域密着型動物病院

練馬区

月給：288,000円以上
募集職種

正社員（無期雇用）

従業員数

獣3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

単独診療

単独手術

10ヶ月程度で開始

6ヶ月程度で開始

【総合診療】＋【救急医療対応】が獣医師の基本。プリモ動物
病院ではそのように定義して新人獣医師育成をしています。そ
してそういった獣医師を3年で形にし、さらに先を目指す人に
とってのしっかりとした土台を作ります。
神奈川、東 京に8病院展開するグループ病院は獣医師約60
名、動物看護師約70名が在籍し、地域の総合病院としてペッ
トの健康を守り、飼い主様へ安心を提供し続けています。
そんな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）向上実現に一緒にがんばりましょう！
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

連絡先：株式会社JPR
（本社）採用担当者宛
TEL：042-860-6983
MAIL：recruit@jprpet.com
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東京都

1次診療動物病院

関東

町田市

月給：270,000円

1次診療動物病院
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5名、
受付・その他3名

従業員数 獣3名、
看5名

清瀬市

勤務時間 8:30〜19:00

勤務時間 8:30〜19:30
8:30〜12:30

固定残業 月1時間
(2,500円相当)

固定残業 なし
休

東京都

休

日 週休2.5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

試用期間 2ヶ月

単独診療 4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

開院して3年目の新しい病院です。動物と飼い主様が安心し、信頼し
て来ていただけるように、スタッフ同士の接遇も大事と感じておりま
す。大変な事もありますが、目標を持って皆で楽しく成長でき、動物を
大切にして、飼い主様に寄り添える病院を目指しております。未経験
でも、一から皆で学べる環境です。もしご興味がおありでしたら一度、
見学だけでもいらして下さい。

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。

みやの森どうぶつ病院

ごんた動物病院

東京都町田市根岸町1008-32
TEL：042-789-5611
MAIL：s̲ho̲o@yahoo.co.jp
宮澤 翔（日本獣医生命科学大学・内科学教室）

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）

1.5次診療動物病院

神奈川県
横浜市

月給：280,000円

募集職種 正社員
（無期雇用）
従業員数 獣5名、
看6名

地域密着型動物病院
月給：250,000円

神奈川県
川崎市

募集職種 正社員
（無期雇用）
従業員数 獣4名、
看6名

勤務時間 8:30〜18:30
固定残業 月14時間
（30,000円相当）

勤務時間 8:15〜19:15

休

休

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外科認定医
▼獣医総合臨床認定医
▼日本獣医皮膚科学会・認定医
▼国内医歯薬大学院博士課程修了

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 3ヶ月程度で開始
単独手術 3ヶ月程度で開始

WEB面接 可

月給の内訳 基本給+固定残業代280,000円となります。
この他全員一律支給の20,000円の手当があり、初年度の1ヶ月の総支
給額は300,000円となります。会社全体の業績による賞与もあります。
地域と他者に貢献したい方のエントリーをお待ちしています。

横浜山手犬猫医療センター

ブナの森動物病院

神奈川県横浜市中区柏葉27-4アーバンヒルズ1階
TEL：045-228-8711
MAIL：1109ueda@gmail.com
上田 一徳（日本大学・解剖学研究室）

神奈川県川崎市幸区南加瀬 3-9-28
TEL：044-280-7875
MAIL：mmakino@bunanomori-ah.jp
牧野 三樹（日本大学）

特徴アイコン
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「動物医療を通して地域社会に少しでも役に立ちたい」という思いを
込めて2012年8月に開院しました｡
適切な知識や技術を身に付け、患者である動物たちの負担を軽くす
ること、飼い主様に十分に説明することを意識して診療しています｡
大学病院などの2次病院での研修やセミナーの参加も積極的に支援
しています｡

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

関 東・中 部

神奈川県

人間関係が良い動物病院

相模原市

月給：288,000円以上
募集職種

正社員
（無期雇用）

従業員数

獣約60名、
看約70名

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

単独診療

単独手術

10ヶ月程度で開始

勤務時間

8:30〜19:00

6ヶ月程度で開始

【総合診療】＋【救急医療対応】が獣医師の基本。プリモ動物
病院ではそのように定義して新人獣医師育成をしています。そ
してそういった獣医師を3年で形にし、さらに先を目指す人に
とってのしっかりとした土台を作ります。
神奈川、東 京に8病院展開するグループ病院は獣医師約60
名、動物看護師約70名が在籍し、地域の総合病院としてペッ
トの健康を守り、飼い主様へ安心を提供し続けています。
そんな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）向上実現に一緒にがんばりましょう！
連絡先

プリモ動物病院グループ

連絡先：株式会社JPR
（本社）採用担当者宛
TEL：042-860-6983
MAIL：recruit@jprpet.com

（相模原プリモ動物医療センター第2病院）

神奈川県相模原市中央区中央4-14-10

地域密着型動物病院
月給：270,000円

神奈川県
相模原市

1次診療動物病院
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6名、
看4名、
受付・その他6名

従業員数 獣10名、
看26名

勤務時間 8:30〜19:30
固定残業 月45時間
(65,500円相当)
休

日 週休2日制
(月平均8日)

試用期間 1ヶ月以内
単独診療 10ヶ月程度で開始
単独手術 10ヶ月程度で開始

ホームドクターとして幅広く診療をおこなっています。近隣に連携可
能な2次診療施設が多数あります。順を追って各分野の指導をしてい
きますので社会人としても獣医師としても成長ができる環境です。夜
間診療や夜間の手術は基本的になく、週休2日、仕事のオンオフを
はっきりさせるように環境づくりをしています。実習に来て頂き、職場
の雰囲気を見てもらえればと思います。

新潟県
新潟市

勤務時間 8:30〜19:00
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
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 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

にゅうた動物病院

草村動物病院

神奈川県相模原市南区相模大野7-44-5
TEL：042-705-2211
MAIL：marimarumaroro@gmail.com
入田 基樹（日本大学・薬理学研究室）

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）
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1.5次診療動物病院

新潟県

中部

新潟市

月給：280,000円

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5名、
看13名、
受付・その他2名

従業員数 獣3名、
看8名

休

日 週休2.25日制
(月平均10日)

日 週休2.5日制
(月平均11日)

試用期間 3ヶ月

試用期間 3ヶ月

単独診療 2ヶ月程度で開始

単独診療 1ヶ月程度で開始

単独手術 5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

WEB面接 可

ワークライフバランスを重視しており仕事とプライベートを両立できる
職場です！獣医師5名、看護師・
トリマーが14名在籍。皆仲が良く人間関
係も良好です。CT、腹腔鏡等の設備が充実しており、1次〜2次診療の
症例がバランス良く来院します。外科専門医・皮膚科専門医を毎月東京
からお呼びしているため、新潟で勤務しながら各種専門診療の勉強も
可能です。また、エキゾチックアニマルの診療にも力を入れています。

開院40年を迎える、地域に根付いた動物病院です。診察件数も多く、
様々な症例を通し知識・経験を積むことができます。外科手術は1年
目から実際に行いながら学べます。また外部のセミナーや学会参加
の補助にてスキルアップをサポートします。スタッフの雰囲気も良く、
和気あいあいと仕事に取り組んでいます。週休2.5日で残業はほとん
どないため、無理無く働ける環境です。

川村動物病院

西山動物病院

新潟県新潟市東区上木戸1-1-6
TEL：025-271-7300
MAIL：yuta@kawamura-ah.com
川村 悠太（北海道大学・寄生虫学研究室）

新潟県新潟市東区竹尾3-9-21
TEL：025-271-1881
MAIL：ah248ma@agate.plala.or.jp
西山 栄一（日本大学・臨床繁殖研究室）

福利厚生充実型動物病院

新潟県
三条市

月給：280,000円

募集職種 正社員
（無期雇用）
従業員数 獣12名、
看25名、
受付・その他3名
勤務時間 9:00〜19:00
固定残業 月10時間
(30,000円相当)
休
日 週休2日制
(月平均8日)
試用期間 3ヶ月
単独診療 2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
▼動物循環器認定医
▼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
WEB面接 可

地域のホームドクターとしての役割を担っていますが、高度医療にも
対応しています。教育病院としての役割を担うべく、新人研修として
多くの実践指導を行っています。獣医師と看護師のチームワークによ
り、卒後すぐから実践的な獣医療を学習しやすい環境が整っていま
す。無料のスタッフ用社宅もあり、福利厚生には自信があります。病院
見学には交通費を支給しますので、ぜひおいでください。

ワークライフバランス重視動物病院
月給：260,000円

富山県
富山市

募集職種 正社員
（無期雇用）
従業員数 獣4名、
看14名
受付・その他2名
勤務時間 8:40〜19:00
8:40〜17:30
固定残業 月20時間
(32,500円相当)
休

日 週休2日制
(月平均8日)

試用期間 3ヶ月
単独診療 1ヶ月程度で開始
単独手術 2ヶ月程度で開始
WEB面接 可

富山市はほどほどの田舎です。都会の便利さ
（近さ）はなくても、たぶ
ん困ることはありません。自然は多いほうです。そんな富山で長期的
に一緒に働いてくれる方、短期的（3年くらい）に地域動物医療を支え
てくれる方のどちらも募集しています。
「あなたらしい」働き方を見つ
けてください。他院からの紹介症例も多く来院し、外科・内科ともたく
さん経験が積めます。

坂田動物病院

チェルシーアニマルクリニック

新潟県三条市荒町2-11-32
TEL：0256-35-4440
MAIL：hoshi@vet.ne.jp
坂田 郁夫（北里大学・獣医衛生教室）

富山県富山市上飯野25
TEL：076-452-1013
MAIL：mail@chelsea-animal.com
小池 博行（麻布大学・解剖学研究室）

特徴アイコン

新潟市

固定残業 なし

固定残業 なし
休

新潟県

勤務時間 8:30〜19:00

勤務時間 8:30〜18:00
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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

地域密着型動物病院

長野県

1.5次診療動物病院

坂井市

安曇野市

月給：310,000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3名、
受付・その他1名
勤務時間 8:30〜19:30

従業員数 獣6名、
看12名、
トリマー6名、
受付・その他1名

固定残業 なし

勤務時間 8:30〜20:00

休

固定残業 19時間
（33,000円相当）

日 週休2日制
(月平均8日)

試用期間 3ヶ月

休

単独診療 3ヶ月程度で開始

試用期間 2ヶ月

単独手術 3ヶ月程度で開始

単独診療 2ヶ月程度で開始

特徴・資格 ▼獣医腫瘍科認定医2種

単独手術 6ヶ月程度で開始

WEB面接 可

特徴・資格 ▼獣医腫瘍科認定医2種

中部

月給：270,000円

福井県

日 週休2日制

WEB面接 可

来院件数1日85〜140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。

しつけ教室、
ドッグランなどのサービスを一体的にご提供している動
物病院です。多くの飼い主様に足を運んでいただき症例数は増加中！
治療に限らず様々な方が来院されます。スタッフ間の仲が良く、院内
の雰囲気も非常に良いので、
とても働きやすい職場です。

はるえ動物病院

リーフ動物病院

福井県坂井市春江町江留上錦187
TEL：0776-51-8212
MAIL：harueanimalhospital@gmail.com
石森 久実子（酪農学園大学）

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）

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した。
連絡先

いがらし動物病院

長野県長野市若槻東条547-3
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）
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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9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

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。
19:30以降の残業はほとんどありません。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
ワークライフバランス重視動物病院
月給：300,000円以上

長野県松本市村井町南2-22-14
TEL：0263-58-1226
石川 一成（日本獣医生命科学大学）

静岡県
静岡市

1.5次診療動物病院
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10名、
看30名、
受付・その他10名

従業員数 獣9名、
看18名、
受付・その他8名

勤務時間 8:00〜19:00
8:00〜18:00

勤務時間 8:30〜19:00
8:30〜12:00
13:30〜21:30

固定残業 なし
休

静岡県
島田市

固定残業 なし

日 週休2日制
(月平均8日)

休

日 週休2日制
(月平均10日)

試用期間 3ヶ月

試用期間 3か月

単独診療 6ヶ月程度で開始

単独診療 3か月程度で開始

単独手術 6ヶ月程度で開始

単独手術 6か月程度で開始

特徴・資格
▼国内医歯薬大学院博士課程修了

特徴・資格 ▼獣医腫瘍科認定医2種
WEB面接 可

WEB面接 可

毎日たくさんの症例数を経験できます。またグループ４病院で蓄積さ
れた、充実の「新人研修制度」がありますので、新卒者でもどんどん成
長できます。やさしく、丁寧に指導しますので、安心してお申込みくだ
さい。当院ホームページ求人フォームよりお申込み下さい。
病院HP→https://yamato-doubutu.com

やまと動物病院

渡辺動物病院

静岡県静岡市葵区安東3-14-5
TEL：054-246-7111
MAIL：yamato2005@kbf.biglobe.ne.jp
鈴木 健吾（北海道大学・臨床分子）

静岡県島田市大柳825-10
TEL：0547-38-0144
MAIL：chie-n@wahpes.co.jp
渡辺 直之（日本獣医生命科学大学）

特徴アイコン
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獣医師全員がジェネラリストであり、そこから各自の興味ある専門分
野を高め、質の高い総合臨床を目指す場合もあります。スキルアップ
を図る目的として、病院では必要なセミナー、研修をバックアップして
いきます。診療は担当医制をとっているため、初診から完治するまで、
継続的に診療していくことになります。またコミュニケーションを大切
にし、チームで治療方針などを考察しています。

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

愛知県

ワークライフバランス重視動物病院

駿東郡

名古屋市

月給： 500,000円（救急）
400,000円（一般）
350,000円（猫専門）

中部

月給：350,000円以上

静岡県

募集職種 正社員
（無期雇用）
従業員数 獣4名、
看12名、
受付・その他5名

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 9:00〜20:00

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 月40時間
(80,000円相当)
休

日 週休2日制
(月平均9日)

固定残業 なし
休

試用期間 3ヶ月
単独診療 6ヶ月程度で開始

日 週休2日制
(月平均8日)

試用期間 1ヶ月以内

単独手術 12ヶ月程度で開始

単独診療 1ヶ月程度で開始

WEB面接 可

単独手術 2ヶ月程度で開始

やりがい、自分時間、給料 を実現できる選べる３つの勤務体制

各種予防、健康診断から高度医療まで幅広い分野で診療を行ってお
ります。予約診療制なので、余裕を持った業務ができます。
年中無休、毎週水曜日はオペ日です。社会保険、厚生年金、労災保険、
雇用保険あり、退職金（3年以上勤務者のみ）、交通費補助または住宅
手当、セミナー補助制度、技術・能力手当、飼育動物診療割引あり。ま
ずはお気軽にご連絡ください。

①ER救急救命(50万)急性期疾患の診察を経験できます。勤務時間短
②一般外来(40万)急性期の外科内科を経験できます。時間外勤務なし
③猫専門(35万)猫に特化した治療、拘束時間も少なく、女性にお勧め
いずれも長時間昼休、休日もしっかり、生涯勤務できます。
まずは見学実習に(県外交通費3万円支給)HPからエントリー
会員学会：米国獣医救急学会ヨーロッパ獣医救急救命学会 国際猫学会

動物先端医療センター・AdAM

こざわ犬猫病院/猫の病院バステト

静岡県駿東郡長泉町下長窪1075
TEL：055-988-1660
MAIL：mano@adam-c.com
小林 正行（東京農工大）

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）

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(年休120日)

試用期間

3ヶ月程度で開始

単独手術

日

単独診療

特徴・資格 海外獣医関連専門医・認定医取得

3ヶ月
4ヶ月程度で開始
WEB面接 可

外来は1日平均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。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での社会貢献
を使命とし活動をしています。セミナー参加援助制度があり、補助休暇
(10日間)、参加費用の全額補助や院内セミナーにより研鑽を積み、人
として成長出来る環境を整えています。休日は当院の実績として平均で
月10日間の休暇取得や特別年次休暇5日間、有給休暇の高い取得率
(年度実績取得率90%)、選択制週休3日制などの導入によりライフ
ワークバランスも取れている環境です。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

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）
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中 部・近 畿

1次診療動物病院

愛知県

人間関係が良い動物病院

名古屋市

月給：300,000円

愛知県
あま市

月給：268,000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8名、
受付・その他1名

従業員数 獣4名、
看8名
トリマー4名

勤務時間 8:30〜20:00
8:30〜12:00

勤務時間 8:00〜19:30

固定残業 なし

固定残業 30時間
（47,100円相当）

休

休

日 週休2日制
(月平均8日)

日 週休2日制
（月平均9日）

試用期間 1ヶ月以内

試用期間 1ヶ月以内

単独診療 3ヶ月程度で開始

単独診療 3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

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6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は、皆
で成長し、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。職
場の雰囲気も人間関係も良好で、楽しんで仕事ができ、皆が良いと思った
事をどんどん取り入れています。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。

新病院で活躍してくれる獣医師を募集しています。疑問に思ったこと
は気軽に質問でき、1つ1つの診療を理解を深めながら学べるので成
長を感じられると思います。病院見学、インターンシップは随時受付
けています。交通費、宿泊費は当院で負担しますのでご相談くださ
い。採用時は、お祝い金・就職支度金を支給いたします。まずはお気軽
にお問い合わせくだい。

希望ヶ丘動物病院

あま動物病院

愛知県名古屋市千種区姫池通1丁目17番地
TEL：052-762-0112
MAIL：kibougaoka-54666@nifty.com
杉方 保毅（日本獣医生命科学大学・第1外科）

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）

滋賀県

1.5次診療動物病院

近江八幡市

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

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

▼JAHA認定内科医
総合臨床医・外科認定医・内科認定医在籍、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

特徴アイコン
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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）

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

京都市

地域密着型動物病院
月給：283,325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3名、
受付・その他2名

従業員数 獣3名、
看6名、
受付・その他11名

勤務時間 8:30〜20:30

勤務時間 9:00〜20:00
15:00〜20:00

固定残業 月40時間
(50,000円相当)
休

大阪府
大阪市

近畿

月給：350,000円

京都府

固定残業 月25時間
(43,325円相当)

日 週休2日制
(月平均8日)

休

日 年間休日106日

試用期間 3ヶ月

試用期間 3ヶ月

単独診療 3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 3ヶ月程度で開始
WEB面接 可

最高の町医者を目指して診察をしております。獣医師1人の病院とし
ては、来院数(1日40〜60件)手術数(1カ月30〜40件)が非常に多
く、間近で学べるため、臨床獣医師としての第一歩のサポートを約束
出来ます。勉強したい方や専門性を身につけたい方は全額支援、住宅
負担や病院車貸出もあります。やる気と忍耐がありコミュニケーショ
ン能力の高い方を希望します。是非とも一度見学に！

地域になくてはならない安心と繋がりを感じる動物病院を目指してい
ます。安心できる医療を提供するため、CTやMRIなどの医療設備の
充実や専門科目スペシャリストによる定期診療、毎月課題を決めて
チーム学習を行い全員が楽しくレベルアップする取り組みを行なって
います。繋がりを感じる病院にするために課題や解決策について話し
合うミーティングやチームワーク作りの学びに力を入れています。

ベトカム動物病院

淀川中央動物病院

京都府京都市北区紫竹西野山町56
TEL：075-748-0121
MAIL：vetokamu@gmail.com
岡村 堅志（酪農学園大学・放射線学研究室）

大阪府大阪市淀川区東三国6-12-6
TEL：06-6398-7692
MAIL：jinji@yodo-ah.com
菅木 佑始（酪農学園大学）

1次診療動物病院
月給：300,000円

大阪府
大阪市

ワークライフバランス重視動物病院
月給：298,000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4名、
看7名

勤務時間 8:30〜19:30

勤務時間 8:30〜20:00
8:30〜18:30
8:30〜12:30

固定残業 月28時間
(50,000円相当)
休

日 週休2日制

試用期間 3ヶ月
単独診療 3ヶ月程度で開始

大阪府
堺市

固定残業 月20時間
(38,000円相当)
休

日 週休2.5日制
(月平均12日)

単独手術 1ヶ月程度で開始

試用期間 3ヶ月

WEB面接 可

単独診療 3ヶ月程度で開始
単独手術 7ヶ月程度で開始
WEB面接 可

当院は、
『 誠心誠意』
をモットーに丁寧で的確な診察を心掛けておりま
す。勤務医の先生にもあらゆる面で誠心誠意対応致します。学会参加
の補助や必要な書物を取り揃えスキルアップ・キャリアアップの支援
を致します。将来開業を考えてる先生にはそのノウハウも働きながら
学んで頂けると思います。動物と飼い主さんの笑顔の為に当院で一
緒に働いてみませんか？

当院のモットーは動物医療を通じて地域に安心を提供するとともにス
タッフ全員の仕事とプライベート両方を充実させることです！年2回
の個人面談や月1回のミーティングなどでコミュニケーションをしっ
かり取り、働きやすい職場作りを心掛けています。何かに我慢しなが
ら働き続けるのではなく、目標を持って楽しく働きましょう！
勤務は月単位の変形労働時間制で週休2.5日です。

西長堀動物病院

つむら動物病院

大阪府大阪市西区南堀江4-23-27
TEL：06-6532-8711
MAIL：nishinagahori-ah@kansai.me
三谷 秀和（酪農学園大学・外科学研究室）

大阪府堺市南区泉田中150
TEL：072-291-1181
MAIL：tsumu@tsumura-ah.jp
津村 文彰（日本獣医生命科学大学・内科学教室）
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ワークライフバランス重視動物病院

大阪府

近畿

大東市

月給：300,000円

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5名

従業員数 獣2名、
看5名、
受付・その他2名

勤務時間 9:00〜19:30
（平日）
9:00〜15:00
（土日）

加東市

勤務時間 8:30〜20:00

固定残業 なし
休

兵庫県

固定残業 月33時間
(50,000円相当)

日 完全週休2日制
（祝日休み）

休

試用期間 3ヶ月
単独診療 2ヶ月程度で開始

日 週休2日制
（月平均9日）
（水曜休診、
日祝日午後休診）

試用期間 3ヶ月

単独手術 2ヶ月程度で開始

単独診療 3ヶ月程度で開始
単独手術 6ヶ月程度で開始

当院ではワーク・ライフ・スタディバランスを重視しており、勉強したい
方にはセミナー代も負担します。動物が好きなことは勿論、患者さん
や動物さんに適した対応が出来る人材を募集しています。診察・手術
開始時期は希望に応じます。労働条件では試用期間中も雇用条件変
わらず、土日短く実質週休2.5〜３日で超過分は残業代支給。社会保
険完備。夏季・年末年始休暇あり。年次有給休暇12日。休日も多く昼
間も手の空いたスタッフは帰宅可能です。

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？

わたなべ動物病院

アリス動物病院

大阪府大東市御供田3-13-29
TEL：072-814-6035
MAIL：info@watanabe-animalhospital.com
渡邊 高司（岐阜大学）

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）

1次診療動物病院

兵庫県
加古郡

月給：280,000円

地域密着型動物病院
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2名、
看6名
勤務時間 8:15〜20:00

従業員数 獣4名、
看4名、
受付・その他4名

固定残業 月20時間
(30,000円相当)

勤務時間 8:30〜17:30
固定残業 なし

休

休

日 週休2日制
(月平均8日)

兵庫県
神戸市

日 週休2日制
(月平均8日)

試用期間 3ヶ月

試用期間 3ヶ月

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 3ヶ月程度で開始

単独手術 6ヶ月程度で開始
WEB面接 可

一次診療を中心に飼い主様、動物に寄り添った治療を心がけていま
す。診療経験、手術経験がなくても、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。いろいろな面でスタッフが長
く働きやすい環境づくりを心がけています。お気軽にお問い合わせく
ださい。

はりま動物病院

ACS動物外科クリニック

兵庫県加古郡播磨町東本荘1-12-22
TEL：079-436-8330
MAIL：harima-ah@nifty.com
竹内 宏喜（日本大学・外科学研究室）

兵庫県神戸市中央区中山手通4丁目3-6
TEL：078-252-7120
MAIL：info@acskobe.com
有馬 広治

特徴アイコン
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当院の理念
動物医療を通しての社会貢献
お互いを尊重し助けあい成長していくこと
飼い主様、動物たち、
スタッフ この病院関わる全ての方が幸せになる
チーム医療ですので、コミュニケーションがしっかり取れる方を求めます。
特に外科に力を入れています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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

月給：280,000円以上

奈良県
磯城郡

1.5次診療動物病院
月給：280,000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4名、
看4名

従業員数 獣3名、
看10名

勤務時間 8:40〜19:30

勤務時間 8:30〜19:00
8:30〜17:30
8:30〜12:30

固定残業 なし
休

岡山県

近畿・中国・四国

地域密着型動物病院

岡山市

固定残業 月20時間
(30,000円相当)

日 週休2.5日
(月平均10日)

休

試用期間 1ヶ月以内
単独診療 1ヶ月程度で開始

日 週休2日制
(月平均8日)

試用期間 3ヶ月

単独手術 1ヶ月程度で開始

単独診療 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

2018年に開院したまだ新しい病院ですが、診察件数は1日40〜60
件、手術は1ヶ月で40〜50件ほどです。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。

眼科・歯科・耳鼻科・湿潤治療・認知症治療など高齢期の疾患をターゲッ
トにした特色のある治療を行っています。2023年度には病院規模を
拡大し、CTスキャンや手術用顕微鏡を完備した地域の中核病院とな
れるようリニューアルを予定しています。スタッフ同士がうまく連携
し、
リスペクトし合える関係を大事にしています。有給は初年度10日、
固定残業以上の残業時間には時間外手当あり。

あかさか犬と猫の病院

若葉会動物病院

奈良県磯城郡田原本町千代176-1
TEL：0744-47-3664

岡山県岡山市北区田中623-4
TEL：086-806-2012
MAIL：barune̲shine82@yahoo.co.jp
標葉 譲（鹿児島大学・外科学研究室）

赤坂 武志（北里大学・繁殖研究室）

地域密着型動物病院
月給：280,000円

徳島県
徳島市

人間関係が良い動物病院
月給：305,000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8名、
トリマー1名

従業員数 獣8名、
看13名、
その他11名

勤務時間 8:30〜19:30
固定残業 月44時間
(50,000円相当)
休

日 週休2日(月平均8日)

固定残業 月40時間
（75,000円相当）
休

日 月8日程度

試用期間 3ヶ月

単独診療 3ヶ月程度で開始

単独診療 1ヶ月程度で開始

単独手術 5ヶ月程度で開始

単独手術 3ヶ月程度で開始

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。院内・外部のセミナー参加など、
知識・経験共にスキルアップできるようサポートします。スタッフは仲良
く和気あいあいと仕事に取り組んでいます。コミュニケーションを大切
にし、切磋琢磨しながら日々の診療向上に努めています。

高松市

勤務時間 9:30〜19:00
（月〜土）
8:45〜12:00
（日）

試用期間 3ヶ月

特徴・資格
▼JAHA認定外科医
▼JAHA認定総合臨床医

香川県

特徴・資格
▼獣医腫瘍科認定医2種
▼動物循環器認定医
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。

ルドルフどうぶつ病院

すざき動物病院

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）

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）
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四 国・九 州

専門診療対応動物病院

愛媛県
松山市

月給：320,000円

専門診療対応動物病院
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2名、
看2名

従業員数 獣2名、
看6名、
受付・その他1名

勤務時間 9:00〜19:00
9:00〜17:00

福岡県

北九州市

勤務時間 9:00〜20:00

固定残業 なし

固定残業 月18時間
(30,000円相当)

休

休

日 週休2日制
(月平均8日)

日 週休2日制
(月平均8日)

試用期間 3ヶ月

試用期間 6ヶ月

単独診療 3ヶ月程度で開始

単独診療 3ヶ月程度で開始

単独手術 6ヶ月程度で開始

単独手術 4ヶ月程度で開始

WEB面接 可

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。

ブルーバード動物病院

小泉ネスト動物病院

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）

福岡県北九州市八幡西区別当町3-24
TEL：093-632-2222
MAIL：mail@koizumi-nest.com
小泉 伊織（山口大学・外科学研究室）

1.5次診療動物病院

福岡県
田川市

月給：310,000円

1.5次診療動物病院
月給：327,000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9名

従業員数 獣13名、
看19名、
受付・その他23名

勤務時間 8:30〜18:00
固定残業 月20時間
（40,000円相当）
休

日 週休2日制
(月平均10日)

日 週休2日制
(月平均9日)

試用期間 3ヶ月

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 3ヶ月程度で開始

単独手術 6ヶ月程度で開始
特徴・資格 ▼日本獣医皮膚科学会・認定医
WEB面接 可

PALの意味は仲良し。患者様・スタッフ間でお互いに相手のことを思いや
ることができるアットホームな病院です。一次診療から各種専門分野まで
様々な診療を行ない、先端医療機器も充実しておりレベルの高い獣医療
を実現しています。新人獣医師は早い段階で診察・手術に入っていき、丁
寧な教育を行なっていきます。院内外のセミナーへの参加の奨励や、希
望に合わせた勤務体系にて働きやすい環境づくりに努めています。

たがわ動物クリニック

PAL動物病院グループ

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

福岡県遠賀郡水巻町樋口３ー５
TEL：093-701-4033
MAIL：pal-saiyo@pal-animal.com
西岡 賢一（北里大学・内科学研究室）

特徴アイコン

遠賀郡

固定残業 月35時間
(63,000円相当)

試用期間 3ヶ月

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。セミナー参
加費負担、住居手当3万円支給あり。

福岡県

勤務時間 8:30〜19:00

休

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
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犬猫の一般診療に加え、小型哺乳類・鳥類・爬虫両生類・その他特殊動
物などエキゾチックアニマルの専門医療に注力しています。エキゾの
医学情報を世界へ発信してゆくことを目標に日々研鑽を重ね、積極的
な学会発表や論文執筆を行っています。チームワークと仕事の分担化
を重視し、スタッフが継続的に仕事を続けられる職場環境を目指してい
ます。色んな動物種を助けたい！
！
！という方、大募集です。

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

熊本県

1.5次診療動物病院

募集職種

正社員
（無期雇用）

従業員数

獣6名、
看8名、
他6名

固定残業

月15時間
（30,000円相当）

休

完全週休2日制
（平日1日＋日曜日）

日

試用期間

3〜6ヶ月

単独手術

1〜2ヶ月程度で開始

勤務時間

単独診療

九州

菊池郡

月給：280,000円

9:00〜19:00

1〜3ヶ月程度で開始

・
Ⅱ
特徴・資格 ▼獣医内視鏡外科手術・技術認定レベルⅠ
▼国内獣医系大学院博士課程修了

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
ワークライフバランス重視動物病院
月給：270,000円

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）

熊本県
熊本市

1.5次診療動物病院
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6名、
看10名、
受付・その他1名

従業員数 獣6名、
看9名、
受付・その他5名

勤務時間 8:30〜19:00(月〜金)
8:30〜17:00(土)
8:30〜12:00(日)
固定残業 月30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
単独診療 3ヶ月程度で開始
単独手術 2ヶ月程度で開始

鹿児島県
霧島市

勤務時間 8:30〜18:00
8:00〜17:00
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
単独診療 1ヶ月程度で開始
単独手術 6ヶ月程度で開始

特徴・資格 ▼国内獣医系大学院博士課程修了
WEB面接 可

ワークライフバランスを大事にしている動物病院です。開業34年で
地域に根差した丁寧な獣医療の提供をスタッフ一同常に心がけてい
ます。内科、皮膚科診療に力を入れており、小鳥診療も行っています。
マルチスライスCT撮影装置など最新の医療機器も揃え、地域の中核
動物病院として様々な外科手術にも対応しています。在籍獣医師がそ
れぞれの得意科を持ち、幅広い診療科を学べる環境が整っています。

1日の外来は80〜100件以上、CTの導入により沢山の症例を経験で
きます。毎月1〜2回鹿児島大学の三浦教授を非常勤アドバイザーと
してお招きし画像診断を中心とした指導もしていただいています。研
究室の所属は基礎系臨床系を問いません。スタッフは仲良くやりがい
のある職場です。給与は基本給26万円＋住宅手当（一人暮らしの場
合）
＋残業（法規に従い支給）
で、総支給額の実績は31万円以上です。

さくま動物医療センター

川畑動物医療センター

熊本県熊本市南区城南町東阿高２０−３
TEL：0964-28-6803
MAIL：sakumasato1214@hotmail.co.jp
佐久間 暢人（鹿児島大学・内科学研究室）

鹿児島県霧島市国分向花町15-43
TEL：0995-48-9939
MAIL：kawabata-vet@po.mct.ne.jp
川畑 貴裕（日本大学・生理学研究室）
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先輩に聞いた！
実習のワンポイント

動物病院の
見学・実習の流れ

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。

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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■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）

公式SNS

Twitter、Instagramにて獣医師・動物看護師を目指す方に、病院さんお役立ち情報や求人
情報をつぶやいています♪

https://twitter.com
/hippowork

https://www.instagram.
com/hippo_works/

ホームページはこちら！
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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
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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

オンライン面接対策出来ていますか？

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

オンライン面接も就職活動の主流となった昨今、面接対策は出来ていますか？
表情や服装・髪形などの基本的なマナーだけでなく、WEB面接ならではのあいさつ、話すタイミングの
とりかた、熱意の伝え方、印象を明るくする方法や面接環境に関する問題等を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が解説！動画を見て、面接対策しましょう！
スマホで
カンタンチェック！▼

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
31
11

︵ヒッポワークス︶

獣医師
期間限定

これから獣医師国家試験に挑む、
獣医学生6年生

対象

今後を見越して国家試験対策を
知っておきたい獣医学生1年生〜5年生も

2021年 月

特別オンライン配信

獣医師のしごと情報誌

国家試験 セミナー
獣医師国家試験では、
必須問題、
学説問題、
実地試験問題が、
毎年幅広く出題されます！
今回は合屋征二郎先生が最後の2か月間に向けた試験に挑むための勉強方法・心構え等を教えてくれます！

12

ただの勉強だけでないメンタル面のサポートも兼ねた特別オンライン配信です。ぜひご参加ください。

日発行︵2021年冬号︶

セミナー内容ラインナップ

15

国家試験に臨むための勉強方法や心構え

ステージ別 あと2ヶ月間での勉強方法

① まったく勉強していない人は、〇〇から手を付けろ！
② 一部教科勉強済みの人へ、次は〇〇を勉強しよう！
③ 全科目勉強済みの人は、友達に〇〇しよう！

本当に大事にしてほしい！体力・身体・メンタル

合屋征二郎先生

所属： 日本大学 生物資源科学部 放射線科研究室 助教
略歴： 2014年 宮崎大学獣医外科学研究室卒業。
2018年 岐阜大学連合獣医学研究科博士課程修了。
2020年 日本大学獣医放射線学研究室助教に
就任し現在に至る。

Hippo

先輩獣医師たちに聞いた勉強方法や体験談

講師

試験前日・当日の予期せぬ事態に対応するための注意点

〒194

12月20日
〜12月26日

2021年

0
‑ 013

配信期間

W
‑ orks 編集部

合屋先生からのスペシャルメッセージ

東京都町田市原町田5 4
‑

では

冊子中面にて無料クーポン配布中！

参加価格1,000円（税込）

今西 市朗先生
高橋 舞子先生

金子 泰之先生
鞆 裕磨先生

合屋 征二郎先生
藤本 鉄兵先生

‑

ご参加方法

１. EDUONE Pass会員登録をおこなってください。
２. 既に会員登録がお済みのかたは、
左記のQRコードよりログインして、セミナーを
ご購入ください。

VETS Guide
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株式会社VCL
主催

〒194-0013 東京都町田市原町田5-4-20パセオビル2階
TEL:042-710-7830 FAX:042-710-7831 MAIL：info@vetschannel.co.jp
2021年9月1日より株式会社エレファントピクチャーズは株式会社VCLに社名を変更いたしました。
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