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飼い主さんと第一線で対話する獣医師、動物看護師は、日ごろの話題作りのために業界知
識・情報等も知っておくと良いかもしれません。今回は動物病院に携わるすべての人に知ってお
いてほしいペットの最新統計情報をピックアップしていきます！

❶ 犬の飼育頭数はさらに減少傾向
犬は減少傾向が続き、2021年は約711万頭に。この5年で約57万頭減少していますが、19年以降は減少
数が大きくなり、1年間で約24万頭ずつ減少しました。昨今の新型コロナウイルスの影響で在宅時間が増えた
と考えられ、20年中は新規で飼育する世帯数は増えていたものの、総合の飼育世帯数は減り続けているよう
です［図①］。

［図①］
犬の飼育頭数・飼育世帯数（千桁以下は四捨五入）
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全国犬猫飼育実態調査 一般社団法人ペットフード協会
（2021）
https://petfood.or.jp/data/chart2021/index.html

狂犬病予防法と犬の登録頭数
ちなみに狂犬病予防法では、飼い主さんは犬を飼い始めてから30日以内に、犬の所在地を管轄する市町村（あ
るいは特別区）へ登録することが義務付けられています。厚生労働省はこれらのデータを都道府県ごとに集
計・公表しており、ホームページでは予防注射の接種率とともに犬の登録頭数を確認することができます。
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
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/01.html
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❷ 猫の飼育頭数は2013年から増加中
2013年に猫ブームがはじまり、2014年には猫の飼育頭数が犬の820万頭をうわまわりました。その後も増
え続け、2021年には約895万頭になり、2022年中には900万頭に迫る勢いで増えています［図②］。定期
的な散歩のために飼い主さんが外出させたり、しつけをしたりする手間も少なく飼いやすいとされるため、現
代人の生活スタイルに飼育リズムが適しているのかもしれません。飼育世帯数は、犬と比較すると猫は少な
く、飼育世帯あたりの平均飼育頭数は猫のほうが多いようです。このことから、猫は1世帯で多頭飼いされる
率が高いともいえます。

［図②］
猫の飼育頭数・飼育世帯数（千桁以下は四捨五入）
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全国犬猫飼育実態調査 一般社団法人ペットフード協会
（2021）
https://petfood.or.jp/data/chart2021/index.html

［図③］
獣医師の職場の内訳
4,396

❸ 獣医師数の推移と動物病院の規模
獣医師数（獣医師法第22条の届出による）は、2010

16,203
7,825

年が35,379人であったのに対して、2020年は40,251
人と40,000人を超え、過去10年で4,500人程度増加し
ています。
このうち小動物診療施設に所属する獣医師は16,203
人で、公務員が9,481人、企業・団体などが7,825人、獣
医事に従事しない者が4,396人、産業動物診療が1,953
人という内訳になっています［図③］。

9,481

1,953

■ 小動物の個人診療施設 ■ 産業動物の個人診療施設
■ 公務員
■ 企業や団体
■ 獣医事以外
令和2年獣医師の届出状況
（獣医師数）
農林水産省
https://www.maﬀ.go.jp/j/tokei/kouhyou/zyui/
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動物病院の開設届出状況は、2008年が約10,000件であったのに対し、2020年には約12,247件と増
加しており、近年のペット飼育頭数の減少傾向に反して、動物病院の数は年々増加していることがわかりま
す。1施設当たりの獣医師の数は、3人以下である施設が大半を占めています。一方で、獣医師が10人以上の
施設は2.4%（302施設）あり、獣医師5〜9人の施設の割合よりも多くなっています。しかし、獣医師数が3
人以下の病院の割合は、2010年が93％だったのに対し、2020年は89％となっているのです。つまり、4人
以上の中規模から大規模の病院の割合が増加していることから、徐々に動物病院の大型化が進んでいる傾
向がうかがえます［図④］。
また、農林水産省の公表するデータから、政令指定都市や特別区がある都道府県に10人以上の獣医師が
いる大規模な病院が多く、人口の多い都道府県ほど大型の動物病院が多いということが分かっています。実
際に、動物病院で働く獣医師の分布を都道府県別にみると、東京都（約2,600人）と神奈川県（約1,580
人）が突出しており、次いで千葉県、埼玉県（いずれも1,000人前後）そして、大阪府と愛知県（いずれも
900人前後）に集中しています。

［図④］
1施設辺りの獣医師の数
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令和2年飼育動物診療施設の開設届出状況
（診療施設数）
農林水産省
https://www.maﬀ.go.jp/j/tokei/kouhyou/animal/
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❹ 人気犬種
アニコム損害保険株式会社が公表している「人気犬種ランキング2022」では、1位から順にトイ・プード
ル、チワワ、MIX、柴、ミニチュア・ダックスフンドとなっています（表１）。トイ・プードルは、12連続1位を獲得
し不動の人気を博しています。5位のミニチュア・ダックスフンドは、2021年で6位となり上位5位から一度は
外れましたが、ポメラニアンと入れ替わり、再度トップ5に返り咲きました。なお、ペットフード協会による犬の
種類別の頭数推計（2021年）では、柴犬がチワワを越して増えており、人気犬種内での順位入れ替わりが発
生しています。

（表1）
アニコム損害保険株式会社による
人気犬種ランキング2022※

ペットフード協会
犬 種類別の頭数推計

1位

トイ・プードル

トイ・プードル

2位

チワワ

柴

3位

MIX
（体重10㎏未満）

チワワ

4位

柴

ミニチュア・ダックスフンド

5位

ミニチュア・ダックスフンド

シー・ズ―

※ランキングは2021年１月１日から12月31日の間にアニコム損保のペット保険に
新規契約した０歳の犬、125,711頭の犬種を集計。

❺ 人気猫種
アニコム損害保険株式会社が公表している「人気猫種ランキング2022」では、1位であるスコティッシュ・
フォールドは堂々の14連覇（表２）。5位以内は昨年と同様の顔ぶれが並び、混血猫が3位から2位へ上昇しまし
た。ただ、ペットフード協会の頭数推計としては、雑種猫が依然として高く、その数は673万頭にものぼります。

（表2）
アニコム損害保険株式会社による
人気猫種ランキング2022※

ペットフード協会
猫 種類別の頭数推計

1位

スコティッシュ・フォールド

雑種猫

2位

混血猫

アメリカン・ショートヘア

3位

マンチカン

スコティッシュ・フォールド

4位

アメリカン・ショートヘア

マンチカン

5位

ノルウェージャン・フォレスト・キャット

ペルシャ
（チンチラ）

※ランキングは2021年１月１日から12月31日の間にアニコム損保の「どうぶつ健保」
に新規契約した０歳の猫、
55,319頭の猫種を集計。
出典：アニコム損害保険株式会社,人気犬種ランキング,人気猫種ランキング2022
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❻ 犬・猫の引き取りや処分の状況
人気の犬猫種が発表される一方で、飼い主さんが飼えなくなり引取られた動物や負傷動物等、地域や行政
に預けられる動物もたくさんいます。
「動物の愛護及び管理に関する法律」
（動物愛護管理法）では、昭和48
年の制定以降、法改正が4度おこなわれていますが、虐待や遺棄にかかわる罰則の強化や動物取扱業の適正
化をおこなうことでその引取り数や処分はこの10年だけでもかなり減っています（表3）。

（表3）
犬

猫

年度

引取り数

返還・譲渡数

殺処分数

引取り数

返還・譲渡数

殺処分数

2007年
（15年前）

129,937

29,942

98,556

206,412

6,179

200,760

2012年
（10年前）

71,643

33,269

38,447

137,745

14,858

123,400

2017年
（5年前）

38,511

29,955

8,362

62,137

26,967

34,854

2020年
（最新）

27,635

24,199

4,059

44,798

25,385

19,705

猫の取引数、返還・譲渡数、殺処分数

犬の取引数、返還・譲渡数、殺処分数
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殺処分数

犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況
（環境省自然環境局）
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2̲data/statistics/dog-cat.html

また、令和元年の動物愛護管理法の法改正では『獣医師による虐待等の通報が義務化』が追加されました。
令和2年6月に施行されたこの法律は、獣医師はその業務の際に、動物虐待や飼育放棄、みだりに殺された
と思われる死体等を見つけた場合は、都道府県知事やその他の関係機関に通報しなければならない、という
ものです。各地方自治体には通報用の窓口が設けられていますので環境省自然環境局のホームページを
チェックしてみてください。
地方自治体動物虐待等通報窓口一覧（環境省 自然環境局 総務課 動物愛護管理室）
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/3̲contact/reportcruelty/

7

!

動物病院インタビュー企画！ 第1弾！

開業16年目

千葉県 印西市

ミズノ動物クリニック
特別インタビュー！

2006年に開業し、2013年に移転をしたミズノ動物クリニック。
都心へのアクセスも良く、住みやすさランキング数年連続No.1に輝いた
印西市の千葉ニュータウン中央駅からほど近く、自然と街が程よくMixされた
場所にあります。昨年開業15年目を迎え、特別インタビューをおこないました。

（このインタビューは2021年夏におこなったものです）

Q. 水野院長が、獣医師を目指したきっかけを教えてください！
もともと牛が好きで牧場で働きたかったため畜産学科に入学しましたが、はじめて牧場実習に行った際に、
業務がそれは壮絶で挫折してしまいました。その時、当時の教授から製薬会社の安全性研究という、毒性試
験の仕事をしないかとお声がけいただき、3年間一般企業で働いていました。犬の病理解剖等をしていました
が働き続けるなかで獣医師としての夢を捨てきれず、動物の命を助けたいという気持ちが強くなり、製薬会社
を辞めました。1年浪人して猛勉強し、麻布大学獣医学科に入ることができ、再度獣医師を目指しました。

水野 浩茂 院長

一般企業でも働かれていたんですね！ほかの人にあまり無い経験だと思いますが
そうですね、最初は、社会人や浪人して大学に入ったことを遠回りしたなと感じていました。同級生より8歳も年上で入学したので、
『無駄なことしたなあ』と思っていました。しかし獣医師としてやっていくうちに、上下関係や付き合い方、人間関係を多く学びまし
た。その8年間では、獣医師になったことよりもそこで得たものによって、すごく成長したなあと今は思えます。

Q. 水野院長は、どのように働き先を探しましたか？
はじめの病院は先輩のところで3年働きました。2件目は研究室の大先輩のところに行きました。選んだ理由は、その院長先生の人間
性で、もともとよく知っている先生でしたのでその下で働きたいと思って選びました。

Q. どのような想いで開業されたのか、きっかけと運営についてお聞かせください。
勤務医時代の病院が動物看護師を大事にする病院だったのですが、私自身も看護師さんを大
事にする病院を作りたいと思ったことと、スタッフやメーカーさんも、関わるすべての人を幸せにし
てあげたいと思ったことです。
最初のうちは1人でやれる範囲で頑張っていましたが、雇い始めた１人目が、須郷先生でし
た。入ってきたときに（話していて気持ちのいい先生だな）という印象があり、その後、浅沼先生
が入ってきたり、様々なスタッフが入ってきたりしました。動物看護師も2人、3人、4人と、どんど
んスタッフが増えるたびに自分自身がすごく幸せだと感じ
るようになり、例えばスタッフがなにか出来るようになったとか、病院に来て笑顔で「働いてて
楽しいです」と言ってくれたことが、自分の幸せにすごく繋がっている、と感じるようになりまし
た。
今いるスタッフのために何が出来るのかと考えたときに、獣医学的なことも大事ですが環境を整
えてあげることによって、彼らがここで喜んで仕事をしてもらえたらいいなと考え、その想いから5
年前に病院を移転することにしました。
8

この移転の際は、理想となる病院を作るために、スタッフ全員で意見を出し合ったのですが、さらにスタッフから「ああしたい、こうした
い」というたくさんの意見が出てきたので、結果として2年前に増設もしました。ですのでスタッフの意思を尊重してこれからも病院運営
を続けていきたいと思います。彼らの声を聞きながら病院が成長していければ、これが自分自身の幸せにつながるのではないかなと思っ
て今もやっています。

Q. これから入社を希望されるスタッフさんに対して、伝えたいことはありますか？
自分の大好きな言葉ですが『限界を作るな』と。夢とか希望を無限に考えて仕事をしてほしいです。今のスタッフに伝えているのは、
『謙虚さを大事にしてほしい』ということと『人間らしさ』ですね。
『愛情・友情・やさしさ』を、スタッフや家族、飼い主さんや動物に対し
ても大事にしてほしいです。あと、うちのスタッフに足らないところなのが『ユーモア』です、お笑い！これはやっぱりこういう仕事だからこ
そユーモアが大事だと思っているので、それを大事にしてほしいなと思っています。 よろしくお願いいたします！
水野院長、ありがとうございました！開業医としての病院にかける思いや楽しさがとても伝わってまいります。
それでは、ここからは副院長の須郷先生にお話を伺います。よろしくお願いいたします！

Q. 須郷先生が、獣医師を目指したきっかけを教えてください！
こどもの頃から動物が好きだったので動物の医療に興味がありました。そのころに飼っていた猫に対して
（この子が病気になったときに何かできるのかな）、と考えて、獣医師を目指すことにしました。小さい頃はパ
イロットになりたかったこともあって中学のときに試験を受けたのですが、視力が悪くて落ちてしまいました。

Q. 須郷先生は、どのように働き先を探しましたか？

須郷 貴行 副院長

就職先を探すにあたって就職指導課に行ったり、出身地の千葉でいい病院を探したりして実習の申込をいく
つかしました。当院（ミズノ動物クリニック）に決めたのは、当時まだ病院自体が小さく、獣医師は院長1人だけのころに、
『小さい病院だ
からこそ密接に学べそう』と思ったことがポイントです。あと院長のまっすぐで熱心な人柄にも惹かれて入社しました。

Q. 勤務医としてどのようにして勉強されてきたかを教えてください。
最初の１，２年は院長と一緒に診察に入って実際の症例を見ながら学ばせていただき、セミナーに行ったり、専門誌を読んだりして知識
をたくさん自分のモノにしようと思って勉強していました。現在は、ジェネラリストとして広くいろんなことをやりたいという性格なので、
内科はもちろん一般診療、整形外科、骨折手術、軟部外科などいろいろやるようにしています。興味はたくさんあって飼い主様のニーズに
応えられるようにはしています。

Q. 須郷副院長は、どのような業務を中心にされていますか？
そうですね。当院には10人以上の獣医師がいるのですが、自分も診察をおこないながらほかの獣医師たちや看護師さんのフォローを
していくことが今の仕事です。アドバイスや相談にのることをしています。1年目の子が入ってきたときの対応としては、不安な部分を取り
除いてあげるような声かけや、病院の雰囲気をよくしていくように挨拶をすることを心がけています。

Q. 須郷先生から見るミズノ動物クリニックの魅力を教えてください。
チーム医療です。スタッフが一丸となって同じ方向を向いている。助け合う精神・声かけをする、飼い主様に対して声かけをする体制が
とれている、というところです。一番は、病院理念にもある『思いやりとホスピタリティ』を大切にしていて、医療技術はもちろんですが、
やはり飼い主様に安心していただき、気持ちよく帰っていただくことですね。

Q. 今後、どのような獣医師になっていきたいですか？
やはり飼い主様から診てもらって良かったといってもらえるような獣医師を目指しているので
いろんなことを勉強して、様々なケースに対応が出来る獣医師になりたいです。堅苦しくなく気
さくに話しかけてもらえるような間柄をもち、コミュニケーションを大事にしていきたいと思っ
ています。
須郷先生、ありがとうございました！コミュニケーションを大事にする院長、副院長の病院づくり
はとても楽しそうなイメージですね。それでは、次のページより、当時獣医師長から副院長になら
れた浅沼先生にもお話を伺っていきます。
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!

動物病院インタビュー企画！ 第1弾！
※浅沼先生は取材時、獣医師長でしたが現在は副院長になられました。

Q. 浅沼先生が獣医師をめざしたきっかけを教えてください！
きっかけはとても単純で『本当に動物が好きだから』です。動物が好きだから動物関係の仕事に就きたい、
動物関係の仕事に就くのであればまあ獣医師しかない、だろうと。獣医師の仕事は今でこそ公衆衛生分野で
の活躍があることも知っていますが、当時高校生だった僕にとっては【獣医師＝動物のお医者さん】というイ
メージが強くて、
『臨床獣医師になりたい』と思って今の職種を選びました。

Q. 浅沼先生はどのように働き先を探しましたか？

浅沼 大祐 副院長
（取材時は獣医師長）

私は帯広畜産大学だったのですが、研究室は4年からで【附属医療センター】という研究室に所属していました。
【動物のお医者さん】に
なりたいという想いになるべく近い研究室に行こうと決めたのがきっかけです。実際の臨床に触れて動物病院を見てみたいという気持ち
が強くなって実習にいきました。あまり多くはないのですが道内で2か所と、実際に働くイメージをして、実家のある千葉県内で2か所ほど
行きました。見てからいろいろ考えようかなと思っていましたが、ミズノ動物クリニックの考え方に惹かれてそのまま就職となりました。

Q. 働き方のなかで重視していることはなんでしょうか？
当院は一次診療病院ですが、どのような場所で働くかによって重要視する部分が変わってくると思います。例えば二次診療や専門医療
であれば論文を含めた知識の吸収というのが大事になってくると思いますが、一次診療の現場ではそういったものを多く活かせないと
思っています。ベストな治療ができないこともありますし、飼い主様の意向に沿った治療をしなければならないので。
その中でも最も重要視しているのは飼い主様との対話とホスピタリティです。どういった治療か、どこまでの治療を希望しているのか
を、早期に確認してあげて実行に移してあげなければ、手遅れになることや、こちらのひとりよがりの治療になります。または、最終的に
治ったけれど飼い主様は喜べなかったり、逆に治らなかったときに後悔ばかりが残っ
てしまうので飼い主様の意見を良く尊重して聞くよう実践しています。ですが、一次診
療内でももちろん知識を吸収することはとても大事だと思っています。実際3年目くら
いまでの駆け出しの頃はとにかく毎月、各出版社から発行される雑誌を読み漁って、
特定の分野を学ぶというよりはいろんな情報を身体に、目に入れるようにして「どこか
で見たことがある」ということを増やして、知識の幅を広げる努力をしていました。当
然、
（なんだろう？）と深く突き詰めたいこともありましたがなるべく広い範囲の治療
や病気を知ることが今後の為になると思って、本当に毎日のようにいろんな本や雑誌
を読んでいました。
私は最近はそういう機会は少なくなりましたが、自分の興味のある分野（循環器
系）に手を出したり、わからない症例に対して論文をしっかりと調べて普通の教科書に載っていない知識や最先端の知識を吸収していか
ないと治せない症例やうまくいかない症例も出てきているので、とにかく考えることを重要視してます。良くなった場合も、良くならな
かった場合も、それで終わらずに何が一番良かったのか、何をどうすれば良かったのかと、なるべく考えて次に繋げるような努力をしてい
ます。一生で診られる症例の数は限られていますし、その一つの症例から何症例分もの経験を得ないと、なかなか先に進めないのかなあ
と思っています。

Q. 浅沼先生から見るミズノ動物クリニックの魅力を教えてください。
病院の魅力はなんといってもスタッフの仲の良さです！よく業界では、休みの日はなるべく人と会わないとか、個人の友人と出かけたり
してスタッフと遊ばない人がほとんど無いのかなと思うのですが、当院は休みの日でも時間を合わせて出かけたり、コロナ禍で難しいこ
ともありますが、院内行事としてイベントをほぼ自主的に開いていて、そういった意味ですごく仲が良いのではないかなと思います。院長
もとてもおおらかな性格なので、病院全体で盛り上げていこう、というところはかなり強いと思います。須郷副院長も気さくで明るいの
でコミュニケーションは本当にとりやすい環境です。

Q. 浅沼副院長は、どのような業務をされていますか？
副院長としては、技術や知識をしっかりと後輩に伝えていって病院としての医療レベルを上げていくことを重要視しています。一次診
療だけれども、しっかりとした技術と知識をもって治療にあたろうということで、いまは僕が月1，2回ほど主催で院内セミナーを開催して
います。看護師や新人獣医師に向けて、貧血はなぜ起こるのかや、血液検査はどういうふうに読んだらいいのか、レントゲンはどういうふ
うに撮るのが一番いいのか等、話し合っています。症例相談にも乗りますし、カンファレンスのような形で、院内で起こった難しい症例や
１人では抱えきれない症例に対して、みんなで話し合ってより良い治療を相談する会を設けています。
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ミズノ動物クリニック

Q. 浅沼先生は今後どのような獣医師になっていきたいですか？
まず理想の獣医師像でというと、二次診療ほどの知識や技術がありながら、一次診療にしっかりと従事できる獣医師だと思っていま
す。個人的には専門的な知識や技術を持ってその病気しか見ないというのは自分の中の獣医師像とはかけはなれていて、いろんな病気を
見つけてあげて、どれが一番ベストなのかと獣医師が確認しないといけないため二次病院のような知識を持っていたいです。そういう知
識をフルに活用したジェネラリストとして、二次診療ではなく一次診療で働いていたい、常に寄り添っていたいというのはあります。
知らないことがあるより、知っていることがたくさんあって、飼い主様や動物のレベルに合わせた診療を提案したいのが理想です。

Q. 新人や中途の一緒に働く仲間としてどんなスタッフに来てほしいと思いますか？
一緒に働きたいのは、どんなことでも楽しくやってくれる人です。よく『獣医師は獣医師の仕事をしていればいい』と、言われることもあ
りますが、獣医師も掃除はしますし、雑用もします。雑用もすごく大事で、雑用と思ってやるのでは気分も落ち込んでしまうので、みんな
で頑張って楽しく早くやろういうのを目標に掲げていますので『何事にも楽しく、全力で取り組める人』に期待しています。一緒に働いて
いると、
（この人は頑張ってくれているから、自分も頑張ってくれている分恩返ししなきゃ）、という気持ちが芽生えるので、そういうスタッ
フと切磋琢磨できる関係になれたら、とても素敵だなと思っています。
学生の皆さんもおそらく自分のやりたいことがたくさん出てきて、楽しい未来が待っていると思うのですが、社会人になるとしんどい
ことや、自分の思っているようにいかないこともあると思います。一緒に笑いあえる仲間に恵まれると、日々の診察や仕事がとても楽しく
なって、そのやりがいが新しいことややりたいことを見つける、自分の原動力になってくれると思います。ぜひそういった病院を見つけて
ほしいですし、そういった気持ちでミズノ動物クリニックに来ていただけると嬉しいです。
浅沼先生、ありがとうございました！獣医師長としての信念をもって働かれている姿はカッコいいですね！
水野院長、須郷副院長、浅沼副院長、お忙しい中インタビューにお答えいただきありがとうございました！
このミズノ動物クリニックさんのインタビュー動画本編が次のQRコードから閲覧できます！

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

獣医11名、
看護師16名、
トリマー3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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獣医学生の
求人情報を掲載
2023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、就業場所は記載の住所と異なることや、従業員数は合計人数を表記していることがございます。

宮城県

地域密着型動物病院

東北

大崎市

月給：300,000円
募集職種

正社員
（無期雇用）

従業員数

獣1名、
看8名、
受付2名

勤務時間

9:00〜19:00、
9:00〜13:00

固定残業

なし

休

試用期間

3ヶ月

単独診療

単独手術

3ヶ月程度で開始

日

週休2日制(月平均8日)
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
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。
連絡先

あろう動物病院

特徴アイコン
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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）

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

米沢市

勤務時間 8:00〜17:00
11:00〜20:00

勤務時間 9:30〜19:30
固定残業 月16時間
(21,000円相当)
休

山形県

東 北・関 東

1.5次診療動物病院

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
WEB面接 可

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）

地域密着型動物病院
月給：300,000円

茨城県
守谷市

1.5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3名、
看8名、
受付・その他1名

従業員数 獣4名、
看11名、
受付・その他1名

勤務時間 9:00〜19:00

勤務時間 8:45〜19:00

固定残業 なし

固定残業 なし

休

休

日 完全週休2日制

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
特徴・資格 ▼獣医腫瘍科認定医2種
▼歯科レベルⅣ講義・
実習修了

守谷市はつくばエクスプレス線で秋葉原から約30分と都心に近い住
みやすい環境の街です。明るくアットホームな病院でありつつ高度な診
療が行える病院を目指しています。都市近郊型で様々な症例が来院す
るので経験豊富な獣医師のサポートのもとで一緒に学ぶことができま
す。外科・腎泌尿器科・腫瘍科・眼科に力を入れていますが他の分野を学
びたい方も協力いたします。詳しくはHPをご覧ください！

栃木県

宇都宮市

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 5ヶ月程度で開始

質の高い総合診療を提供することをモットーにしています。丁寧な身
体検査から画像診断力を駆使し、データの意味を理解し、からみあっ
た異常をひもといて治療に繋げられる獣医師になれるようサポートし
ます。

ゆりがおか動物病院

宇都宮東どうぶつ病院

茨城県守谷市百合ヶ丘2-2779-216
TEL：0297-45-1966
MAIL：info@yurigaoka-ah.com
鈴木 健太（麻布大学・第一外科学研究室）

栃木県宇都宮市中今泉4-3-22
TEL：028-683-2211
MAIL：east-vet@pb3.so-net.ne.jp
和田 幸典（麻布大学・内科学第一研究室）
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群馬県

人間関係が良い動物病院

高崎市

関東

月給：260,000円以上
募集職種

正社員
（無期雇用）

従業員数

獣4名、
看7名、
受付・その他1名

勤務時間

8:45〜19:00

休

日

単独診療

固定残業

週休2日制(月平均8日)
3ヶ月程度で開始

なし

試用期間

単独手術

3ヶ月

6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
▼獣医内視鏡外科手術・技術認定レベル1
▼国内獣医系大学院博士課程修了

動物に優しく、人に優しく、楽しく働ける職場作りを心がけてい
ます。診察内容は多岐にわたり、犬猫のプライマリーケアから高
度医療まで実施しています。エキゾチック動物の診療も行なっ
ています。現在、常勤獣医師4人、非常勤獣医師1人、アドバイ
ザー獣医師1人で、それぞれが得意分野を持って診察にあたっ
ております。着実に実力をつけたい人におすすめの環境だと思
います。
連絡先
あ

き

安藝動物病院

群馬県高崎市江木町1639-5
TEL：027-327-1155 MAIL：akiah-job@outlook.com
村端 健臣（日本大学・獣医解剖学研究室）

1.5次診療動物病院

群馬県
高崎市

月給：270,000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6名、
看11名、
受付・その他6名

従業員数 獣15名、
看17名、
受付・その他14名

勤務時間 8:30〜20:00

勤務時間 8:30〜19:30

休

埼玉県
上尾市

固定残業 月40時間
(72,000円相当)

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9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 6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
▼歯科レベルⅠ〜Ⅳ講義・実習修了
（日本小動物歯科研究会会長）
▼動物循環器認定医
▼国内獣医系大学院博士課程修了

「ペットの健康のためにできること」の最善策を試行錯誤しています。
常に最新の機器を揃えて、検査や治療、手術などを行っています。病
院横にCT(64列)、オペ室、診察室を兼ね備えた高度医療センターを
新築中。2022年完成予定！また、早い段階から基礎を身に付け、自分
の伸ばしたい分野のスキルアップをサポート致します。

「心と心のふれあいを大切に」を開院当初からの理念とし、常に患者
様の立場で考えインフォームド･コンセントを大切に質の高い医療
サービスを提供できる病院を目指しています。先輩獣医師のフォロー
のもと安心して取り組める体制です。月に1回のスタッフミーティング
を実施し、みんなで意見を出し合いながら行動しています。

アルプス動物病院

フジタ動物病院

群馬県高崎市芝塚町1793-15
TEL：027-322-1286
MAIL：ys.alps811@gmail.com（人事担当：関根 夕香梨）
関根 敦（日本大学）

埼玉県上尾市春日1-2-53
TEL：048-775-3338
MAIL：fujita@vet.ne.jp
藤田 桂一（日本獣医生命科学大学）

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次診療動物病院

三郷市

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4名、
看10名

従業員数 獣5名、
看9名、
受付・その他1名

勤務時間 8:00〜19:00

勤務時間 8:30〜19:00
8:30〜17:00

固定残業 月20時間
(30,000円相当)
休

埼玉県

富士見市

関東

月給：280,000円以上

埼玉県

固定残業 月44時間
（69,500円相当）

日 月10日(シフト制)または
完全週休2日制(月・木)

休

試用期間 3ヶ月

日 週休2日制
(月平均8日)

試用期間 1ヶ月

単独診療 3〜6ヶ月
（能力次第）

単独診療 3ヶ月程度で開始

単独手術 5〜8ヶ月
（能力次第）

単独手術 5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
▼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

特徴・資格 ▼歯科レベルⅠ
・
Ⅱ講義・
実習修了
WEB面接 可

（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。

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。

くみ動物病院

みずほ台動物病院

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

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

夜間対応動物病院
月給：350,000円

教育センター 大学院所属/北里大学・伝染病研究室）

埼玉県
熊谷市

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3名、
看4名

従業員数 獣5名、
看7名、
トリマー2名

勤務時間 19:00〜3:00
21:00〜5:00

固定残業 月10時間
(20,000円相当)

休

休

日 週休2日
(月平均8日)

試用期間 3ヶ月

試用期間 2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 3ヶ月程度で開始

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）

飯能市

勤務時間 8:30〜19:30

固定残業 月20時間
(130,000円相当)
日 週休2日制
(月平均13日)

埼玉県

本院と分院の2施設で診療を行っています。一次診療施設ですが、循
環器認定医常勤、外部依頼獣医師の定期診療、外科医を招いての手
術など、多くの経験が得られると思います。正社員、パートどちらも
可。気軽に見学に来てください。

熊谷夜間救急動物病院

ベル動物病院

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）

埼玉県飯能市双柳694−1
TEL：042-972-9018
MAIL：bellah@aol.jp
鈴木 勝（日本大学）
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1次診療動物病院

埼玉県

関東

戸田市

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4名、
受付・その他2名

従業員数 獣5名、
看7名

勤務時間 8:45〜19:00
8:45〜18:00

固定残業 月20時間
（30,000円相当）

船橋市

勤務時間 8:30〜18:30

固定残業 なし
休

千葉県

休

日 週休2日制
（月平均8日）

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 3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 3ヶ月程度で開始
特徴・資格 ▼動物循環器認定医

当院では戸田市にねざしたホームドクターとして診療に従事しており
ます。言葉の話すことのできない動物たちが発する小さなサインを
感じ取り、飼い主様の想いに寄り添って、動物と飼い主様のために一
緒に頑張っていただける仲間を募集しています。週4日勤務やパート
勤務を希望する方も歓迎いたします。お気軽にご連絡ください。

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！

ペコ動物病院

おおさき動物病院

埼玉県戸田市下前2-11-18
TEL：048-456-6696
MAIL：skeroro@hotmail.co.jp
佐藤 栄一（北海道大学・病理学研究室）

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）

地域密着型動物病院

千葉県

木更津市

月給：270,000円

福利厚生充実型動物病院
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3名、
看5名、
受付・その他3名

従業員数 獣6名、
看8名、
受付・その他1名

勤務時間 8:30〜19:00

勤務時間 8:30〜19:00

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)

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

佐倉市

固定残業 月42時間
(70,000円相当)
休

試用期間 3ヶ月

千葉県

日 週休2日制
(月平均8日)

試用期間 3ヶ月
単独診療 4ヶ月程度で開始
単独手術 6ヶ月程度で開始
WEB面接 可

WEB面接 可

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。

木更津みき動物病院

ユーカリが丘動物病院

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）

千葉県佐倉市ユーカリが丘1-3-18
TEL：043-462-8500
MAIL：momotoyasu@gmail.com
中村 泰之（日本獣医生命科学大学）

特徴アイコン
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スタッフが働きやすい環境を維持できるように常に考えています。そ
の中でもお給料は重要だと考えています。固定残業制を導入してい
るのは、繁忙期、閑散期を通じてお給料が一定化するためです。固定
残業を超えるような長時間労働は滅多にありませんが、固定残業を超
過した分は、計算して追加されます。お昼時間も労働時間に含まれま
れますので、時間が無駄になることはありません。

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

千葉県

1.5次診療動物病院

鎌ケ谷市

月給：270,000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

関東

習志野市

月給：300,000円

千葉県

1次診療動物病院

募集職種 正社員
（無期雇用）
従業員数 獣2名、
看7名、
受付・その他10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 6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

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。週1日、4時間〜可のパートも募集中。時給1800円
〜
（経験により）詳細はお問合せください。

2020年3月に鎌ケ谷駅直近に移転致しました！犬・猫・うさぎ・フェレッ
ト・ハムスター・鳥など多岐にわたる種類の動物の診療、検査、治療、手
術を行っておりますので、色々な経験が積めると思います。新卒の方
は、数ヶ月の研修ののち診療に出ていただき、実際に経験することに
よってスキルアップを目指しましょう！もちろん指導医が一緒に行いま
すので、安心してください。

習志野動物医療センター りょう動物病院

北総どうぶつ病院

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）

千葉県鎌ケ谷市道野辺中央2-7-15
TEL：047-444-7712
MAIL：hokusou̲ah@amail.plala.or.jp
上總 慶則（東京農工大学・微生物学研究室）

千葉県

1.5次診療動物病院

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18名、
看18名、
トリマー6名、
受付・その他20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

※各地域に分院があり就業場所は応相談となります

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

1.5次診療動物病院

関東

柏市

月給：300,000円以上
募集職種

正社員
（無期雇用）

従業員数

獣4名、
看7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

月9日
（シフト制）

日

試用期間

3ヶ月

単独診療

単独手術

3ヶ月程度で開始

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/
連絡先

緑ヶ丘動物病院

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）

千葉県

1.5次診療動物病院

市原市

月給：300,000円
募集職種

正社員
（無期雇用）

従業員数

獣5名、
看11名、
受付・その他17名

勤務時間

8:30〜19:30

固定残業

なし

休

週休2日制(月平均8日)

日

試用期間

3ヶ月
（適性に応じて短縮有）

単独診療

3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
連絡先

姉ヶ崎どうぶつ病院

特徴アイコン
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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）

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

匝瑳市

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4名、
看9名

従業員数 獣2名、
看8名

勤務時間 9:00〜18:00

勤務時間 9:00〜19:00
10:00〜20:00

固定残業 なし

固定残業 なし

休

休

日 週休2日制
（月平均9日）

関東

月給：290,000円

千葉県

日 週休2日制
(月平均8日)

試用期間 6ヶ月

試用期間 なし

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 1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
▼歯科レベルⅠ〜Ⅳ講義・実習修了
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。

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。

いいぐら台動物病院

木場きたむら動物病院

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

地域密着型動物病院

練馬区

月給：288,000円
募集職種

正社員
（無期雇用）

従業員数

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）

日

試用期間

3ヶ月

単独診療

単独手術

10ヶ月程度で開始

獣4名、
看5名

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）向上の実現に向けて一緒にがんばりましょ
う！休日は年間休日の他、有給休暇10日／年、季節休暇6日有。
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

1.5次診療動物病院

関東

目黒区

月給：250,000円

月給：286,000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9名、
トリマー8名

従業員数 獣1名、
看2名、
トリマー1名

勤務時間 8:30〜20:00

勤務時間 8:30〜19:00

固定残業 月20時間
（32,000円相当）

固定残業 月20時間
(36,000円相当)

休

休

日 週休2.5日制
（月平均10日）

大田区

日 週休2日制

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

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。

ホームドクターとして地域密着型の一般診療を行う傍ら、画像診断、眼
科診療、歯科診療に重点をおいています。飼い主様とのインフォーム
ドコンセントを大切にし、動物と飼い主様にとって今現在考えられる最
善の治療法を提案することをモットーとしています。新卒獣医師でも、
診療や診断、手術ができるようにサポートしていきたいと思います。見
学実習も随時受け付けています。ご連絡お待ちしております。

目黒洗足動物病院

大岡山動物病院

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）

東京都大田区北千束3-29-8ミ
トミビル1階
TEL：03-6451-7016
MAIL：wataru-hareroi@kyf.biglobe.ne.jp
土持 渉（麻布大学）

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

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5名、
受付・その他4名、
トリマー1名

従業員数 獣2名、
看5名、
受付・その他3名

勤務時間 9:00〜19:00

勤務時間 8:30〜19:30
8:30〜12:30

固定残業 なし

固定残業 なし

休

休

日 完全週休2日制
(月平均8日)

試用期間 3ヶ月
（給与変更なし）

単独診療 3ヶ月程度で開始

単独診療 4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

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、家賃補助有り(家賃１５万までの
70%を補助）、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。

みやの森どうぶつ病院

東京都葛飾区金町2-29-6 KACビル
（本社）

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）

TEL：03-3609-7517 MAIL：kacoﬃce1106@gmail.com
増田寿子（酪農学園大学）

町田市

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。

金町・永代橋アニマルクリニック
※各地域に分院があり就業場所は応相談となります

東京都

日 週休2.5日制
（月平均10日）

試用期間 3ヶ月

特徴アイコン

東京都

試用期間 6ヶ月

試用期間 3ヶ月
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1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

東京都

地域密着型動物病院

募集職種

正社員
（無期雇用）

従業員数

獣22名、
看32名、
受付・その他6名

勤務時間

10:00〜20:00

固定残業

月10時間(20,000円相当)

休

週休2日制(月平均8日)

日

試用期間

3ヶ月

単独手術

7ヶ月程度で開始

関東

八王子市・小金井市・稲城市・町田市

月給：290,000円

9:00〜21:00

単独診療

3ヶ月程度で開始

グループ計7病院が東京、神奈川にあります。若いスタッフが
多く、一緒に向上でき、楽しく働き甲斐のある環境です。定期
的に行われる院内セミナーでは各病院の交流もあり、設備や
福利厚生、学びの場も充実しております。獣医師・看護師、オー
ナー様やペットも巻き込んでより良い絆づくりを目標にしてい
ます。当院のホームページ内にある採用情報ページの「実習
応募フォーム」からもお申込みできます。実習のお問合せお待
ちしております。
連絡先

東京都八王子市みなみ野1-7-3 フレスポ八王子みなみ野1F
※各地域に分院があり就業場所は応相談となります

ALLONE動物病院グループ
1.5次診療動物病院

TEL：042-683-1010 MAIL：recruit@allone-ah.co.jp
細川 範子（酪農学園大学・繁殖学研究室）

神奈川県

月給：280,000円

横浜市

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：280,000円

従業員数 獣4名、
看3名

固定残業 月14時間
（30,000円相当）

勤務時間 8:15〜19:15

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

固定残業 月32時間
（54,000円相当）
休

日 週休2日制
(月平均9日)

単独手術 6ヶ月程度で開始

試用期間 3ヶ月

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
▼東京医科歯科大大学院博士課程修了
▼獣医アトピーアレルギー免疫学会
技能講習合格
▼酪農学園大学 大学院博士課程修了
（循環器）

単独診療 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。

川崎市

募集職種 正社員
（無期雇用）

勤務時間 8:30〜18:30

休

神奈川県

単独手術 3ヶ月程度で開始

患者である動物たちにとっても飼い主様にとっても過不足のない医
療を提供することをモットーに診察しています。そのために丁寧な診
察と説明を心がけています。スタッフが働きやすさとやり甲斐を感じ
ながら働けるような環境作りにも努めていますので、一度見学、実習
にいらしてください。

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）
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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
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）

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）向上の実現に向けて一緒にがんばりましょ
う！休日は年間休日の他、有給休暇10日／年、季節休暇6日有。
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

1.5次診療動物病院

新潟県
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

勤務時間 8:30〜18:00
休

新潟市

勤務時間 8:30〜19:00
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

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。

WEB面接 可

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）

特徴アイコン

新潟県

固定残業 なし

固定残業 なし
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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

ワークライフバランス重視動物病院

富山市

1.5次診療動物病院
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4名、
看14名
受付・その他2名

従業員数 獣9名、
看12名、
トリマー6名、
受付・その他1名

勤務時間 8:40〜19:00
8:40〜17:30

長野県

安曇野市

中部

月給：280,000円

富山県

勤務時間 8:30〜20:00

固定残業 月20時間
（35,000円相当）

固定残業 19時間
（33,000円相当）

休

休

日 週休2日制
(月平均8日)

日 週休2日制

試用期間 2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 2ヶ月程度で開始

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
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。

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。

チェルシーアニマルクリニック

リーフ動物病院

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）

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）

人間関係が良い動物病院
月給：280,000円

長野県
佐久市

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2名、
看9名、
受付・その他5名

従業員数 獣9名、
看18名、
受付・その他8名

勤務時間 8:30〜17:30
10:30〜19:30
8:30〜19:30

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

固定残業 なし
休

日 週休2日制
(月平均8日)

試用期間 6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

しっかり働いて、
しっかり遊びたい人にぴったりな病院です。専門医の
教育を受けながら、興味のある分野は集中的に伸ばすことができま
す。オフは自然の中でゆったりと息抜きをすることができます。特にア
ウトドアに関連した遊びはいくらでも楽しめます。近くに岩場もジムも
あり、クライミングは自分が教えることができます。温泉もお酒も楽
しめます。最高の環境で最高の仲間と一緒に成長しませんか！もちろ
ん有休消化率は100%です。

静岡県
島田市

固定残業 なし
休

日 週休2日制
(月平均10日)

試用期間 3か月
単独診療 3か月程度で開始
単独手術 6か月程度で開始
特徴・資格 ▼獣医腫瘍科認定医2種
WEB面接 可

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。

あおぞら動物病院

渡辺動物病院

長野県佐久市本新町216-15
TEL：0267-63-1255
MAIL：aozora@be.wakwak.com
増山 浩一（岩手大学・寄生虫病学研究室）

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）
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静岡県

ワークライフバランス重視動物病院

静岡市

中部

月給：300,000円
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

勤務時間

8:00〜19:00、
8:00〜18:00

固定残業

なし

試用期間

3ヶ月

単独診療

6ヶ月程度で開始

休

日

週休2日制(月平均8日)
単独手術

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
WEB面接 可
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、新卒者でも自分のペースで成長できます。私生活との
バランスを取れるように、1年を通じて残業がほとんどない体制
を整えています。交通費支給、セミナー費用補助あり。お気軽に
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
連絡先

やまと動物病院
1.5次診療動物病院
月給：350,000円以上

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
駿東郡

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

愛知県

名古屋市

募集職種 正社員
（無期雇用）
従業員数 獣8名、
看10名、
受付・その他5名

募集職種 正社員(無期雇用)

勤務時間 9:00〜20:00

従業員数 獣13名、
看15名

固定残業 月40時間
(80,000円相当)

勤務時間 9:00〜12:00
（午前3時間）
16:00〜20:00
（午後4時間）

休

日 週休2日制
(月平均9日)

固定残業 なし

試用期間 3ヶ月
単独診療 6ヶ月程度で開始
単独手術 12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
▼日本獣医皮膚科学会 認定医
WEB面接 可

日 週休2日制
(月平均8日)

試用期間 1ヶ月以内
単独診療 1ヶ月程度で開始
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。見学・実習の際は交
通費、宿泊費補助もありますので 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）

特徴アイコン
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休

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

愛知県

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(33,500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

中部

名古屋市

月給：300,000円以上

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
1次診療動物病院
月給：300,000円

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）

愛知県

名古屋市

1次診療動物病院
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2名、
看8名、
受付・その他1名

従業員数 獣1名、
看2名、
受付・その他4名

勤務時間 8:30〜20:30
8:30〜12:30

勤務時間 8:30〜19:30

固定残業 なし

固定残業 月25時間
(50,000円相当)

休

休

日 週休2日制
(月平均8日)

瀬戸市

日 週休2日制
(月平均8日)

試用期間 1ヶ月以内

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 6ヶ月程度で開始

単独手術 4ヶ月程度で開始

WEB面接 可

WEB面接 可

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。

愛知県

飼い主様とのコミュニケーションを大切にし、一つ一つの患者様と
向き合い治療をするというコンセプトに基づき日々診療を行ってい
ます。新卒の方も将来開業を目指す方も自分のペースで診療をして
いただける場を作ります。2022年秋に新病院に移転します！新し
い病院で一緒に成長していきましょう。お気軽にご連絡ください。
見学も大歓迎です。

希望ヶ丘動物病院

陶のまち動物病院

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）

愛知県瀬戸市共栄通5-35
TEL：0561-65-3111
MAIL：contact@tounomachi-ah.com
伊藤 卓哉（北里大学・微生物学研究室）
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中 部・近 畿

1.5次診療動物病院

愛知県
新城市

月給：240,000円

人間関係が良い動物病院
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5名、
看5名

従業員数 獣5名、
看8名、
トリマー5名

勤務時間 8:30〜19:30

あま市

勤務時間 8:00〜19:30

固定残業 なし
休

愛知県

固定残業 30時間
（47,100円相当）

日 週休2日制
（月平均8日）

休

試用期間 1ヶ月以内
単独診療 1ヶ月以内で開始

日 週休2日制
（月平均9日）

試用期間 1ヶ月以内

単独手術 1ヶ月以内で開始

単独診療 3ヶ月程度で開始

WEB面接 可

単独手術 2ヶ月程度で開始
WEB面接 可

愛知県東三河にて長年開業しております。入社後1週目から診察手術
の経験を積むことができ、多くの開業獣医師が巣立っていきました。新
卒の方にも初年度手術100例を目標に実践を積んでもらいます。いち
早い外科経験が臨床獣医師としての意欲と自信に繋がると信じていま
す。残業も少なく、有給も自由にとれる勤務体制で個別指導の時間や自
分の時間を確保できる環境作りに努めています。社会保険完備、賞与
年２回(計4.5ヶ月分)、夏季冬季休暇あり。

開院して6年、名古屋駅へ車で20分程の便利な場所にあります。より
良い獣医療を提供するためには、皆で成長し、働く側も幸せでなけれ
ばならないと考えています。職場の人間関係も良好で、皆が意見を出
し合い、良いと思った事をどんどん取り入れています。毎日の診療終
了後にはカンファレンスをおこない、情報の共有や相談の時間を設け
ています。月1回院内勉強会あり。住宅手当支給（上限2万円）あり。
ぜひ見学へいらしてください。

金沢獣医科

あま動物病院

愛知県新城市字中野56-1
TEL：0536-22-0601
MAIL：vet-̲kana@siren.ocn.ne.jp
金澤 賢一（麻布大学・放射線学研究室）

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）

地域密着型動物病院

京都府
京都市

月給：350,000円

地域密着型動物病院
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

日 週休2日制
(月平均8日)

大阪府
大阪市

固定残業 月25時間
(50,000円相当)
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！

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）

特徴アイコン
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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。

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

ワークライフバランス重視動物病院

堺市

堺市

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4名、
看7名

従業員数 獣5名、
看5名、
受付・その他1名

勤務時間 8:30〜20:00
8:30〜18:30
8:30〜12:30

勤務時間 9:00〜21:00
固定残業 月10時間
(60,000円相当)

固定残業 月20時間
(38,000円相当)
休

大阪府

1.5次診療動物病院

近畿

月給：298,000円

大阪府

休

日 週休2.5日制
(月平均12日)

日 週休2日制
(月平均10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 3ヶ月程度で開始

単独手術 2ヶ月程度で開始

単独手術 7ヶ月程度で開始

WEB面接 可

WEB面接 可

これからは犬猫の診察数が減ってくる時代がきます。その点エキゾ
チックアニマル外来はしばらくは維持できる見通しです。ジェネラリス
トとしてキャリアを積む上で避けて通れないエキゾ診察を一緒に極め
てみませんか。先輩たちが優しくサポートして診察できるようにフォ
ローします。少しでも気になれば気楽に実習のご相談ください。まず
はZoom面談からもOKです。

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。

つむら動物病院

関西エキゾチック動物医療センター

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）

大阪府堺市中区深井北町117-3-101
TEL：072-276-3555 MAIL：togenshushou@gmail.com
藤原 秀将（大阪府立大学）

キキ動物病院

大阪府

人間関係が良い動物病院

堺市

月給：250,000円
募集職種

正社員
（無期雇用）

従業員数

獣1名、
看6名

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

週休2日制(月平均9日)

日

単独診療

2ヶ月程度で開始

試用期間

単独手術

3ヶ月

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。
連絡先

アウル動物病院

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）
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1.5次診療動物病院

大阪府

ワークライフバランス重視動物病院

近畿

吹田市

月給：300,000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8名、
看9名、
受付・その他2名

従業員数 獣2名、
看5名

大東市

勤務時間 9:00〜19:30
（平日）
9:00〜15:00
（土日）

勤務時間 8:30〜19:00
固定残業 月45時間
(73,000円相当)
休

大阪府

固定残業 なし
休

日 週休2日制
(月平均8日)

日 完全週休2日制
（祝日休み）

試用期間 3ヶ月

試用期間 6ヶ月

単独診療 2ヶ月程度で開始

単独診療 12ヶ月程度で開始

単独手術 2ヶ月程度で開始

単独手術 12ヶ月程度で開始
特徴・資格 ▼歯科レベルⅠ〜Ⅲ
講義・実習修了
WEB面接 可

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。

「オネスティ(正直、誠実)」を基本理念とし地元大阪・吹田で４０年以上
地域に寄り添ってきた動物病院です。地域の医療を担う1.5次病院と
して日々研鑽しながら、専門病院とも連携をとり、診療にあたっていま
す。また本院にはすでにお子さんを持つママさん獣医師が多数在籍
しており、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。

小儀動物病院

わたなべ動物病院

大阪府吹田市高城町17-3
TEL：06-6319-0766
MAIL：n.ogi.london@gmail.com
小儀 昇（酪農学園大学・外科学研究室）

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

地域密着型動物病院

加東市

月給：300,000円
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2名

勤務時間

8:30〜20:00

固定残業

月33時間(50,000円相当)

休

週休2日制
（月平均9日）
（水曜休診、
日祝日午後休診）

日

試用期間

3ヶ月
（適正に応じて短縮あり）

単独診療

1〜3ヶ月で開始

単独手術

3〜6ヶ月で開始

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。積極的に手術
にも参加していただきます。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？
各種社会保険完備、有給休暇、賞与あり
連絡先

アリス動物病院

特徴アイコン
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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）

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：260,000円

兵庫県
神戸市

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、
受付・その他4名

従業員数 獣3名、
看10名

岡山県
岡山市

勤務時間 8:30〜19:00
8:30〜17:30
8:30〜12:30

勤務時間 8:30〜17:30
固定残業 なし
休

近畿・中国・四国・九州

地域密着型動物病院

固定残業 月20時間
(30,000円相当)

日 週休2日制
(月平均8日)

休

試用期間 3ヶ月
単独診療 3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 6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

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。

当院への就職に伴う引っ越しに対して最大15万円まで補助金を支給
します。2022年度には病院規模を 拡大し、80列CTスキャンや手術
用顕微鏡を完備した地域の中核病院へとリニューアルします。獣医師
には1人1台デスクを準備しており、勉強しやすくストレスの少ない職
場となっています。

ACS動物外科クリニック

若葉会動物病院

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

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）

人間関係が良い動物病院
月給：305,000円

香川県
高松市

1.5次診療動物病院
月給：310,000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12名、
その他12名

従業員数 獣3名、
看9名

勤務時間 9:30〜19:00
（月〜土）

勤務時間 8:30〜18:00

固定残業 月40時間
（75,000円相当）

固定残業 月20時間
（40,000円相当）

休

日 月8日程度

試用期間 3ヶ月
単独診療 1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
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。

休

福岡県
田川市

日 週休2日制
(月平均10日)

試用期間 3ヶ月
単独診療 1ヶ月程度で開始
単独手術 3ヶ月程度で開始
特徴・資格
▼JAHA認定総合臨床医
▼歯科レベルⅠ〜Ⅲ講義・実習修了

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。

すざき動物病院

たがわ動物クリニック

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）

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

29
11

四 国・九 州

徳島県

地域密着型動物病院

徳島市

月給：280,000円以上
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

勤務時間

8:30〜19:30

固定残業

月44時間(50,000円相当)

休

完全週休2日制

日

単独診療

試用期間
単独手術

3ヶ月程度で開始

特徴・資格 ▼JAHA認定外科医

3ヶ月

5ヶ月程度で開始

▼JAHA認定総合臨床医

WEB面接 可
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。
連絡先

ルドルフどうぶつ病院

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）

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

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

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

特徴アイコン
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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）

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

ワークライフバランス重視動物病院

熊本市

1次診療動物病院
月給：260,000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6名、
看10名、
受付・その他1名

従業員数 獣3名、
看6名
固定残業 月40時間
（60,000円相当）

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)

日 週休2日制
(月平均9日)

試用期間 2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 3ヶ月程度で開始

単独手術 2ヶ月程度で開始

単独手術 2ヶ月程度で開始

特徴・資格

特徴・資格 ▼国内獣医系大学院博士課程修了

▼獣医腫瘍科認定医2種
（一般社団法人 日本獣医がん学会）

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。

WEB面接 可

症例多く、外科・内科問わず臨床医として十分な経験が積めます。興
味ある学会・セミナーなどの参加支援を積極的に行い、勉強できる環
境を提供しています。飼い主様には来院しやすく、スタッフには働きや
すい環境を共に目指して頑張りましょう。穏やかな九州大分であなた
の力を存分に発揮してください。

さくま動物医療センター

隼人どうぶつ病院

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）

大分県大分市横尾4213-2
TEL：097-524-3411
MAIL：hayatoac@ina.bbiq.jp
添田 健作（鹿児島大学・病理学研究室）

1次診療動物病院
月給：280,000円

大分県
大分市

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1名、
看5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
固定残業 月10時間
(25,000円相当)
休

大分市

勤務時間 9:00〜19:00

勤務時間 8:30〜19:00(月〜金)
8:30〜17:00(土)
8:30〜12:00(日)

休

大分県
九州

月給：270,000円

熊本県

日 週休2日制
(月平均9日)

試用期間 6ヶ月
単独診療 1ヶ月程度で開始
単独手術 3ヶ月程度で開始
WEB面接 可

2020年開業。飼い主様・患者様だけでなくスタッフも無理なく幸せ
になれる病院を目指しています。診療は1日30-40件、手術は1ヶ月
30-40件程度。単独での診療や手術も積極的に行なっていただきま
す。セミナー等の勉強の支援は一切惜しみません。地域の中核病院に
なれるよう設備投資も積極的に行なっています。雇用条件は人当たり
の良い人です。一緒に楽しく働いてくれる方を探しています。

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

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に指導いただいています。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。賞与支給あり。

尾石動物病院

川畑動物医療センター

大分県大分市東津留1-1-21
TEL：097-507-5718
MAIL：oishi.animal.clinic@gmail.com
尾石 貫太（日本大学・外科研究室）

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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動画で オンライン面接対策出来ていますか？
わかる！

トラブル対策＆
コミュニケーションの注意点

スマホで
カンタンチェック！▼

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・髪型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

❶トラブル対策

❶

❷コミュニケーションの注意点

❷

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！

#

公式SNS

Twitter、Instagramにて獣医師・動物看護師を目指す方に、就職活動のお役立ち情報や
求人情報をつぶやいています♪ フォローお待ちしています！

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

■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

1999年

2012年

2015年

2015年

2018年

2018年

2024年

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

小学校

中学校

卒業

卒業

入学

卒業

入学

卒業（6年制）

平成11年

平成24年

平成27年

平成27年

平成30年

平成30年

令和6年

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

生年

高等学校

大学
卒業（6年制）

和暦
生年

高等学校

大学
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株式会社エデュワードプレス
東京都町田市森野1丁目27-14 サカヤビル2階
株式会社VCLは、2022年3月1日より、株式会社エデュワードプレスと合併いたしました。
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獣医療業界専門 就職・採用 新サービス

（エデュワンキャリア）

2022年4月
START!

獣医療現場を支える出会いを

求人サイトです。

EDUONE Careerは、獣医療出版社のエデュワードプレスが運営する獣医療従事者のための

EDUONE Careerで�人�人のロードマップをみつけましょう
自分の将来像をイメージしてどんな動物病院があるか探してみましょう

獣医療現場のさまざまな職種で
求人情報をお探しの方にご利用いただけます

新卒の方
既卒の方

獣医学生
獣医師

動物看護学生
動物看護師

トリマー学生

トリマー

病院受付、事務

想いをつなげて自分に合った環境をさがす

想いや専門性を共有して、自分らしく働ける環境と出会いましょう

希望の企業（動物病院）に、気軽に連絡♪
チャット機能があるので、気になる掲載企業・病院への質問や連絡もカンタンです。
見学や実習希望も気軽にしてみましょう！
応募書類のやりとりがスムーズにできます。

いいね機能で簡易マッチング
気になる求人にいいねをすると、求人掲載企業からも返ってくることがあります。
いいねをもらったら応募を検討してみましょう♪
（※いいね機能で求人提供者に名前や学歴等の個人情報が開示されることはございません）

自分に合った動物病院が探しやすい！特徴検索
福利厚生充実、柔軟にキャリアプランを考えられる、研修制度あり、学習支援を積極的に
行っている、地域に身近な存在、2 次診療に特化、専門性が高い、少人数制、
アットホームな雰囲気等 さまざまな特徴で検索が可能です！
34

EDUONE Career登録はカンタン�ステップ！

いますぐ無料登録して求人情報を見てみよう♪

STEP1

https://career.eduone.jp/

EDUONE Careerへ！

右上のQRコードかURLより、ホームページへアクセス。
緑の新規会員登録ボタンを押してください。

STEP2

会員登録の方法は�種類
お好きな方をご選択ください。

①EDUONE Pass会員情報での利用登録
EDUONE Passとは？

エデュワードプレス社が運営しているWebサービス。
EDUONE Careerのほか獣医療学習サービスを
同一アカウントで利用することができます。

②EDUONE Careerのみの利用登録

EDUONE Passに登録せずともご利用いただけます♪

STEP3

必要情報を登録したら完了！

プロフィールや希望条件、自己PR等をご登録ください。

さらに、
くわしい希望条件や自己PRを
入力するとおすすめ求人情報が
表示され、探しやすく、気になる
求人への応募もしやすくなります！

必要情報だけを入力すればあとから
マイページ内でも入力や修正ができます！

〒194-0022 東京都町田市森野1-27-14 サカヤビル2階
求人事業部専用 TEL：042ｰ707-6113 Mail：career@eduone.jp

https://career.eduone.jp/ah
求人掲載をお考えの動物病院様へ
詳細は上記QRコードより
ご確認ください。

同じ担当者が運営・管理をしています！
2022年3月1日よりHippo-Worksの運営元は株式会社エデュワードプレスに変更となりました。
EDUONE Careerも同じ担当者が求人情報の管理をしていますので安心してご利用いただけます。
Mail：inquiry@hippos.co.jp
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株式会社エデュワードプレス

（エデュワンキャリア）

獣 医 療 現 場 を 支 える 出 会 い を
EDUONE Careerで�人�人のロードマップをみつけましょう
自分の将来像をイメージしてどんな動物病院があるか探してみましょう

獣医療現場のさまざまな職種で求人情報をお探しの方にご利用いただけます
獣医学生

既卒の方

獣医師

動物看護学生
動物看護師

トリマー学生

トリマー

病院受付、事務

想いをつなげて自分に合った環境をさがす

想いや専門性を共有して、自分らしく働ける環境と出会いましょう

W
‑ orks 編集部

チャット機能があるので、気になる掲載企業・病院への質問や連絡もカンタンです。
見学や実習希望も気軽にしてみましょう！
応募書類のやりとりがスムーズにできます。

いいね機能で簡易マッチング

自分に合った動物病院が探しやすい！特徴検索
福利厚生充実、柔軟にキャリアプランを考えられる、研修制度あり、学習支援を積極的に行っている、
地域に身近な存在、2次診療に特化、専門性が高い、少人数制、アットホームな雰囲気等
さまざまな特徴で検索が可能です！

同じ担当者が運営・管理をしています！
https://career.eduone.jp/ah
求人掲載をお考えの動物病院様へ

詳細は上記QRコードよりご確認ください。



オンラインサイト
〒194-0022 東京都町田市森野1-27-14サカヤビル2階

求人事業部専用TEL.

042-707-6113
受付：平日9：00〜16：00

専用FAX.

042-707-6114

受付：年中無休・24時間受付

27

‑ サカヤビル2階

お仕事をお探しの方はこちらから登録！

2022年3月1日よりHippo-Worksの運営元は
株式会社エデュワードプレスに変更となりました。
EDUONE Careerも同じ担当者が求人情報の
管理をしていますので安心してご利用いただけます。
Mail：inquiry@hippos.co.jp

〒194 0
‑ 022 東京都町田市森野1丁目

気になる求人にいいねをすると、求人掲載企業からも返ってくることがあります。
いいねをもらったら応募を検討してみましょう♪
（※いいね機能で求人提供者に名前や学歴等の個人情報が開示されることはございません）

無料会員登録でいつでも求人情報をご覧いただけます。

25

Hippo

希望の企業（動物病院）に、気軽に連絡♪

https://career.eduone.jp/

3

日発行︵2022年春号︶

新卒の方

2022年 月

求人サイトです。

EDUONE Careerは、獣医療出版社のエデュワードプレスが運営する獣医療従事者のための

獣医学生向け求人情報誌

2022年4月
START!

︵ヒッポワークス︶

獣医療業界専門 就職・採用 新サービス
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