
学生の間に、

プロに近づく。

社会保険完備

残業代全額支給

学生アルバイト募集Check!

飼主様向けセミナー開催×
長く働ける 成長できる

週休２日制度導入 教育プログラム制度

コロナ対策徹底中 N95マスクとグローブ着用/体温計測/足裏消毒/ビニルカーテン設置



どうぶつと人との絆を大
切にした「どうぶつに優
しい医療」を実践するた
めに、早期発見、早期治
療、病気の予防に力を入
れています。

循環器、皮膚、腫瘍、眼
科、麻酔、鍼灸、行動治
療など経験豊富な専門医
よる専門外来を行ってい
ます。外科医や麻酔専門
医による手術も行ってい
ます。

パピーパーティーや歯磨
き教室、しつけトレーニ
ングから、 キトンパーテ
ィーや猫の飼主様向けセ
ミナー、マッサージセミ
ナーなどを定期的に開催
しています。

安心して長期勤務できる
よう、社会保険・厚生年
金・雇用保険に加入して
います。また週休２日制
の導入や残業代全額支給
など、雇用条件の整備・
改善に取り組んでいます

WAFについて、WAFの特徴があるか
ら

新しい家
族を迎え

よう

生き物と暮らす日々は、私たちにかけがえのない喜びや感動を与
えてくれます。けれど、違う生き物だからこその不安もきっとあ
ります。だからこそ私たちは「WAFがあるから、新しい家族を迎
えよう」そう思っていただける安心感のある病院を目指していま
す。

どうぶつに優しい医療 専門外来

セミナー 長く働ける病院

「We Achieve the Frontier＝常に挑戦
し新しい価値を生み出す」そんな病院でありたい
という想いをこめて、それぞれの言葉の頭文字を
とって『品川WAFどうぶつ病院』と命名しました

What is  
。

の特徴

。



全スタッフがプロフェッシ
ョナルとなるために、学会
や外部勉強会への参加を奨
励しています。また専門医
やメーカー様指導による院
内勉強会、20年以上のキ
ャリアのある動物看護師か
らの指導も行っています。

「犬の理学リハビリテーシ
ョン」テネシー大学公認 
CCRP (Certified Canine 
Rehabilitation Practitio-
ner) の認定資格取得、ア
ニマルヘルパー認定資格取
得など、キャリアアップ支
援を行っています。

2022年以降、動物介護や
訪問介護、遠隔診断、リハ
ビリ、トレーニング、トリ
ミングなど、飼主様向けに
様々なサービスの提供を計
画中です。他分野を学んで
きた学生や経験者を積極的
に採用していく予定です。

キャリアアップ 獣医療サービス学びの機会提供

看護師リーダー

当院では、積極的に学生アルバイトを受け入れることで、診
療補助や保定、検査、処置、入院管理、調剤、各種セミナー
の補佐を通じて、入社前から働きながら学べます。

当院では、多くの学生アルバイトさんが活躍しています。
学生のうちから動物病院で働くことで、リアルな臨床現場の獣
医療を体験できます。何が必要な知識・技術なのか、自分たち
に求められているものは何か、自分が将来どうなりたいのかな
どが明確になります。

入社後すぐに
第一線で活躍できます

齋藤 里佳子
学生アルバイト
募集要項

Please�check

学生アルバイト

看護学生の就職をサポートしてきた経験から
「自分にあった病院とは何なのか」を一緒に
考えます。ぜひ何でも聞いてください！

育成の特徴

学生の間に、

プロに近づく。

Check! Check!



── なぜ動物看護師を目指そうと思ったのですか？
　実家で飼っていた愛犬が病気になってしまい、地元の動物病院に連れて行ったところ余
命半年と告げられました。そこから持ち直したように見えたので、もっと生きてくれると
思ったのですが、実際には本当に半年で寿命を迎えました。プロって凄いんだなと愛犬を
ケアしてくれた動物病院の方たちに感銘を受けたのがきっかけです。

── 看護師デビューして５ヶ月、どんな心境ですか？

── 動物看護師として、気をつけていることは？

　WAFはとても忙しいので、正直なところ一日一日を乗り越えるので頭がパンパンです
（笑）。それでも、わんちゃん猫ちゃんたちが元気になって退院していく姿を見るのは
嬉しいです。自分の未熟さを感じる日々ですがやりがいも凄く感じています。

　動物病院に来ることがストレスにならないよう、精神面のケ
アもできたらと思っています。なので飼主さんと離れて不安が
っている仔には、なるべく名前を呼んであげています。そうす
ると落ち着くことが多いんです。心細いわんちゃん猫ちゃんた
ちの支えになれたら嬉しいですね。

──どんな動物看護師が理想ですか？
　動物看護師は、獣医師からさまざまな指示を受けますが、そ
の指示のひとつひとつにどんな「理由」があるのか、何のため
にその治療法を選んだのか、それらを理解した上で行動するの
と、そうでないのとでは大きな違いがあります。なので、大学
を卒業したからといって学びを止めず、信頼されるプロとなれ
るよう成長し続けたいです。

私は になりたい。信頼される動物のプロ
動物看護師  　橋芽吹髙

今年、国内トップクラスの看護学科を卒業したばかりの髙橋さん。４月に動
物看護師デビューをした彼女に、その心境や目標を伺ってみました。

日本獣医生命科学大学 獣医保健
看護学科卒業。今年の４月より動
物看護としてWAFに勤務。趣味
は韓流ドラマ鑑賞。
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── なぜ品川WAFどうぶつ病院に転職したのですか？
新卒で入社した動物病院では、副看護師長として新人教育や看護記録の導入や研究発表
を行なってきました。すでに責任ある立場でしたが、今までの能力を活かして新しいこ
とにチャレンジしたい、看護師としてのキャリアアップもしていきたいと思っていまし
た。そんな折、「急成長している病院がある」と知り合いのドッグトレーナーの方に紹
介してもらったのがWAFでした。成長できる職場としてWAFを選びました。
── 看護師として、大事にしていることは何ですか？
　私が一番大切にしているのは「信頼関係」です。わんちゃんや猫ちゃんからも、オ
ーナーさんからも安心してもらえる存在を目指してきました。そのために看護スキル
はもちろん、しつけ指導やワークショップなど、さまざまな知識・経験を積んできま
した。学ぶことは、看護師人生が続く限り、私の永遠のテーマです。これまで、パピ
　　　　　　　　ーライフ指導認定動物看護師の資格を取得したり、ノーズワークフ
　　　　　　　　　ァンフレンズ・インストラクターの資格も取得しているので、現
　　　　　　　　　在ではノーズワークの講師も担当させてもらっています。

──WAFでどんな活躍をしていきたいですか？
　看護師として経歴は長い方ですが、WAFでは新入りであり
ながら看護師リーダーに就任させていただき５ヶ月が経ちま
した。正直、初めて打つかる課題も多い日々です。けれど、
今まで培ってきた自分の「色」を活かしながら、WAF独自の
「色」を学び、どんどん成長していきたいと思います。まだ
若く、急成長中の病院だからこそ経験できることを、楽しみ
ながら自分の糧にしていきたいです。

私は になりたい。誰もを安心させる看護師
動物看護師 齋藤里佳子

今年で看護歴10年を迎えるベテラン動物看護師の齋藤さん。今年の2月に入
社し、看護師リーダーとして活躍する彼女に想いを聞いてみました。

大阪ペピイ動物看護専門学校卒業。
大阪にある大手動物病院の副看護師
長として勤務。認定動物看護師。趣
味はEXILEのライブ鑑賞。
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私は になりたい。飼主さんに一番近い存在
動物看護師  速水夕貴

動物看護師歴10年以上、そして一児の母でもある速水さん。子育てをしなが
ら、仕事も精一杯がんばる速水さんの想いを伺いました。

── 品川WAFどうぶつ病院を選んだ理由をおしえてください
　新卒で入った動物病院は、スタッフが少人数だったので出産を機に辞めてしま
ったのですが、また動物に関わる仕事がしたいと思い、シフト制で残業がなく、
子育てしながら働けるWAFを選びました。子どもを職場に連れてきたこともある
ので「ママの仕事わんちゃんと猫ちゃんの病院でしょ」と、幼いながらに私の仕
事を理解しているようです。

── 速水さんから見た品川WAFどうぶつ病院を教えてください
　WAFでは、LINEでのコミュニケーションや電子カルテを導入しており、前の職
場とはまったく違う環境だったので最初は慣れるのに大変でした。とにかく新し
　　　　　　　いことを取り入れること、変化することに積極的な病院だと思い
　　　　　　　　ます。あとは子どものことで急に休まないといけなくなっても
　　　　　　　　　快くシフトを調整してもらえたり、子育ての面でもとても助
　　　　　　　　　　かっています。

── どんな動物看護師が理想ですか？
　人間の病院でもそうですが、ドクターに対してだと聞き
にくいことってあると思うんです。だからこそ飼主さんに
一番近い存在として、気軽になんでも聞いてもらえる看護
師になりたいですね。せっかく時間を作って来てくれてい
るので、気になることがあれば全部解決して帰っていって
ほしいと思っています。

動物医療系の短大を卒業後、動物
病院で７年半勤務。出産を機に
WAFへ転職し、今年で４年目を
迎える。推しはKis-My-Ft2。

No.3



見学・実習の申込方法

募集要項
2022年度（2023年3月卒者向け）

募集人数

新卒初任給

休日

勤務時間

保険

年次有給休暇

残業手当

通勤手当

住宅手当

賞与
試用期間

その他

① 新卒動物看護師（愛玩動物看護師） ８名
② 動物看護系学生アルバイト 6～10名

①　　　　　　愛玩動物看護師
　獣医学部獣医保健学科/学類卒
　4大・短大・専門学校卒
②　　　　　　動物看護師
　4大卒・短大卒 
　専門学校卒 

212,280円
208,800円

191,400円
187,920円

週休２日制（休日年間104日）

9：30～22：00の中で１日実労８時勤務、３交代制のシフト制

社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、障害保険

労働基準法に準じた日数を付与

全額支給

１ヵ月定期代（上限１万円）

通勤手当が発生しない近隣に住む場合、月額5,000円
※近隣の場合、社宅扱いで賃貸初期費用の分割払いも可能です。

年2回　（実績：2ヶ月～）

３ヶ月間

制服支給、学会や勉強会参加補助・キャリアアップ支援補助有り
※病院近隣に病院とは別に事務室がありますので、事務室で着替えたり休憩ができます。

リクルート
専用サイト

見学・実習
申込フォーム

当院では、半日や１日見学、１日以上の学生実習を受け入れてい
ます。お申込みは、右記の専用フォームよりお申込みください。

新型コロナ対策
来院される学生の方には、N95マスクとグローブを支給いたしま
す。また当院スタッフは3ヶ月に1度の抗原検査を行っています。

国家資格有

国家資格無



〒141-0032 東京都品川区大崎
５丁目１−５ 高徳ビル １Ｆ

https://waf-ac.com/

病院概要
設立
住所

電話番号

HP

スタッフ数

病院紹介動画

2015年12月

常勤勤務医３名
非常勤獣医師/専門医１０名
動物看護師１０名
パート・学生アルバイト約１０名

03-6885-1839
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