千葉県

習志野市

1.5次診療動物病院

月給：280,000円

獣医腫瘍科認定医1種

（一般社団法人 日本獣医がん学会）

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

月給：296,000円

動物循環器認定医

＜私達の将来像＞

JAHA総合臨床医

将来の貴方は、多くの飼い主に信頼され、予

（公益社団法人 日本獣医循環器学会）
（公益社団法人 日本動物病院協会）

日本小動物外科専門医

（一般社団法人 日本獣医麻酔外科学会）

東京都

北区

1次診療動物病院

都会型動物病院

獣医内視鏡外科手術・技術認定レベル3

月給：260,000円以上

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

開院15年目です、保護活動にも協力しております。月に一度循環器認定
医、皮膚科専門医による診察も行っており、院内セミナーも積極的に行っ
てます。実力があれば診察、検査、手術等何でもしていただけます。

（日本獣医内視鏡外科研究会）

約がいっぱいの外来をこなします。

動物循環器認定医

（公益社団法人 日本獣医循環器学会）

十分なインカムが将来の貴方の生活を充実
させます。

職 正社員
（無期雇用）

時 8:30〜19:30

試 3ヶ月

人として、獣医師として、当院の一員として、

従 獣2名、
看5名

残 固定残業なし

診 1〜2ヶ月程度

休 週休2日制

術 1〜2ヶ月程度

動物と人を豊かにさせる人財に育てます。

トリマー2名

職 正社員
（無期雇用）

受付・その他11名、
トリマー3名
時 8:00〜19:30
10:00〜22:00
12:00〜22:00

従 獣5名、
看14名、
トリマー5名

受付・その他1名

残 40時間(60,000円相当)
休 月8日
試 2ヵ月

試 3ヶ月

残 45時間(60,000円相当)

診 3ヶ月程度

診 3〜6ヶ月程度

休 週休2.5日制(月平均8日)

術 3〜6ヶ月程度

術 6〜12ヶ月程度

試 3ヶ月
診 3ヶ月程度
術 6ヶ月程度

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

社保完備。産休育休。通勤手当or住宅手当支給。残業時間に応じた
時間外手当。セミナー補助等、福利厚生の充実。CT設備等を整え、
多数の麻酔手術及び腹腔鏡手術に取り組む一方、東洋医学にも積極
的に取り組んでいます。ぜひ見学へ！2020年本院移転予定(同市内
に新設)

日々の診療に誠意をもって取り組める方、内科・外科ともに向上心を
もって取り組める方希望します。セミナー・学会参加費全額負担、大学
病院での研修費全額負担。(有給休暇10日)

働きやすい環境を大切にしています。
命を扱う大変なお仕事です。だからこそ社会保険完備はもちろんのこ
と、給与や福利厚生等の待遇面も整えて、仕事とプライベートのバラ
ンスを取っていただけることを大切にしています。アットホームでス
タッフ間の仲が良いことも自慢です！

習志野動物医療センター りょう動物病院

東千葉動物医療センター（沢村獣医科病院）

ティアハイムどうぶつ病院

ひろ動物病院

千葉県習志野市大久保1-1-40
小笠原 良一（日本大学）

千葉県東金市東上宿6-37
澤村 昌樹（日本獣医生命科学大学）

東京都北区滝野川6-76-9
本嶋 治

東京都荒川区東日暮里1-32-1
安部 浩之（日本獣医生命科学大学・第二外科学教室研究室）

千葉県

市原市

1.5次診療動物病院
月給：270,000円

獣医腫瘍科認定医2種

（一般社団法人 日本獣医がん学会）

地域のホームドクターでもあり、1.5次診療を
目指す動物病院です。初めての臨床から3年
間で、覚えたい基本的な臨床
知識は当院で取得できます。
循環器、整形神経外科、眼科
の専門病院で研修を受けた
獣医師も在籍しており指導に
あたっております。

歯科レベルⅢ講義・実習終了

（日本小動物歯科研究会）

海外獣医認定医取得

東京都

港区

2次診療/紹介動物病院

月給：248,000円

JAHA内科認定医

月給：250,000円

JAHA外科認定医

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

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

（公益社団法人 日本動物病院協会）
（公益社団法人 日本動物病院協会）

JAHA認定総合臨床医

（公益社団法人 日本動物病院協会）

従 獣12名、
看24名

トリマー6名、
その他3名
時 10:00〜19:00

従 獣7名、
看8名、
トリマー5名

東京都

足立区

1.5次診療動物病院

職 正社員
（無期雇用）

職 正社員
（無期雇用）

獣医腫瘍認定医1・2種

月給：220,000円

日本小動物外科専門医

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

（一般社団法人 日本獣医がん学会）
（一般社団法人 日本獣医麻酔外科学会）

日本獣医系大学院博士課程修了

職 正社員

残 45時間
（62,010円相当）

従 獣18名、
看11名、
他6名

休 完全週休2日制

時 8:30〜17:30

試 6ヶ月

従 獣1名、
看4名、
清掃スタッフ2名

試 6ヶ月

（51,000円相当）
休 3勤1休
（週休2日）

時 9:00〜20:00

診 2ヶ月程度

残 固定残業なし

術 6ヶ月程度

試 6ヶ月

歯科レベルI〜Ⅳ講義・実習終了

（日本小動物歯科研究会）

職 正社員
（無期雇用）

休 完全週休2日制

残 45時間

東京都

品川区

地域密着型動物病院

残 25時間
（40,300円相当）

時 9:00〜19:00

休 週休2日制(月平均8日)

診 3〜6ヶ月程度

試 6ヶ月

術 3ヶ月程度

診 6ヶ月程度

基礎系の研究室出身の勤務医が多いため、研究室が臨床系でなかった
から不安という方も安心して勤務できます。有給も初年度から14日と
しっかり取れ、海外旅行をする方もいます。向上心を持って、総合診療
の基礎を固めたい方は是非ご応募ください。別途賞与、他手当あり、面
談時説明します。
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スタッフ教育を大切にし、働き
やすさと成長を両立！2020年
には新病院へ移転予定で、高度
医療の環境を準備中です。症例
数が非常に多く、整形外科を中
心に難症例にも積極的です。特
に臨床経験5年以下の先生の
教育が充実しています。

時 8:20〜19:20

休 週休2日制

時 8:30〜19:30

歯科レベルI〜Ⅳ講義・実習終了

（日本小動物歯科研究会）

従 獣4名、
VT兼トリマー4名

残 固定残業なし

受付・その他2名

月給：280,000円以上

職 正社員
（無期雇用）

従 獣16名、
看17名

職 正社員(無期雇用)

東京都

荒川区

術 6ヶ月程度

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

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

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

市原・山口動物病院

ダクタリ動物病院 東京医療センター

日本動物高度医療センター 東京

あかつき動物病院

千葉県市原市姉崎2067
山口 靖人（日本獣医生命科学大学）

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

東京都足立区一ツ家3丁目1-7
山下 傑夫（北海道大学）

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

の読み方

関東

関東

1.5次診療動物病院

千葉県

東金市

職 募集職種

時 勤務時間

休 休暇

診 入社から単独で診療開始するまでの月数

従 スタッフ数

残 固定残業時間・金額

試 試用期間

術 入社から単独で猫の去勢手術を実施するまでの月数

特徴アイコン

高度画像診断設備、
2次診療施設との連携あり

学会・執筆等外部情報発信

JAHA/ISFM、
その他施設としての認定あり

産休・育休・雇用形態の多様性
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