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知る
ミズノ動物クリニックを

年間診療件数（概算） 手術内訳（2019年）
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去勢・避妊手術 415件 （腹腔鏡手術含む）
軟部外科関連 110件
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整形外科関連 22件
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ミズノ動物クリニックが病院を運営していく
上で大切にしていること。それぞれのスタッフ
が意識することで、飼い主様も働くスタッフも
気持ちの良い空間にすることができています。

コミュニケーション
社員のコミュニケーションが良好でない病院が、良い医療を

提供できるわけがないと考えています。

毎週水曜日の午後は休診とし、スタッフ会議や業者様との打

ち合わせ時間を取る時間を設け、社員同士でコミュニケー

ションを取る時間を確保しています。また、社員全体での社

員旅行や、社員研修、忘年会等、定期的なイベントを通し、各

職種の社員とも交流する機会を設けています。

ホスピタリティ
医療は「人」が行うものです。そこにはおもてなしの心、寄り

添う気持ちが必要不可欠です。今でこそ医療設備や専門診療

科が整っていますが、当院の強みはそこではありません。定

期的に全社員参加の接遇セミナーも開催しており、ホスピタ

リティ向上に努めています。

飼い主様だけではなく、スタッフ、業者様など、当院に関係す

るあらゆる方に対して、謙虚に敬意を持って接することが重

要だと考えています。

1
皆様のかけがえのない大切な

パートナー（ペット）の命をお守

りするだけでなく、飼い主様へ

の心のこもった診療を提供する

ことをもっとも大切な使命と考

えています。

飼い主様 2
スタッフが働きやすい明るく楽

しい環境を提供したい。そして

スタッフ自身が誇りと喜びの持

てる病院を目指しています。

スタッフ 3
ホスピタリティと

コミュニケーション
により、飼い主様に居心地の良

い、心温まる病院を提供するこ

とを心がけていきます。

院内



専門外来の
獣医師から学ぶ

がん腫瘍科、整形外科、高度画像診断

の診療科の専門外来を開設し、実績

豊富な先生に定期的にお越しいただ

いています。

専門分野を極める先生が近くにいる

ことで、いつでも気軽に質問ができる

ほか、院内の勉強意欲向上にも繋

がっています。

教育制度

日本獣医
がん学会
認定医I種

A先生

がん腫瘍科

整形外科特化型
動物病院 院長

B先生

整形外科

向上のためには実践あるのみです。

人は自らの経験からしか学べません。

七転八倒しながら力をつけていきま

しょう。

大阪府立大学
所属

C先生

高度
画像診断

在籍獣医師
の
ご紹介

社員の年間院内外のセミナー参加回数：44回 

※2019年時の把握できた回数

具体的な開催例はHPのこちらをチェック！ ▼セミナー参加報告 : https://mizuno-vet.com/seminar/

ミズノ動物クリニック　セミナー参加報告 検索

過去に参加したセミナーテーマ

眼科　整形外科　皮膚科　接遇　リハビリ　  臨床病理学

内科　画像診断　腫瘍科　救急　再生医療　エキゾチック

院内外セミナー
への参加



2019年に新築したトリマー専用のト
リミングルームがあります。専用の受
付もあり、トリマーのスタッフが働き
やすい環境を整えています。予約を
たくさん頂いており、トリミング技術
の習得に適した環境です。

院内紹介
CT検査機器や、X線透視診断装置（Cアーム）、外科用顕微鏡、

腹腔鏡機器、トレッドミル、細胞培養機器など、全て院内で完

備しているから、勉強できることがたくさん！専門性も身に着

けることができます。

処置室

受付

トリミング専用受付トリミングルーム

手術室



院長  水野浩茂

院長の私は、元々は獣医学科に合格できずに製薬会社に勤

めていた。仕事も順調だったが、将来を考えた時にやはり動

物の命を救う仕事がしたくなり、再受験を決意。会社の上司

からは｢やめておけ｣、｢今さら夢を追うのはやめろ｣の声。

26歳で予備校に入り、毎日12時間以上死に物狂いで勉強し

た。1年間で遊んだのは1回、カラオケに1時間行っただけ。

麻布大学獣医学科に入学できたものの、大学に入ったという

満足感でダメ学生に。講義を休んでアメリカンフットボール

に没頭し、部活がない日は徹夜でマージャン、そして友人達

と飲んだくれて。

卒業後は、勤務医として6年間働いたが、理想と現実の

ギャップに苦しんだ。獣医師になっても何もできない自分。

診察や手術を夢見ていたのに、現実は掃除、受付など。

正直、獣医師を辞めたい時期もあった。しかし、今振り返る

とこの6年間は自分にとって大切な時間だった。開業をして

はじめて掃除、受付、調剤の重要性、そして動物看護師の大

切さが身に染みて分かったから。

私自身苦労した経験が今の自分を形作っている。

だからこそ、大学での成績が良いこと以外にも、部活やバイ

トなどで苦労した経験を持つ人に当院に来てほしい。飼い

主様、動物たち、スタッフ、業者さんに優しく、居心地の良い

病院を一緒に作りたい。医療従事者は「一生勉強」だと思

う。だから、追求したい専門分野があれば外部の勉強会に

も積極的に参加してもらえる環境を整備している。自分の

限界は作らず、夢を追い続けよう。

限界は
つくるな



陽圧換気の手術室、手術用顕微鏡、CTの導入、リハビリルーム、トリミングルームを整

え、ハード面では非常に充実した病院だと思います。それに伴い新たな知識、技術も積

極的に学ぶ機会も多く、やりがいを強く感じます。院内外で多くのイベントを実施し、ス

タッフ同士も自然にコミニュケーションを図る環境があります。

当院に就職した時から「責任感、思いやり、やりがい」は一貫して大事にしてきた考えで

す。その考えを今も継続して持つことができているのは、豊富な研修会への参加機会

だと思います。私自身、国内外の研修にも参加しており、費用は全て病院が負担してく

れています。国外はアメリカやタイ、国内では東京、神奈川、滋賀の勉強会に参加して

います。院内でも実績のある先生をお招きし、多くのセミナーが開催されている他、そ

れぞれの獣医師が興味に応じて二次診療施設で腕を磨いており、病院の専門性を高

めることに繋がっています。

就職先を探すときに重視したのは、「人間関係」と「勉強できる環境」。人間

関係が上手くいかず、病院を辞めた人の話はよく聞いていたので、スタッフ

の仲が良く、いい雰囲気の中で働けるというのは大事なことだと思ってい

ましたね。

大学の研究室が基礎系でしたので、臨床のことはわからないことが多く、

しっかり教えてもらえたり、勉強できる環境が整っていることは重要でした。

女性獣医師として結婚や出産しても働きたいので、早くから経験を積めるこ

とも大事でした。

実習に参加した病院の中で、当院の雰囲気の良さは1番でした。患者様に寄

り添って、親身になって診察されていたのが印象的でしたね。実習に行った

日は、診察などとても忙しかったにも関わらず、私のことも気にかけて話し

かけてくださったり、スタッフのみなさんの温かさをとても感じました。

卒業して初めに就職した病院で、人間関係に悩み転職を考えました。転職活動を始

め、実習を受け入れているかを電話で尋ねたのがきっかけでした。当時は院長と動物

看護師の２人だけ。

自分の悩みを院長に話したら「社会人として、獣医師として、出来ないのは当たり前！

そんな事気にしないで一つ一つ覚えればいいよ。考えが甘い！」とのお言葉（笑）。その

後に「とりあえず、うちで良ければ働いてみる？」との言葉を頂き、就職を決めました。

入社時は社員２人が、
いまや30名ほどに

ハード面もソフト面も充実してきた

人間関係を最重視した

専門医による院内セミナーや先輩による院内セミナーも多くありますし、

学会への参加や、自分の興味をもった分野への研修に行かせていただける

など、獣医師として勉強できる環境はとても整ってます。努力は必要です

が1年目から手術や診察を任せていただけるところにやりがいを感じます。

１年目から診察や手術を
任せてもらえた

出身 : 千葉県
出身校 : 酪農学園大学

副院長 須郷貴行

出身 : 千葉県
出身校 : 酪農学園大学

獣医師 石井



院長を始め、スタッフがとても優しく、気さくに声をかけて迎えてくださりとても心が温かく

なったのが当院の第一印象です。動物看護師にもトレーニングやリハビリなど積極的に取り

組んでもらいたいという方針に、私もこの場所で働きたいという思いが強くなり入社を決意

しました。私はパピークラスに興味があり、当院で初開催を任せていただきました。立ち上げ

までは大変でしたが、現在では楽しんで通っていただける飼い主様や、わんちゃんの姿を見

ると私自身も嬉しい気持ちになりますし、この仕事ができた達成感も大きく挑戦して良かっ

たと思います。

動物看護師が活躍できる

元々は地元の病院で2年間働いていましたが、千葉県内で働こうと求人を探

していたところ、当院で働いていた友人に誘ってもらい、実習に参加しまし

た。就職の決め手は病院の雰囲気。スタッフの笑顔が多いこと、仕事中些細

なことでもスタッフ同士「ありがとう」と声を掛け合っていたこと、とても温

かい病院の雰囲気に惹かれ、当院で働きたい！と思いました。

当院の魅了は「人」。働く環境には妥協したくない、という方にこそおすすめ

の職場だと思います。

「ありがとう」が
飛び交う動物病院

出身 : 茨城県
出身校 : ちば愛犬動物フラワー学園

動物看護師長 石井

出身 : 千葉県
出身校 : ちば愛犬動物フラワー学園

動物看護師長 田村

正直なところ、はじめは動物病院併設と聞いて、シャンプーばかりで、そこまでレベルの高くな

いトリミング技術をやってるのだろうと思っていました。（笑） それは誤解だということは実習

の際に知りました。シャンプーはワンちゃんによって使い分けますし、マイクロバブル、炭酸泉、

アーユルヴェーダハーブパック、はちみつ泡パック、酸素カプセル、肉球ケアまでカバー。

私は専門学校に通っている時から動物病院での就職を考えていました。トリミング中に皮膚の

病気や容態の変化が見られた時に、診てもらえる獣医師が近くにいるのは心強い。シニアの子

も増えているので、医療面から安心を届けられるのは動物病院併設のメリットだと思います。

出身 : 熊本県
出身校 : 千葉グルーミングスクール

メディカルトリマー長 木村

医療が充実しているから、
自信を持って「安心」な「美容」を提供できる



募集要項

実習は年間を通して受け入れています。
当院で１日（午前～夕方）過ごしていただき、病院の本当の雰囲気を感じていただきます。就職を希望される場合はもう１日程度
実習にご参加いただき、面接を実施します。自分に合った病院を見つけるために、実習や見学は必要不可欠です。図々しく、連絡
してきてください（笑）。緊張してお電話かけないで大丈夫です。気持ちを汲みとります！

服装
【獣医師・動物看護師希望の方】
スクラブ、学校着もしくは白衣、上履きの用意をお願
いします。

【トリマー希望の方】
学校着と素敵な笑顔。他は不要です。

交通手段
当院までの経路をご案内します。
事前に電車、車などの交通手段をご連絡ください。

獣医師の方へ 動物看護師の方へ トリマーの方へ

実習生受付中

犬しつけトレーニング、マッサー
ジ、リハビリテーション、再生医療
などを動物看護師が積極的に担当
します。
獣医師同様、豊富な院内セミナー
にご参加いただけます。

トリミング、マイクロバブル、動物
看護師のフォローなどを行ってい
ただきます。
また、各種勉強会、セミナーなどに
参加が可能です。

お電話または応募フォームからご連絡ください。

応募方法

9:00～12:00、16:00～20:00 / 土日祝は19時まで
年中無休 (水曜午後休診)
病院HP ： https: //mizuno-vet.com/
病院採用HP ： https: //mizuno-vet.biz/

ミズノ動物クリニック 千葉県印西市高花2-1-10 （東京から1時間）

応募フォーム : https://mizuno-vet.biz/entry/
☎ 0476-46-9991

募集職種 獣医師、動物看護師、トリマー

給与 時期によって変動する可能性があるため、HPをご確認ください

休日・休暇 完全週休2日（シフト制）、有給休暇10日～、産休・育児休暇あり

昇給・賞与 昇給年1回、賞与年2回（2ヶ月分）

 社会保険・厚生年金・雇用保険・労災保険完備、交通費全額・住宅手当一部支給

 学会参加セミナー費支給・学会セミナー交通費支給、制服・シューズ支給

勉強環境 各種学会、勉強会、セミナーなどに積極的に参加が可能

福利厚生

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例
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門
診療科が院内にあるため、専門的
医療を院内で学べます。 業者様
が行う院内セミナー
もバリエーション豊富
に準備しています。



住みよさ全国1位を
7年連続獲得 !

印西市は「住みよさランキング」で全国1位を7年連続で獲得しま

した。高評価の理由は「生活の快適さ」。ホームセンター、ショッピ

ングモール、家電量販店、スーパー、ドラッグストア、家具店など

が立ち並び、生活が便利です。シネコン、スーパー銭湯、ゴルフ場

やゴルフ練習場など、遊べるスポットも揃っています。

自然も非常に豊富で、里山エリアは「日本の里100選」に選出。市

の北側には利根川が流れていて、印旛沼で釣りを楽しむこともで

きます。公園も1つ1つの面積が広く、子育てするにはピッタリです。

品川まで1時間
セミナー参加も楽チン !

最寄りの千葉ニュータウン中央駅から品川駅までは約1時間。最

新の医療セミナーや学会などは東京にて開催されることが多い

ですが、片道1時間ですので日帰りも楽チン。

成田空港までは25分ほどですので飛行機の移動にもとても便利

です。

社員が明かす 印西市のここが良い！ここが惜しい！

ショッピング

モール 里山エリア

ホームセンター

ホントの
ところ!

千葉県・印西市の

交通

 
車があれば問題な
いが、バスなどの公共
交通機関は自由度が低
い。 （車があると便利で
すが、車がないと

不便。）

交通アクセスは
良いのですが、
電車代の価格設定
が少し高い。

 
夜遅くまで開

いている飲食店が
少ない。 都内みたい
に、二軒目、三軒目とい

うわけには
いかない。

映画館

 
公園も多く自然
が豊か。夏には蛍の
見れるスポットも。
心にゆとりが
持てます。

 
羽田空港、
成田空港も
電車で乗り換
え無し。

都内への電車の
アクセスが良く、
学生時代の友人と
会ったり、セミナーに
行くのに便利。

 
大型の商業施設

が立ち並び、生活に必
要な買い物は全て
整います。
映画館も2つ。

飲食店も多く、
仕事終わりに職場
の仲間とご飯に行
くのも楽しみ。

 
生活便利だけ
ど、窮屈な感じは
しない「丁度いい

田舎」。



千葉県印西市高花 2-1-10（東京から1時間）
9:00～12:00、16:00～20:00 / 土日祝は19時まで / 年中無休(水曜午後休診)

ミズノ動物クリニック  TEL : 0476-46-9991

【病院HP】
https://mizuno-vet.com/

【病院採用HP】
https://mizuno-vet.biz/


