東京都

八王子市・小金井市・稲城市・町田市

東京都

清瀬市

神奈川県

川崎市

1次診療動物病院

1次診療動物病院

月給：250,000円

月給：250,000円

月給：270,000円

当院は2016年に移転したばかりのキレイな
動物病院です。院内設備も一新し、より高性能
なものを揃えています。オーナー様と対話を
し、ひとつひとつ納得した説明を心がけます。
費用なども随時確認をしながらご不満の残ら
ないような診察を目指します。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。

夜 間を含 む 2 4 時 間 のセン
ター病院とペットショップに併
設した7病院があります。
「ALL Support＆One
to One」を理念とし「ここ
に来れば大丈夫 安心できる
病院」を目指しています。
地域密着・24時間病院です。
職 正社員
（無期雇用）

従 獣2名、
看4名

残 45時間

従 獣23名、
看34名、
事務3名

時 8:30〜19:00

診 2ヶ月程度

診 2ヶ月程度

術 4ヶ月程度

術 2ヶ月程度

症例としての視点だけで動物を診るだけでなく、動物の気持ちにも飼
い主様の気持ちにも寄り添い、個々にとって最適な獣医療サービスを
提供することを心掛けています。楽しく働きがいのある職場です。

ALLONE八王子動物医療センター

（ALLONE動物病院グループ）

東京都八王子市みなみ野1-7-3 フレスポ八王子1F
宮城 亮一（日本獣医生命科学大学・解剖学研究室）

神奈川県

相模原市・横浜市・厚木市

1.5次診療動物病院
獣医腫瘍科認定医2種

（一般社団法人 日本獣医がん学会）

総合診療に加えCT機器を完備し1〜1.5次
診療を提供しています。CT稼働率は神奈川
県一。東京・神奈川に8院あるプリモ動物病院
グループ間での連携を生かして様々な症例
に応じています。

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）

歯科レベルⅠ〜Ⅳ講義・実習終了

（日本小動物歯科研究会）

国内獣医系大学院博士課程修了
国内医歯薬大学院博士課程修了

職 正社員
（無期雇用）

(63,000円相当)

休 週休2日制

獣医師25名をはじめ、50名以上のスタッフで地域の中核医療を担っ
ています。新卒は社会人教育を最優先しているので、診療技術の習得
は急がせていません。1年目は社会人研修と年間20回の研修医セミ
ナーを受けながら、まずは1人前の社会人になることを目指します。4
〜5年目以降は専門分野を学び、10年目程度で総合医、専門医、管理
職などに分かれていきます。

平均年齢が29.2歳と若く、わいわいと明るい職場です。先輩も歳が
近いのでコミュニケーションを取りやすく、質問も気軽に出来ます。
楽しく成長できる場で一緒に働きませんか？
まずは実習で雰囲気を感じにきて下さい！

王禅寺ペットクリニック

関内どうぶつクリニック

神奈川県川崎市麻生区王禅寺西3-27-1
木村 真治（北里大学）

神奈川県横浜市中区吉田町6-3
中村 孝行（日本大学）

神奈川県

月給：250,000円
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。

神奈川県

横浜市

1次診療動物病院
獣医腫瘍科認定医1・2種

（一般社団法人 日本獣医がん学会）

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）

基礎眼科学専門家・
獣医眼科学専門医

（比較眼科学会）

国内獣医系大学院博士課程修了

月給：316,000円以上
獣医師としてのスキル向上は高
額な医療機器に頼る前に病歴
聴取、身体検査、血液化学検査、
血液塗抹標本の評価、FNAに
よる細胞診、飼主様へのプレゼ
ンテーション能力を磨くことに
あると思って います 。生 涯に
渡って使えるベーシックなスキ
ルを一緒に勉強いたしましょう。

神奈川県

地域密着型動物病院
月給：207,960円

JAHA内科認定

動物医療のプロ
フェッショナ ル とし
て、思いやりに満ち
た、質の高い医療を
提供して参ります。

（公益社団法人 日本動物病院協会）

歯科レベルⅠ〜Ⅱ講義・実習終了

（日本小動物歯科研究会）

職 正社員
（無期雇用）
従 獣医9名、
看15名、

その他10名

時 8:15〜19:15

休 完全週休2日制
（シフト制＋年休6日）

職 正社員
（無期雇用）

試 6ヶ月 診 6ヶ月程度

休 完全週休2日制

従 獣6名、
看3名、
トリマー3名

試 6ヶ月

秦野市

日本獣医皮膚科学会・認定

（一般社団法人 日本獣医皮膚科学会）

残 45時間
（62,010円相当）

術 10ヶ月程度

術 4ヶ月程度

東京都清瀬市中里2-1147-1
山田 一郎（北里大学）

時 8:30〜17:30

残 45時間
（71,603円相当）

残 残業45時間

ごんた動物病院

従 獣48名、
看37名、
他37名

時 8:30〜19:00

(休憩3H、
業務時は
残業換算)

診 3〜4ヶ月程度

職 正社員
（無期雇用）

従 獣49名、
看54名

時 8:30〜19:30

試 3ヶ月

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
中心にすることで様々な手間を省き、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。当院では外科、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ると思います。

川崎市

国内獣医系大学院博士課程修了

横浜の中心地で、質の高い一次診療施設
として評価をいただき、急速減感作療法
やIBDの診断に力を入れています。1年
目から診察・手術に参加してもらい、臨床
に繋がる研究や学会発表等も企業や大学
と共同で行っています。獣医療の発展に
寄与できます。
従 獣7名、
看7名

術 12ヶ月程度

2次診療/紹介動物病院

月給：288,000円

月給：290,000円

職 正社員
（無期雇用）

診 6ヶ月程度

休 週休2日制

試 3ヶ月

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）

試 3ヶ月

（5,000円程度）

（月平均8日）
試 2ヶ月

（公益社団法人 日本獣医循環器学会）

（68,000円分相当）
休 完全週休2日制

残 1〜2時間

休 完全週休2日制

動物循環器認定医

従 獣24名、
看17名
時 8:00〜20:00

残 30時間
（55,000円相当）

（一般社団法人 日本獣医がん学会）

職 正社員
（無期雇用）

職 正社員
（無期雇用）

時 10:00〜20:00

人間関係が良い動物病院
獣医腫瘍科認定医2種

3病院体制で地域のどうぶつ達の健康をサ
ポートしています。年中無休・24時間診療・夜
間救急にも対応している本院を中心に、共通
の電子カルテシステムを導入、3病院が連携
し総合的なチーム医療に取り組んでいます。

神奈川県
関東

関東

地域密着型動物病院

横浜市

受付・その他1名

残 固定残業なし
休 週休2〜3日制

時 8:30〜19:00

試 3ヶ月

残 20時間
（26,000円相当）

診 6ヶ月程度

休 完全週休2日制

術 6ヶ月程度

試 3ヶ月
診 3ヶ月程度
術 6ヶ月程度

専門分野を活かして勤務したい、臨床経験を積み将来開業したい等、
希望の勤務体系に応じて、募集しています。病院見学、実習も、随
時受け付けています。
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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。

JAHA国際セミナー伝達勉強会、湘南臨床研究会、日本臨床獣医学
フォーラム（JBVP）、皮膚科専門医による院内勉強会、参加可能。昼
休みはベッドで仮眠できます。日大藤沢キャンパスより車で20分！
年次有給休暇は10日〜あります。

『ペットの気持ちとご家族の思いを第一とした上で、どういう治療が最
適であるかを考えます。
診察に出てカルテを書き始める頃には、月給＋10,000円。この他、住
宅手当＋通勤手当（各、最大30,000円）がつきます。別途残業有』

相模原プリモ動物医療センター/第2病院（プリモ動物病院グループ）

日本動物高度医療センター 川崎

アニマルライフサポート

神奈川県川崎市高津区久地2丁目5番8号
松永 悟（東京大学）

みかん動物病院

神奈川県相模原市中央区中央4-14-10
今井 巡（日本大学）

神奈川県横浜市泉区和泉ヶ丘1-28-30
渡辺 靖浩（日本大学・生理学研究室）

神奈川県秦野市今泉1304-3
森田 大樹（日本大学・薬理学研究室）

の読み方

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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