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

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

1

まずはアクセス！

2

必要事項を入力

3

登録完了

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

名前とメールアドレス・職業選択のみでカンタン！

動物病院の求人情報が見られます

さらに2020年スタート！実際に働いている先生からの声を動画で紹介。

経営者や院長から、みなさんへの熱い想いを先行配信開始！

ALL動物病院行徳様

ダクタリ動物病院
東京医療センター様

市原・山口動物病院様
※2020年2月開催のJCVIM2020にて撮影
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Advertisement JASMINE どうぶつ総合病院

※求人情報の掲載順序は都道府県順になります。
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〜愛玩動物看護師法の概要〜

令和元年6月、第198回国会で愛玩動物看護師法が制定されました。とはいえ、実際に国家資格になるの
はもう少し先のお話です。もうすぐ卒業する人、あるいはすでに働いている人はどうなってしまうのか、なぜ
愛玩動物看護師 という名称なのか、どんな業務ができるのかなど、気になるその概要と施行までのスケ
ジュールなどをお伝えします。

■法案成立の背景
医療の現場で看護師が活躍しているのと同様に、小動物臨床の現場において動物看護師の役割は重要なポジショ
ンにあるといえます。言葉を話せない犬や猫の治療のため、診察中に保定をしたり、入院中の様子を観察したり、動物
看護師が獣医師とチームになって取り組んでいる体制は珍しくありません。しかし、獣医師法（第十七条）では獣医師
以外の者が診療に携わることが禁止されていることから、補助が必要であるにもかかわらず動物看護師が介入できな
い業務もあり、実情にそぐわない面もみられます。実際に動物看護師として働く人たちは、どこまで診療に関与できる
のかといった定義がありませんでした。かねてから動物看護師を育成する学校や養成校ではそれぞれの教育基準を設
けており、知識や技術レベルが平準化されていないといったことがその理由の一つに挙げられます。職域が定義され
ていないため社会的な評価がされにくく、就業環境も整備されていない状況が続いていたため、長い間国家資格化を
望む声が上がっていました。
このような背景により、平成17年に農林水産省に小動物獣医療に関
する検討会が設置され、公的資格化の検討が始まりました。そしてよう
やく、平成24年の動物愛護管理法改正時に「将来的な国家資格また
は免許制度の創設に向けた検討をおこなうこと」と決議されます。
また、並行して、各学校、養成所および団体の認定資格を統一す
る目的とする一般財団法人

動物看護師統一認定機構が設立さ

れ、平成25年に第1回全国統一試験を実施し、さらに試験に基
づいた資格認定の統一が進められました。
政府および動物看護職を担う人々の活動と協議が重ねられ
た結果、令和元年6月の第198回国会で「愛玩動物看護師
法」が可決され、動物看護職の国家資格化への長い道のり
にゴールがみえてきました。
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〜愛玩動物看護師法の概要〜

！

■愛玩動物看護師の定義
愛玩動物とは何か
本法律では「愛玩動物看護師」という呼称が使われています。 愛玩動物
とは「獣医師法第十七条に規定されている飼育動物†のうち、犬、猫、その他

？

政令で定めるもの」と定義されています（第二条第一項）
。これは対象となる動
物種を定めるものであり飼育目的は問いません。つまり犬は使役犬であっても対
象に含まれ、ミニブタはペットであっても含まれません。また、その他の政令で
定められる動物としては、インコやオウムなどの鳥類が想定されます。

†獣医師法の規定による飼育動物：牛、
馬、
めん羊、
山羊、
豚、
犬、
猫、鶏、
うずらその他獣医師が診療をおこなう必要があるものとして政令で定めるもの。

愛玩動物看護師の業務
愛玩動物看護師法（第二条第二項）で定義される愛玩動物看護師の業務は、①獣医師の指示のもとにおこなわれ
る診療の補助、②病気または負傷した動物の看護、③動物の愛護および適正な飼養に係る助言や支援、以上の３つに
なります。このうち、②③は愛玩動物看護師以外のスタッフも携わることができますが、①は愛玩動物看護師（と獣医
師）のみが実施することができる独占業務です（表）。農林水産省では、診療の補助に該当する具体的な行為につい
ては、今後検討することとしています。なお、本法律の施行後6ヵ月以降、愛玩動物看護師でない者は「愛玩動物看護
師またはこれに紛らわしい名称」を使用してはいけないことから、動物看護師の名称を使うことができなくなります。

表 愛玩動物看護師の業務の可否
動物病院における業務の範囲と内容
【診療】
手術、X 線検査、診察等に基づく診断など

獣医師

愛玩動物
看護師

その他
スタッフ

〇

×

×

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

【診療の補助】
獣医師の指示のもとにおこなう
採血、投薬 ( 経口など )、マイクロチップ挿入、カテーテルによる採尿など
【その他の看護】
● 入院動物の世話、診断を伴わない検査など
【動物の愛護及び適正な飼養に関する業務】
● 動物の日常の手入れに関する指導・助言（例：グルーミング、爪切り、歯磨きなど）
● 人と動物の共生に必要な基本的なしつけ（例：適切な社会化を促すための教室の開催）
● 動物介在教育への支援（例：小学校などを訪問し学習活動をサポート）
● 動物介在活動への支援（例：高齢者施設等でのセラピー活動）
● 動物飼養困難者（高齢者等）への飼育支援（例：家庭訪問、電話等での助言）
● 災害発生時の被災動物適正飼養の為の支援（例：地方自治体との連携協力）
● 動物のライフステージに合わせた栄養管理（例：ペットショップなどでの食事相談）
【その他一般業務】
● 診察受付・院内の衛生管理・備品の在庫管理など

環境省ホームページ
「愛玩動物看護師の業務範囲の考え方
（イメージ）
」
をもとに作成
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■愛玩動物看護師になるには
愛玩動物看護師になるには国家試験に合格しなければなりませんが、国家試験は誰でも受験できるもので
はありません。図1に示すとおり、①大学で指定する科目を修めて卒業した者、②養成所において3年以上必
要な知識・技能を修得した者、③外国の関連学校の卒業者または外国において相当する免許を受けた者で農
林水産大臣および環境大臣が認めた者に受験資格が与えられます（第31条）。しかし、実際にはすでに臨床
現場で働いている人も多いため、本法律の施行から５年間は特例措置が設けられています。特例措置では、
大学や養成所で動物看護を修得した既卒者や在学者は、指定された講習会を受けることで受験資格が得ら
れます（附則第２条第１号）。令和3年卒業予定のみなさんは特例措置の対象です。
また、動物看護の養成所などを卒業していない者（未就学者）であっても実務経験を５年以上有する場合
には、講習会を受講し、さらに予備試験に合格することで受験資格を得ることができます（附則第２条第２
号、同第３条）。いずれの場合でも最終的には国家試験を受験し、合格・登録しなければ、愛玩動物看護師の
独占業務である診療の補助に従事することはできなくなります。

図1 愛玩動物看護師国家試験の受験資格
【未就学者に対する特例処置】

以下のいずれかに該当
愛玩動物看護師の業務
（診療の補助を除く）
に係る実務経験5年以上を有する者
または主務大臣※1がこれと同等以上の経験を有すると認めたもの
（附則3条2項）

【既卒者に対する特例処置】

以下のいずれかに該当
①大学で主務大臣 ※ 1 が指定する科目を修め
て、
施行日前に卒業した者
（附則2条1号イ）
②養成所※2で愛玩動物看護師として必要な知
識・技能
（診療の補助を除く）
の修得を、施行
日前に終えた者
（附則2条1号ハ）

【在学者に対する特例処置】

以下のいずれかに該当
①施行日前に入学した大学で主務大臣※1が指
定する科目を修めて、施行後に卒業した者
（附則2条1号ロ）
②養成所※2で愛玩動物看護師として必要な知
識・技能
（診療の補助を除く）
の修得を、施行
後に終えた者
（附則2条1号ニ）

主務大臣※1が指定する
講習会
（附則3条2項）
修了※3
予備試験※4

（附則3条1項）

主務大臣※1が指定する講習会（附則2条1号）
修了※3

【通常ルート】

以下のいずれかに該当
①大学で主務大臣※1が指定する科目を修めて卒業
（31条1号）
②省令で定める基準に適合する養成所※2で、
3年以上愛玩動物看護師として必要な知識・技能を修得した者
（31条2号）
③外国の関連学校等の卒業者又は外国で愛玩動物看護師免許に相当する免許取得者で、
主務大臣が31条1号又は2号の者と認めた者
（31条3号）

合格
（附則2条2号）

愛玩動物看護師国家試験
合格
愛玩動物看護師資格
（登録）
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※1 農林水産大臣および環境大臣
※2 都道府県知事が指定
※3 施行日から5年を経過する日までに修了
※4 施行日から5年を経過する日まで、
毎年1回以上実施

環境省ホームページ
「愛玩動物看護師の受験資格について」
より引用・改変
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〜愛玩動物看護師法の概要〜

■国家試験はいつ実施されるか
図2 愛玩動物看護師法 施行スケジュール（想定）
2年度

令和元年度
法の公布

法の一部施行

6月28日

12月1日

3年度

4年度〜5年度
法の全部施行

（公布後3年以内）
令和4年6月27日迄

令和５年12月末迄に
第1回試験を実施。

①政省令制定・施行

準備

試験機関

検討

養成所指定

大学・養成所の準備

講習会

指定

申請

(一財)動物看護師
統一認定機構を
指定
（2月27日付）

②政省令等制定

業務の範囲
対象となる愛玩動物の範囲
大学で必要となる科目
養成所の指定基準
講習会の課程
受験に必要な実務経験
試験に必要な事項
指定登録機関に関する事項
受験・登録手数料 など

※試験
本

※備試験
予

指定試験機関に関する事項 など

指定

申請

準備

免許登録

登録機関

※令和4年は、
予備試験、
本試験を行わないことができる（法附則第７条）

第 1 回国家試験までの想定スケジュール

愛玩動物看護師法は令和元年6月28日に公布されましたが、法の一部を除きまだ施行されていません。
国家試験の指定試験機関に関する事項を含む一部は、令和元年12月1日に施行され、令和2年2月27日に
一般財団法人 動物看護師統一認定機構が国家試験の指定試験機関に決まっています。残りの法は令和4年6
月27日まで
（公布後3年以内）
に施行されることになっていますが、大学で動物看護を教育するための科目、養
成所の指定基準、講習会の課程、実務経験の基準、国家試験の受験料など、
さまざまな事項を検討しなければ
ならないため、令和2〜3年度は準備期間にあてられるでしょう。すべての法が施行されると、
ようやく特例措置
の対象者に向けた講習会や予備試験が実施できるようになります。
環境省が想定している施行スケジュール
（図2）
では、法の施行が令和4年度を見込んでおり、講習会、予備試
験および第1回愛玩動物看護師国家試験
（本試験）
は令和5年12月末までに実施することとなっています。
また、
令和4年は予備試験や本試験を実施しなくてもよいことになっていることから
（法附則第七条）
、講習会
は令和4年度に実施され、予備試験と本試験は令和5年中に実施されるものとみられます。
講習会の内容や試験科目の詳細が議論される最中ですが2〜3年後はもう目前です。来る本試験に合格し、
「愛玩動物看護師」
を名乗れるよう、実務経験を積みながら看護の学習を継続していきましょう。
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飼われているか知っていますか？
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ます。
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年々減少が続く犬。果たして猫は？
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犬と猫の飼育頭数の推移
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猫の純血種割合
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
図2 飼育されている猫の種類
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
さらに、アニコム損害保険株式会社が公表する
『家庭どうぶつ白書2019』によれば、
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2017年4月1日〜2018年3月31日までの間に0歳齢であった猫（n＝21,635）のうち、
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
スコティッシュ・フォールド、アメリカン・ショートヘア、マンチカンの割合はそれぞれ、
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
21.9％、12.1％、10.9％であり、混血種すなわち雑種の10.6％を上回っていました。この
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
ことからも、あらたに猫を飼う場合に、雑種よりも純血種が選ばれていることがわかります。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
純血種の飼育が増加する要因は、メディアでの純血種の露出が増えたことによってペッ
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
トショップやブリーダーからの 購入 が増えたことが考えられますが、そのほかにも品種
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
別のフードが増えてきたことや猫専門病院の増加などの飼育環境が整ってきたこと、野良
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
猫を増やさないために各地で地域猫に対する不妊手術の実施が取り組まれるようになっ
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
たことなども要因と考えられます。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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増えているって
猫が本当ですか？

〜最新のペット業界データを読む〜

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

表1

小動物診療施設の組織形態の内訳1）

平成 20 年
平成 30 年
表2

国
2
6

公的施設
都道府県
78
171

市町村
74
118

会社・その他
法人
任意団体
2,780
10
4,741
10

個人
個人診療施設
7,083
6,935

10,027
11,981

動物病院数順の世帯数および犬の登録頭数
（10位まで）

都道府県（動物病院数 1））

世帯数 2）

犬の登録頭数 3）

合計 (千件) 1 病院あたり 合計 (千頭） 1 病院あたり

東京（1,736）

6,691

3,854

512

294.9

神奈川（1,091）

3,965

3,634

459

420.7

大阪（798）

3,918

4,910

384

481.2

埼玉（735）

2,968

4,038

355

483.0

愛知（674）

3,060

4,540

440

652.8

千葉（671）

2,605

3,882

315

469.4

兵庫（538）

2,312

4,297

298

553.9

北海道（510）

2,438

4,780

244

478.4

福岡（418）

2,197

5,256

251

600.5

静岡（365）

1,427

3,910

209

572.6

犬の数に対して
病院の数が
多いってことかぁ

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

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

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

初任給が
1ヵ月分の給料とは
かぎらない

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

入社日

締め日

給料日

初任給の該当範囲
1日

15日

25日

勤務日数と初任給の範囲

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

手取りと
額面の違い

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

社会保険の
加入状況を
確認しよう

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

給与明細を
見てみよう

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

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

①税金

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

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

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

支給
項目

190,000

介護保険

役職手当

資格手当

時間外手当
健康保険

家族手当

住宅手当

通勤手当
厚生年金

総支給額

10,000

雇用保険

社会保険合計

600

控除
項目

600

200,000

所得税

4,410

住民税

控除額合計

5,010

初任給で受け取れる金額➡

差引支給額

194,990

表2 2回目以降の給与明細の例
基本給

支給
項目

190,000

介護保険
控除
項目

役職手当

資格手当

時間外手当
健康保険

9,900

家族手当

住宅手当

通勤手当
厚生年金

18,300

10,000

雇用保険

600

総支給額
社会保険合計
28,800

200,000

所得税

4,410

住民税

控除額合計

33,210

2回目以降に受け取れる金額➡

差引支給額

166,790

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

②社会保険料

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

の
報
情
求人

求人情報の
一般的に、正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト・パート等があります。正社員は無期

雇用形態

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

試用期間

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

勤務時間

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

休日・休暇

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

給与形態

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

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

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

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

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

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

動物 厳選の
看護学生の
求人情報を掲載

給与

正 ：月給
ア・パ：時給

都道府県名
正

ア

パ

病院の説明
職 募集職種
従 スタッフ数

求人先病院・企業等の
外観写真など

時 勤務時間・勤務形態
残 固定残業時間・金額
休 休暇
試 試用期間

「動物病院の
選び方や、疑問点は
お気軽にご相談ください」

常陸大宮市
ワークライフバランス重視動物病院

関東

正社員：180,000円
ア・パ：1,000円

学生へ向けてのメッセージ

求人先病院・企業等の名称

の読み方

info@hippos.co.jp

求人先病院・企業等の
スタッフ写真など

求人先病院・企業等の所在地
院長氏名（出身大学名・所属）

茨城県
正 ア パ 途

20-30代前半の女性スタッフが活躍中！ アットホームな雰囲気の動物病院
です。残業や休日出勤の少ない職場を目指しています。診療は予約優先制
で、残業は月平均で2〜3時間程度と少ないです。
職 正社員(無期雇用)

アルバイト・パート

従 獣1名、
看3名
時 ①9:00〜19:00

②9:00〜12:30

残 6時間
（7,755円相当）
休 週休2日制(月平均10日)

上尾市
1.5次診療動物病院
正社員：200,000円

実習・就職
お申し込みは
メールより▶

埼玉県
正 途

フジタ動物病院です。院長の
理念である「心と心の触れ合
いを大切に」をモットーとし、
常にクライアントの立場で考
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
ビスを提供できる動物病院
をめざしています。学術にお
いても積極的に学会および、
論文発表を行っています。

試 3ヶ月
職 正社員
（無期雇用）
従 獣16名、
看18名
時 8:00〜18:00

シフト勤務制

残 20時間

（25，
000円相当）

休 月8〜9日
試 3ヶ月

犬や猫が大好きで、素直で一生懸命な、やる気のある方を希望します。
休日出勤は、年間を通して数日程度です。まずはお気軽にお問い合わせ
下さい。犬猫は嗅覚が敏感ですので、院内は全面禁煙です。面接では、
知識･技術よりもコミュニケーション能力と熱意を重視します。
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フジタ動物病院では、明るく楽しい職場でいっしょに働いていただけ
る職員を随時募集しています。

アイリス動物病院

フジタ動物病院

茨城県常陸大宮市泉541-55
青柳 寿治（日本大学）

埼玉県上尾市春日1-2-53
藤田 桂一（日本獣医生命科学大学）

の読み方

職 募集職種

時 勤務時間・勤務形態

休 休暇

従 スタッフ数

残 固定残業時間・金額

試 試用期間

メール送付時の注意点については
p27にて確認しましょう。

埼玉県

朝霞市
1次診療動物病院

志木市
地域密着型動物病院
正社員：170,000円

正 途

関東

正 途

正社員：200,000円

埼玉県

駅より徒歩10分ほどにある地域密着型の動物病院です。来院される飼い
主様と距離感が近く、受付対応で動物看護師は非常に重要な仕事です！是
非見学にいらしてください！

当院は何よりもひとりひとりの患者
様に寄り添い心温まる診療を心掛
け、究極の一次診療をモットーに
日々技術と知識の研鑽に努めてい
ます。幅広い視野で診療のできる
ジェネラリストとして成長できる環
境を整えています。

職 正社員(無期雇用)
従 獣4名、
看6名
時 ①8:30〜18:00

②8:30〜19:00
③9:00〜19:00

職 正社員
（無期雇用）

残 15時間程度
（約18,000円相当）

従 獣16名、
看18名、

トリマー5名、
受付・その他2名
時 ① 8:30〜19:00
② 11:00〜20:00
③ 8:15〜17:15
④ 10:00〜19:00
残 25時間
（25,000円相当）
休 週休2日制
年間休日105日
試 6ヶ月

休 完全週休2日制
試 3ヶ月

『病院に関わる全ての人に感動を与える動物病院』
をめざします。ひと
りひとりの患者に寄り添い、心温まる診療を心がけ、究極の１次診療を
モットーに日々技術と知識の研鑽に努めています。また各種セミナー、
実習への参加により、動物看護師もひとりのプロフェッショナルとして
成長できる環境を整えています。

出来る限り雑務を減らす工夫を日々スタッフと共に考えています。
しっ
かり仕事を行い、休憩をとり、時間になったら帰宅することが当院の目
標です。そんな職場を是非ご覧ください！履歴書持参の上、見学実習を
していただきます。皆様のご応募をお待ちしています！

あさか台動物病院

志木いわい動物病院

埼玉県朝霞市東弁財3-16-13
宗像 俊太郎（麻布大学・獣医放射線学研究室）

埼玉県志木市柏町4-2-12
岩井 哲（日本大学・病理研究室）

千葉県

市川市
1次診療動物病院
正社員：180,000円
ア・パ：1,000円以上

成田市
1次診療動物病院

正 ア パ 途

正社員：168,000円

開業して3年目を迎えま
した。明るく綺麗な病院
でスタッフ一同、動物の
ため・オーナーのため・
同僚のために邁進して
います。

千葉県
正 途

当院はその名の通り猫と
犬を主に診察しています。
動物病院というとワンちゃ
んに重点を置いているとこ
ろが多いですが、当院はネ
コちゃんも同様に力を入れ
ています。スタッフは皆、ネ
コちゃんの扱いが上手で
すので、シャイな子でも安
心してお任せください。

職 正社員
（無期雇用）

アルバイト・パート

従 獣1名、
看5名

職 正社員
（無期雇用）

トリマー4名

時 8:40〜19:00

従 獣2名、
看12名

残 15時間

時 ① 8:30〜19:00

トリマー1名

固定勤務制

② 8:30〜12:00
シフト勤務制

（20,000円相当）

休 年間休日105日

残 固定残業なし

試 3ヶ月程度

休 月8〜10日

年間休日121日

試 3ヶ月程度

受付からお会計まですべての業務が身に付きます。また、麻酔のモニ
タリング・入院管理などいわゆる看護業務も勉強できます。ぜひ当院
でスタートしてみませんか？

スタッフ皆仲が良く、明るい職場です。

いち動物病院

むかい猫と犬の病院

千葉県市川市曽谷1-18-18
一瀬 友之（麻布大学・分子生物学）

千葉県成田市新町849-24
向井 妙子（日本大学・病理学研究室）

アイコンの
見方

正

正社員

ア

アルバイト

パ

パート

途

中途
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千葉県

東金市
1.5次診療動物病院

関東

専門卒：214,000円以上
大学卒：224,000円以上

正 途

当院では飼い主様に寄り添い、本当に望む医療の提供を心がけています。
我々の目標は、動物と人の生活を豊かにすることです。それに向かい医療
だけでなく、様々なことに取り組んでいます。一緒にチャレンジしましょう！
2020年本院移転予定（同市内に新設）
職 正社員
（無期雇用）
従 獣16名、
看16名、

受付その他16名、
トリマー5名

時 ① 7:00〜16:00

市原市
1.5次診療動物病院
専門卒：180,000円
四大卒：200,000円
ア ：1,000円以上

千葉県
正 ア 途

当院は若いスタッフが多く、
皆仲が良い職場です。新人看
護師一人に一人の先輩看護
師がつく教育システムを取っ
ているので、些細なことでも
聞きやすい環境です。受付専
任者も募集しているので、是
非お問い合わせください。
職 正社員
（無期雇用）
、
アルバイト

② 8:00〜19:00
③ 12:00〜22:00
④ 8:00〜17:00
シフト勤務制

従 獣7名、
看8名、
トリマー5名
時 9:00〜19:00
残 専門卒13時間

残 固定残業なし

（15,000円相当）
四大卒31時間
（35,000円相当）

休 週休2日制

（年休107日）

試 3ヶ月

休 3勤1休
（週休2日）
試 3ヶ月

社保完備。産休育休。通勤手当or住宅手当支給。残業時間に応じ、
残業手当支給セミナー参加補助等、福利厚生の充実。多くの症例だ
けでなく、譲渡会、各種教室など、様々な企画を実施しています。ス
タッフの働きやすさを大切にしています。ぜひ見学へ！
https://jyu-i.com/recruit

当院は歳の近いスタッフも多く、また優しい人が多いです。遠方出身
のスタッフ活躍中。遠方の方も近場の方も大歓迎です。是非実習にい
らしてください。スタッフ一同お待ちしております。別途賞与、住居手
当2万円（当院規定による）、他手当あり。面談時説明します。

東千葉動物医療センター（沢村獣医科病院）

市原・山口動物病院

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

千葉県市原市姉崎2067
山口 靖人（日本獣医生命科学大学）

千葉県

八千代市
1次診療動物病院

正

正社員：170,000円

途

印西市
1.5次診療動物病院
正社員：196,000円

千葉県
正 途

ホ ス ピ タリティー とコ
ミュニケーションを大切
にし、皆様から愛される
病院を目指しています。
飼い主様、動物、スタッフ
のコミュニケーションが
合わさり、初めて自分が
理想とする病院が完成さ
れると確信しています。

少人数ながら地域の方々に役立つ病院を目指し
ています。
職 正社員(無期雇用)
従 獣2名、
看4名
時 9:00〜12:00、
13:30〜19:00
残 固定残業なし
休 週休1日制
（隔週で2日休暇）
試 1ヶ月

職 正社員
（無期雇用）
従 獣8名、
看10名

受付・その他4名
トリマー5名

時 9:00〜20:00

シフト勤務制

残 25時間

（36,000円相当）

休 完全週休2日制

この職業を選ぶ若者たちが夢とやりがいを持てる職場を目指していま
す。残業はほとんどありません。
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明るく素直でコミュニケーションのとれる人間性を重視しています。
ドッグトレーニング、パピークラス、
リハビリ等、専門職として、一人の
人間として、信頼されることはやりがいにも繋がるのではないでしょう
か。勤続1年以上、7日連続休暇あり。

西村どうぶつ病院

ミズノ動物クリニック

千葉県八千代市大和田309-181
西村 洋二

千葉県印西市高花2-1-10
水野 浩茂（麻布大学・放射線学研究室）

の読み方

職 募集職種

時 勤務時間・勤務形態

休 休暇

従 スタッフ数

残 固定残業時間・金額

試 試用期間

メール送付時の注意点については
p27にて確認しましょう。

千葉県

印旛郡
1次診療動物病院

正 ア パ 途

正社員：200,000円

千葉県北部、利根川沿いで成田市の隣にある栄町にある病院です。成田
空港が近いので、空港で働く麻薬探知犬・警備犬・警察犬・畜産物探知犬の
診療も嘱託されています。近隣や茨城県鹿嶋市など遠方からも患者さん
が来院します。
職 正社員
（無期雇用）

アルバイト・パート

東京都
正

途

関東

正社員：180,000円
ア・パ：1,200円以上

江東区
専門診療対応動物病院

緊急で手術対応のある場合
を除けば比較的残業は短時
間です。獣医師、看護師とも
に学会費用一部負担、公休
扱い等、積極的にセミナー
参加などの支援をしており
ます。

従 獣2名、
看4名、
トリマー3名

受付・その他2名

職 正社員(無期雇用)

時 ① 8:30〜17:00

従 獣6名、
看6名、

② 11:00〜19:30
シフト勤務制

トリマー2名、
受付・その他2名

残 18時間

時 8:00〜18:00

（30,000円相当）

残 固定残業なし

休 週休完全2日制

休 完全週休2日制

年間休日108日

試 3ヶ月

試 3ヶ月程度

当院は、麻薬探知犬・千葉県警察本部空港警備犬・千葉県警察本部鑑
識課警察犬・農林水産省畜産物探知犬の健康管理を委託されていま
す。近隣の方と遠方からのご来院も多く、診療件数は比較的多い病院
です。夏季休暇７日間・冬季休暇５日間。

看護、手術助手の他、
リハビリにも力を注ぎ、専門の獣医師指導のも
と、看護師が中心となりおこなっております。

わたなべ動物病院

YPC東京動物整形外科病院

千葉県印旛郡栄町酒直台1-28-2
渡辺 言之（麻布大学・微生物第一研究室）

東京都江東区大島7-1-13
山口 伸也（日本獣医生命科学大学・外科学研究室）

東京都

世田谷区
1次診療動物病院

世田谷区
地域密着型動物病院

正 途

正社員：220,000円以上

正社員：190,000円

もし自分の大切な家族が病院
で、診察・検査・治療を受けると
したらどうして欲しいですか・
・
・
・
来院した動物達のために、飼い
主様とのコミュニケーションを
大切に、そのご家族にあった治
療を提供できるように努めてい
ます。

東京都
正

途

開業以来、着実に症例数を伸ばしております！１次診療としてのスキルはも
ちろんのこと、大学病院や2次診療施設とも連携し珍しい疾患への治療も
積極的に取り組んでいます。また院内に再生医療を導入し難治性疾患への
治療も行っております。
職 正社員(無期雇用)
従 獣2名、
看2名
時 8：45〜19：30
残 7時間

職 正社員
（無期雇用）

（10,500円相当）

従 獣2名、
看1名、
トリマー1名

受付・その他1名

休 週休2日制

時 8:50〜19:30

試 3ヶ月

固定勤務制

残 固定残業なし
休 完全週休2日制
試 3ヶ月程度

東急田園都市線用賀駅より徒歩3分で通いやすく、スタッフ間のコ
ミュニケーションを大切にしている病院です。動物好きで、明るく前向
きな方、動物たちとそのご家族のために、日々勉強しながら一緒に頑
張っていきましょう！有給休暇初年度10日。経験者優遇、皆勤手当
5,000円があります。

動物を大切に思い、接するスタッフが揃っております。動物看護師として、獣
医師と飼い主様の間に立って一緒に考えてくれる方を大募集しております。
様々な病気を見ることができますので、色々と刺激になる病院だと思います。
興味を持たれた方は是非ご連絡ください！

ようが動物病院

つるまき動物病院

東京都世田谷区用賀4-18-9
清水 栄治（麻布大学・小動物外科学研究室卒業（旧第一外科学教室））

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

アイコンの
見方

正

正社員

ア

アルバイト

パ

パート

途

中途

19

東京都

北区
1次診療動物病院

関東

正社員：180,000円
ア・パ：1,050円以上

正 ア パ 途

アルバイト・パート

時 ① 8:30〜18:00

② 10:00〜19:30
③ 8:30〜19:30
固定勤務制

従 獣2名、
看5名

トリマー2名

正 途

正社員：229,500円以上
人と動物が好きなら、プリ
モ動物病院へ あなたの成
長が、周りを笑顔に！
入社1年目では、動物看護
師としての受付業務や保
定、検査などの看護の基
礎を習得するため1対1の
トレーナー制度、新人研修
でサポートしていきます。

開院16年目の地域密着型の病院です。鍼灸、再生医療もおこない、保護
活動にも協力しています。月に1度循環器認定医、皮膚科専門医による診
療や、定期的な院内セミナーを積極的におこなっています。
職 正社員
（無期雇用）

東京都

練馬区
1次診療動物病院

残 固定残業なし
休 完全週休2日制
試 3ヶ月程度

職 正社員
（無期雇用）
従 獣6名、
看3名
時 8:30〜19:00
残 40時間

（52,160円相当）

休 完全週休2日制

（シフト制＋年次休暇6日）

試 6ヶ月

東京・神奈川に8院、台湾に1院を展開するグループ病院です。
Quality of Animal Life(動物の生活の質)社会実現のため、困ったと
き一番最初に思い出してくれる動物病院でありたいと思っています。
グループ在籍獣医師49名、看護師72名です。

とてもスタッフ同士仲が良く面倒見のいい先輩看護士が多いのがうり
です。セミナーなどの参加やペット同伴出勤などもサポートします。一
緒に病院を盛り上げて成長していけたらと思います。

ティアハイムどうぶつ病院

プリモ動物病院 練馬（プリモ動物病院グループ）

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

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

東京都

足立区
地域密着型動物病院

正

正社員：175,000円

途

時 9:00〜19:00 休 週休2日制(月平均9日)

従 獣2名、
看4名、
その他1名 残 固定残業なし

試 6ヶ月

職 正社員
（無期雇用） 時 8:30〜20:00

当院は、明るく楽しく仕事が出来る環境です。
一般医療の他にも、伝統医療や各種自然療法も取り入れている統合医
療を実践している病院です。さまざまな自然療法を学ぶこともできます。

残 固定残業なし

休 週休1日制(月平均7日)
試 1ヶ月

アットホームな雰囲気を大切にしております。

しんでん森の動物病院

渡邊動物病院

東京都足立区新田3-5-8
森井 啓二

東京都立川市砂川町1-53-7
渡邊 正俊（日本獣医生命科学大学・外科学研究室）

の読み方

途

「もの言わぬ小さな命のために」をコンセプトにできるだけ痛みや苦痛の少
ない、低侵襲な安心できる治療を行っています。不調を言葉で伝えられな
い動物と、心配している飼い主様の気持ちに寄り添い、
「丁寧な問診」
「しっ
かりとした治療方針の説明」
「なるべく痛み・侵襲を与えない治療」を心がけ
ています。
従 獣2名、
看1名
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正

正社員：178,000円

患者中心の医療当院は、自分が病気になったとき、
どんな医療を受けたい
かを中心に置き、患者さんの身になり考えた最善な治療を行います。動物
と飼主さんにとって最善かつ経済的な高度医療を行います。
職 正社員(無期雇用)

東京都

立川市
1.5次診療動物病院

職 募集職種

時 勤務時間・勤務形態

休 休暇

従 スタッフ数

残 固定残業時間・金額

試 試用期間

メール送付時の注意点については
p27にて確認しましょう。

東京都

東村山市
地域密着型動物病院

正 ア パ 途

正社員：
160,000円〜250,000円

東京都
正 途

関東

正社員：200,000円以上
ア・パ：1,050円以上

清瀬市
1次診療動物病院

当院は、2016年に移転したば
かりのキレイな動物病院です。医
療設備も一新し、より高性能なも
のを揃えております。インフォー
ムドコンセントを大切にしてお
り、オーナー様と対話をし、丁寧
な説明を心がけ、
ご不満の残らな
いような診察を目指しています。

「動物のいる幸せな生活を
サポートする」をモットーに、
犬猫だけでなく小動物や小
鳥の診療も行っています。
スタッフ間の協調と信頼を
重視しています。
職 正社員
（無期雇用）

アルバイト・パート

職 正社員
（無期雇用）

従 獣2名、
看4名

従 獣2名、
看4名

時 9:00〜19:00

時 8:30〜19:00

固定勤務制

残 22時間
（28,000円相当）

残 1〜2時間

休 完全週休2日制

（5,000円相当）

（平日2日/年休107日）

休 隔週休3日制
（月10日）

試 3ヶ月

（試用期間中は
完全週休2日制）

試 2ヶ月

病気の動物が元気になっていく姿や、飼い主様から「ありがとう」と言
われることにやりがいを感じられる仕事です。獣医師のサポート業務
が中心で、できることから徐々に仕事の担当範囲を広げていくので未
経験でも問題ありません。飲食会などもなく、残業もほぼありません。

動物病院に必要なのは、獣医師の知識や技術だけではなく、患者さん
たちの状態をしっかり観察する動物看護師の目と、ケアをする手だと
考えています。獣医師とチームを組み、患者さんとご家族を支えてく
れる方を求めています。

ポウズ動物病院

ごんた動物病院

東京都東村山市栄町1-18-5志村ビル１階
梁島 綾乃（北里大学・獣医病理学教室）

東京都清瀬市中里2-1147-1
山田 一郎（北里大学）

神奈川県

相模原市
1.5次診療動物病院

秦野市
地域密着型動物病院

正 途

正社員：229,500円以上

正社員：190,000円

人と動物が好きなら、プリモ動物病院へ あなたの成長が、周りを笑顔に！
入社1年目では、動物看護師としての受付業務や保定、検査などの看護の基礎
を習得するため1対1のトレーナー制度、新人研修でサポートしていきます。
職 正社員
（無期雇用）
従 獣8名、
看6名、
受付3名
時 8:30〜19:00
残 40時間
（52,160円相当）

神奈川県
正

当院では、獣医師・動物看
護師がパートナーとして
意欲的に働ける環境、ス
キルアップのために学習
できる環境を積極的に提
供しております。是非一
度見学に来て下さい。経
験者も大歓迎です

休 完全週休2日制

（シフト制＋年次休暇6日）

試 6ヶ月

職 正社員
（無期雇用）
従 獣10名、
看14名、

トリマー4名、
受付3名、
クリーンスタッフ4名

時 8:15〜19:15

固定勤務制

残 固定残業なし
休 週休3日制

東京・神奈川に8院、台湾に1院を展開するグループ病院です。
Quality of Animal Life(動物の生活の質)社会実現のため、困ったと
き一番最初に思い出してくれる動物病院でありたいと思っています。
グループ在籍獣医師49名、看護師72名です。

住宅手当(条件有)最大30,000円、通勤手当最大30,000円、別途
残業代あり

相模原プリモ動物医療センター（プリモ動物病院グループ）

みかん動物病院

神奈川県秦野市今泉1304-3
森田 大樹（日本大学・獣医薬理学研究室）

神奈川県相模原市中央区上溝4481-5
今井 巡（日本大学）

アイコンの
見方

正

正社員

ア

アルバイト

パ

パート

途

中途
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関 東・中 部

神奈川県

大和市
地域密着型動物病院

正 途

正社員：185,000円以上

新潟県

上越市
地域密着動物病院

正 途

正社員：150,000円
新潟県にあります小動物病院
です。当院は犬猫専門で犬猫
のみの診察を行って おりま
す。イヌ、ネコ好きな方の入
社をお待ちしております。

開業して３３年、現在の
場所に移転をし約７年に
なります。
「ゆりかごから
お 別れの 時まで」を
モットーに物言わぬ動物
たちに優しい治療・看護
を心がけております。

職 正社員
（無期雇用）
従 獣1名、
看3名

職 正社員
（無期雇用）

時 9:00〜18:00

固定勤務制

従 獣4名、
看6名

残 固定残業なし

トリマー5名

時 ① 8:30〜19:30

休 月5日〜7日程度

② 8:30〜13:00
固定勤務制

残 約30時間

（37,500円相当）

休 週休2日制
試 1ヶ月程度

当院は病気の治療を行うだけではなく、飼主と動物の間に起こる様々
なトラブルやお悩みを解決するお手伝いもしていきたいと考えており
ます。産休・育休制度も整っており、出産後も仕事ができる環境を整え
ております。また、愛犬との同伴出勤も可能です。

開業して約10年の比較的新しい動物病院です。犬と猫のみの診察を
行っております。ワンちゃん、ネコちゃん大好きでやる気のある動物看
護師を募集いたします。

桜ヶ丘どうぶつ病院

しんぼ犬猫病院

神奈川県大和市柳橋2-14-14
勝谷 秀樹（日本獣医畜産大学）

新潟県上越市藤野新田1309
真保 仁（酪農学園大学・獣医第一外科教室）

山梨県

甲府市
夜間対応動物病院
正社員：170,000円（専門卒）
：190,000円（大学卒）

正 途

長野県

長野市
1次診療動物病院

正 途

正社員：180,000円

2020年で創立30年を迎えます。私たちは『すべての人間、動物を救い
たい』
という理念のもと、現在山梨県で本院含め３病院、東京都八王子市
に１病院、譲渡型猫カフェ２店舗を運営し、さらにベトナムへの開院もいた
しました。
職 正社員
（無期雇用）
従 獣18名、
看15名、
看補5名、

トリマー9名、
受付6名、
その他16名

一次診療を中心に1日平均診療件数50件、年間300件以上の手術件数
があります。飼い主様、動物たちに寄り添った、獣医療を提供できる優しい
動物病院を目指しています。
スタッフ全員が仲良く働きや
すい職場です。院長が腫瘍科
認定医I種を有しており、腫瘍
症例のセカンドオピニオンも
比較的多い病院です。
職 正社員
（無期雇用）

残 固定残業なし

従 獣3名、
看4名

時 ① 9:00〜18:00

受付・その他1名、
トリマー2名

② 10:00〜19:00
③ 11:00〜20:00
シフト勤務制

時 8:30〜19:30

シフト勤務制

休 週休2日制

残 42時間
（42,000円相当）

試 3ヶ月程度

休 月8.5日
（年間休日102日）
試 3ヶ月

動物看護師・
トリマー・受付の各部署に分かれており、基本的には完全
分業制となっています。各部署、仕事はそれぞれ忙しいですが、スタッ
フ皆が当院のＭＯＴＴＯに基づき行動をし、患者様と向き合い、ホスピ
タリティ日本一の動物病院を目指しています。有給休暇有10日/年
（入社半年継続勤務後より）。
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飼い主様や動物たちに寄り添った獣医療を提供する優しい動物病院
を目指しています。動物看護師の仕事はやりがいがありますが、苦し
い事、辛いことも沢山あります。飼い主様の心に寄り添える優しい心と
困難に負けない心を持った看護師を募集しています。社会保険、雇用
保険、労災保険加入有り。

ノア動物病院 城東センター病院

いがらし動物病院

山梨県甲府市城東3-4-15
林 文明（北里大学・家禽疾病研究室）

長野県長野市若槻東条551
五十嵐 宏之（岩手大学・小動物外科学研究室）

の読み方

職 募集職種

時 勤務時間・勤務形態

休 休暇

従 スタッフ数

残 固定残業時間・金額

試 試用期間

メール送付時の注意点については
p27にて確認しましょう。

長野県

上田市
地域密着型動物病院

正 ア パ 途

正 途

正社員：170,000円

中部

正社員：170,000円
ア・パ：時給930円以上

静岡県

掛川市
1次診療動物病院

当院は静岡県西部夜間救急病院の登録病院です。

飼主さんとの信頼関係を築くことが
良い診療への道だと考え、何でも気
軽に相談してもらえる病院を目指し
ています。通常の診療のほか、不幸
な犬猫(保護犬、野良猫、地域猫)を
減らすための不妊去勢手術を応援
しています。

職 正社員(無期雇用) 時 8:30〜19:00

休 週休2日制

従 獣1名、
看1名

試 1ヶ月

残 固定残業なし

職 正社員
（無期雇用）

アルバイト・パート

従 獣2名、
看3名、
受付1名
時 ① 8:30〜17:30

② 9:00〜18:00
③ 10:30〜19:30
シフト勤務制

残 固定残業なし
休 完全週休2日制

年間休日119日

試 3ヶ月程度

外来も手術件数も多い病院です。当院の考えや活動に共感していただ
き、明るく対応できる方、相手を思いやって行動できる方、一緒によい
病院を作っていこうとしてくれる動物看護師さんをお待ちしています。
水曜、第１・３日曜、祝日、夏季・年末年始休暇があります。

動物の健康を通じてご家族を笑顔にする仕事です。個人病院ですが働
きやすい環境を整えるため社会保険に加入しています。今後、鍼灸・漢
方外来、
トリミングの新設を予定しています。

ポウ動物病院

アン動物クリニック

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

静岡県掛川市成滝642-3
吉永 美紀夫（北里大学）

職場選びのポイント

5つの判断要素
・病院規模

スタッフ同士の親交が深まりやすい小規模病院、症例数が
豊富で院内セミナーが盛んな大規模病院、インプットできる
情報の多いグループ病院など、規模によって得られるもの
も変わってきます。

・立地条件

・組織形態

動物病院への就職を希望している動物看護学生
は、多くの動物病院へ実習やインターンに行って
います。
しかし、多くの施設の見学をすると、混乱
してしまい同じに見えてきてしまうようです。どう
いう基準で実習先の動物病院を判断すればよい
のでしょうか？

・診療内容

いわゆるホームドクターといえる1次診療、スペシャリストを
目指せる単科専門、高度医療や最先端技術を学べる2次診
療や大学病院というように、それぞれの診療内容の特徴が
キャリアアップに影響します。

動物病院の建物が、路面型（戸建て・
住 居 併 設 ）、路 面 型 テ ナ ント、イン
ショップ度の分類なのかを確認するこ
とは、事業規模や地域・周囲の店舗と
の関係からも重要になります。

経 営・運 営（マ ネ ジメン
ト）
・臨床現場と分けた際
に、全てを1 人で 見てい
るのか、分業しているの
か、分業している場合は
誰が担当しているのかと
いう部分を気にしてみる
と良いでしょう。

！

?

・地域

全国的に見ると、3大都市圏に密集し
ています。その中でも、超都心部にあ
るのか、首都圏の郊外にあるのかを
基準にすることも判断の一つです。ま
た地方の場合も、中核都市型にある
のか、完全に地方にあるのかによって
も運営方法や顧客層が大きく異なり
ます。

雇用条件や相性は非常に重要な判断要素です。
ただ、自分の将来を考えるうえでは、自分の求める将来に必要なスタイルの動物病院
を探すことが重要ですね。

アイコンの
見方

正

正社員

ア

アルバイト

パ

パート

途

中途
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滋賀県

近江八幡市
1.5次診療動物病院

近畿

正 途

正社員：200,000円以上

滋賀県

守山市
1.5次診療動物病院

正 途

正社員：185,000円
快適な環境で、活気ある仲
間と楽しく働いてもらいた
いと思います！少人数で早く
からいろんな仕事を経験で
きます。看護スタッフによる
飼主様向けセミナーの開催
等、自分の能力、経験を伸ば
していける環境です。

病院みんなでチーム
ワークを大切にしてお
ります。先輩が積極的
に教えてくれるので、仲
良く働け、スキルアップ
できる環境です。

職 正社員
（無期雇用）

職 正社員
（無期雇用）

従 獣5名、
看5名、
他5名

従 獣3名、
看6名

時 9:00〜19:30

時 8:30〜12:00、

固定勤務制

16:00〜19:30

残 固定残業なし
休 週休2日制

残 26時間
（32,500円相当）

試 3ヶ月

休 完全週休2日制

年間休日120日
（有休含む）

試 3ヶ月程度

「この病院に来てよかった」と心から思っていただける病院を目指し
ています。初めはゆっくり確実にできることを増やし質を上げること
が大切だと思っているため、1人1人に合わせて病院全体でサポート
し働きやすい環境でお待ちしております！見学も大歓迎です！

動物大好きなあなたが、動物看護師としてやりがいを持って働ける職
場です。丁寧な指導カリキュラムで、どんどん自分の能力を伸ばせま
す。動物達と飼い主様の満足度の高い病院を目指して、私たちと一緒
に働きましょう！
有休は初年度に10日、夏冬GW休暇もあります

森動物病院

フルール動物病院 滋賀どうぶつ循環器センター

滋賀県近江八幡市上田町1281-13
森 弘志（北里大学・外科研究室）

滋賀県守山市守山4-6-9
古池 敏英（麻布大学・衛生学第一研究室）

宇治市
ワークライフバランス重視動物病院
正社員：160,000円

京都府
正 途

京都府

久世郡
2次診療/紹介動物病院

正 途

正社員：170,000円

地域中核的病院です。
ＣＴ、超音波画像診断、内視鏡、
Ｃアーム等の設備を
充実させ、画像診断と神経病にも力を入れております。スキルアップを支援
し、学会やセミナー参加費も支給していますので、積極的に勉強できます。

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

職 正社員(無期雇用)

従 獣4名、
看5名

従 獣6名、
看7名

時 8:30〜19:00

時 8:30〜20:00

残 固定残業なし

残 固定残業なし

休 週休2日制(月平均9日)

休 週休2日制

試 3ヶ月

試 3ヶ月

社会保険労務士と共同でライフワークバランスに取り組んでいます。出
産や子育て等で動物医療を離れていた方でも復職しやすい環境です。
実際に子育て経験のあるスタッフも多く、育児休暇や介護休暇、有給休
暇、
リフレッシュ休暇など積極的に休暇が取れる会社の雰囲気です。
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「神経病専門ですので、神経病の知識を深めることができます。その
ため神経病に悩むご家族に深く寄り添えることができます。」南村動
物看護師。
いつでも見学できますので、ぜひ一度見に来てください。出勤日数や
勤務時間は相談いたします。お気軽にお問い合わせください。

とわ動物病院

KyotoAR獣医神経病センター

京都府宇治市宇治弐番4
小澤 剛（鹿児島大学・外科研究室）

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

の読み方

職 募集職種

時 勤務時間・勤務形態

休 休暇

従 スタッフ数

残 固定残業時間・金額

試 試用期間

メール送付時の注意点については
p27にて確認しましょう。

正

正社員：180,000円

大阪府

東大阪市
1次診療動物病院
正社員：180,000円
ア・パ：970円

途

東大阪市に開院している街の小さな動物病院です。皮膚科診療に力を入れ
ています。働きやすい職場環境をととのえていますので一度ぜひ見学にい
らしてください。
職 正社員(無期雇用)
従 獣1名、
看3名

近 畿・中 国

大阪府

東大阪市
地域密着型動物病院

正 ア パ 途

開院40周年を迎える老舗の動物病院です。犬、猫、
ウサギ、鳥、ハムスター
等を診ています。ささいなことでも気軽に相談できる身近な動物病院を目
指しています。外科(軟部、整形、眼科他)に力を入れ、飼い主様と動物にとっ
て常によりよい治療ができるよう、
スタッフ皆で協力しています。
職 正社員
（無期雇用）

アルバイト・パート

時 8:30〜19:30

従 獣5名、
看4名、
受付・その他6名

残 20時間
（24,180円相当）

時 ① 9:00〜17:00

休 週休2日制

② 11:00〜19:00
③ 12:00〜20:00
シフト勤務制

試 3ヶ月

残 30〜40時間程度

（30,000〜60,000円相当/
月により変動・残業代別途支給）

休 月7日〜9日
（年間休日95日）

日祝月は9:00〜13:00の勤務

試 3ヶ月程度

全員に学会やセミナー参加を推奨しており、勉強の機会が豊富です。
費用は全面的にサポート。新卒の方は、保定、検査等の診療補助から始
め、一通りの業務ができるよう、先輩看護師と獣医師とで丁寧に指導し
ます。結婚、出産を経ても働き続けられる職場を目指しています。一緒
に頑張ってくれる仲間を募集しています。

残業はほとんどなくプライベートな時間を有効に生かせる職場です。
スタッフ同士も仲が良く、長期勤務出来る動物病院づくりを心がけて
います。見学、実習ぜひいらしてください。連絡お待ちしています。

ピース動物病院

福井獣医科病院

大阪府東大阪市岸田堂西1-2-2
成田 和博

大阪府東大阪市永和2-20-25
福井 博崇（麻布大学・解剖学第2研究室）

神戸市
ワークライフバランス重視型動物病院
正社員：
190,000円〜210,000円

兵庫県

松江市
夜間対応動物病院

正 途

正社員：170,000円

労働基準法準拠。腫瘍科を中心にシニア動物診療に力を入れている病院
です。院内の風通しはよく、スタッフ同士仲良く仕事しています。長期勤務
可能な環境を整えています。一人暮らしの方も多いです。住宅手当あり。

島根県
正

途

松江北・城北通り沿いにあります。地域に密着した1次診療施設として、飼い
主様が気楽に立ち寄れる明るい病院を目指して休日・祝祭日の診察、往診
など幅広く行っています。飼い主様がまた来たいと思われるような仲の良
い環境づくりに努力しています。

職 正社員
（無期雇用）
職 正社員(無期雇用)

従 獣4名、
看6名

受付・その他3名
トリマー4名

従 獣1名、
看4名
時 8:15〜20:00

時 ① 8:30〜19:00

残 10時間

（休憩時間２時間半）
② 8:30〜17:30
（休憩時間1時間）
シフト勤務制

（12,000円相当）

休 週休2日制
試 6ヶ月

残 なし
休 週休２日制
試 3ヶ月

看護師さんにだから相談できた、お話しできたという飼主様は多く、そ
ういったお言葉を頂いたときは、これ以上にないやりがいを感じます。
優しい笑顔と会話で、飼主様や動物たちを安心させることのできる看
護師さんに当院でなりませんか？有休は初年度に10日、最高20日間
あります。

島根県松江市は山陰最大の都市で、年間100万人の観光客が訪れる
城下町です。地震や災害がほとんど無く、都会の喧騒をはなれて風光
明媚な自然の中で有意義な人生が送れます。診療や手術にも積極的
に参加していただきます。丁寧に教えます。

リバティ神戸動物病院

城北通り動物病院松江

兵庫県神戸市東灘区御影郡家1-20-19
河野 太一（東京農工大学）

島根県松江市東奥谷町372番地1メゾン城北3号
林 富規（山口大学）

アイコンの
見方

正

正社員

ア

アルバイト

パ

パート

途

中途
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中 国・九 州

広島県

広島市
1次診療動物病院
正社員：188,000円
ア・パ：940円

正

ア

パ

広島市
地域密着型動物病院
正社員：160,000円以上

広島県
正 途

2019年10月21日移転し、病院が新しくなりました。開業6年目の病院で
す。現在獣医師１名、看護師3名、パート1名です。飼い主様と、その家族の
一員に対して、納得のできる医療を提供し、何でも相談できる、
『こころ』の
動物病院であることを、何よりも大切にしています。

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

職 正社員
（無期雇用） 残 固定残業なし
従 獣1名、
看2名

受付・その他3名

職 正社員
（無期雇用）

アルバイト・パート
従 獣2名、
看3名、
トリマー2名

時 8:30〜19:30

休 週休2日制
試 3ヶ月程度

時 ① 9:00〜19:00

② 8:30〜18:30
③ 9:30〜19:30
シフト勤務制
残 固定なし
休 完全週休2日制

（火・金/年間104日）

当院は「なりたいあなたにきっとなれる」動物病院です。はじめは特別
なスキルや知識は必要ありません。どうぶつや飼い主様のために一生
懸命頑張る気持ちがあれば十分です。たくさんのご応募お待ちしてお
ります。

チームワークを大事にし、より良い病院作りを目指しています。自分の
興味のある分野に関しては、セミナー補助もあるので、スキルアップ
が可能です。病院と一緒に成長していける方を募集しています。月の
残業時間は40時間程度となり、時間外手当で支給します。(12:00〜
16:00は手術等の兼ね合いで各自休憩となります。）

まるペットクリニック

こころ動物病院

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

広島県広島市安佐南区伴南5-1-4
前田 克志（日本大学・衛生学研究室）

熊本県

熊本市
学術系動物病院
正社員：150,000円

正

途

仲の良いアットホームな病院です。予防関係から高度な専門治療（神経疾
患）
まで幅広く経験でき、看護師としてスキルアップできます。2020年秋
にMRI導入・増築予定です。

職場選びのポイント

小動物診療施設の種類
小動物診療施設は、全国で12,116件です。
（農林水

職 正社員(無期雇用)

産省：2019年）、組織形態としては、公的施設（2.6

従 獣2名、
看6名

％）、企業（40.4％）、個人（57.0％）、獣医師数とし

時 ①9:30〜19:30

ては、1-2人（83.5％）、3-6人（12.5％）、7人以上

②9:30〜12:30

（4.0％)、個人経営・少数獣医師で運営される動物病

残 11時間

（10,000円相当）

院は、地域のホームドクターとしての役割が強く、院長

休 隔週週休2日制

先生の診察能力や学術能力に左右される傾向にあり

試 3ヶ月

ます。労働条件も、院長先生次第で大きく変わります。
企業経営・大人数の獣医師が所属する動物病院は、キ
ャリアと共により専門的な知識を必要とされる傾向に
あります。また、社会保障
や福祉・各種手当は充実

スタッフの仲が良い笑顔の絶えない職場です。ホスピタリティを大切
に、ペットとご家族にとって居心地の良い病院づくりに努めています。
保険完備、セミナー参加は全額病院補助。
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していることが多い傾向
にあります。動物看護師
として何をしたいか・自分

烏城ペットクリニック

に合う会社風土を見極め

熊本県熊本市南区川尻6-8-7
長井 新（酪農学園大学・伝染病研究室）

ることが必要ですね。

の読み方

職 募集職種

時 勤務時間・勤務形態

休 休暇

従 スタッフ数

残 固定残業時間・金額

試 試用期間

メール送付時の注意点については
p27にて確認しましょう。

応募をするその前に
HIPPOSの求人情報誌から、動物病院へ実習・面接の応募をする際は、2つの方法があります。
1つは、各動物病院に記載されているQRコードからメールにてご連絡ください。
もう1つは、下記電話番号リストより直接採用担当者様にご連絡ください。

メールで送る場合

【求職者様へ】

「HIPPOSを見てお送りさせていただいた」と記載してください

実際の勤務状況と求人広告の掲載事項が異

自分の所属を必ず記載してください（学校名・学年・年齢・氏名）
メール返信が迷惑メールになる可能性もあるので、連絡先を記載して
ください（電話番号等）
目的を明確に記載してください

電話で連絡する場合

なる場合は、下記メールまでご連絡ください。
当該企業への事実確認を行います。
HIPPOS相談窓口：info@hippos.co.jp

診療時間など忙しい時間を避け、目的を明確・丁寧に伝えてください

求人掲載動物病院の連絡先一覧（協賛病院も含まれます）

アイリス動物病院

0295-52-5012

ティアハイムどうぶつ病院

03-5567-4111

フジタ動物病院

048-775-3338

プリモ動物病院 練馬

042-860-6980

あさか台動物病院

048-460-5522

しんでん森の動物病院

03-3919-0791

とわ動物病院

0774-21-4100

志木いわい動物病院

048-474-1222

渡邊動物病院

042-537-4628

KyotoAR獣医神経病センター

0774-39-7413

いち動物病院

042-372-1122

ポウズ動物病院

042-391-9912

ピース動物病院

06-6753-7542

むかい猫と犬の病院

0476-22-1139

ごんた動物病院

042-497-9283

福井獣医科病院

06-6721-2590

相模原プリモ動物医療センター

042-860-6980

リバティ神戸動物病院

078-811-4333

0475-52-3935

みかん動物病院

0463-84-4565

城北通り動物病院松江

0852-23-1421

市原・山口動物病院

0436-61-3230

桜ヶ丘どうぶつ病院

046-269-3399

まるペットクリニック

082-836-5477

西村どうぶつ病院

047-405-1332

しんぼ犬猫病院

025-526-5900

こころ動物病院

082-578-0758

ミズノ動物クリニック

0476-46-9991

ノア動物病院 城東センター病院

055-233-4126

烏城ペットクリニック

096-277-1255

わたなべ動物病院

0476-95-8985

いがらし動物病院

026-225-9326

このはな動物病院

06-6469-1122

YPC東京動物整形外科病院

03-3638-1013

ポウ動物病院

0268-23-6910

JASMINE どうぶつ総合病院

045-532-8451

ようが動物病院

03-3707-0022

アン動物クリニック

0537-21-3310

つるまき動物病院

03-6413-5781

森動物病院

0748-37-5222

東千葉動物医療センター
（沢村獣医科病院）

フルール動物病院
滋賀どうぶつ循環器センター

077-581-3210
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JASMINE どうぶつ総合病院

❶入院管理は奥が深く、
動物とのコミュニケーションが大切です。

手術前後の変化、
食欲、ホームシック… 動物のさまざまなメッセージや個性に対応するやりがい！

❷充実した休暇制度

❸働きに報いる給与水準

年2回賞与があり、
一人暮らしをしているスタッフも多く、
地方出身者もいます。

動物看護師の声
やりがいや楽しさは？

お休みの過ごし方は？

映画、
舞台の鑑賞

飼い主様の笑顔や感謝

海外症例に備えた英会話

入院管理の工夫

友達と遊びに行く

動物の個性に合わせた看護

横浜を離れて遊ぶ

JASMINEのよいところは？

一人暮らしはできるの？

チームワークがよい

一人暮らしをしている
ものも多い

命に対して同じ思いで向き合っている
診療に対する意識の高さ
外部システムを活用した情報共有
雇用形態 正社員

勤務時間 8時間（シフト制：定時、早番、遅番）
試用期間 3ヶ月
月給与

22万円（大卒・認定資格保有者）

※年収見込310万円（2019年度実績/賞与込）

賞与実績 年2回（6月、12月）

ご応募・お問合せ先

日本どうぶつ先進医療研究所株式会社

神奈川県横浜市都筑区中川2-7-3 担当：小栁（こやなぎ）
Tel: 045-532-8451 Mail: recruit@cardiovets.jp
横浜市都筑区中川1-8-37 Tel: 045-910-1210

▲
▲
▲

2020年5月1日 新病院へ移転

33

8‑元代々木サンサンビル2F

社会保険 健康保険、厚生年金、雇用保険、
労災保険 完備

4
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W
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苦しそうな動物が元気になること
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完全週休2日制、
年次有給休暇、
特別年次休暇
（連続4日）
、
リフレッシュ休暇
（連続5日）
※いずれも1年目から取得可能です。

︵ヒッポワークス︶動物看護学生のしごと情報誌

い！
た
み
て
い
働
で
こんな動物病院
んか？
せ
ま
い
て
っ
思
だと
二次病院を特別
たい！
せ
さ
実
充
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び
仕事も遊

