暗室

病院

UP
↑
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猫
入院室

手術室

運動場

犬
入院室

X線室

隔離室

検査スペース
トリミング
スペース

ICU

薬局
診察室 1
受付

入口 風除室

病院全景。冬の寒さを防ぐため、入り口ドアには風除室がつくられている

ルカ
ーウ
ムン
セ
リ
ン
グ

診察室 2

待合室

院内見取図（2階には医局やプレイルーム、ドッグランがある）

（左から）動物看護師の小林和恵さん、山崎直子さん、院長の横山篤司先生、獣医師の松本恵美加先生、動物看護師の
清水広美さん、冨田郁恵さん、今村文美さん

「病気をみるな」の教えを胸に
心の通った診療・看護を目指す動物病院
今月の病院

長野県 さくら動物病院

今回取材させていただいた病院は、
長野県小諸市にあるさくら動物病院。

床はあまり視野にありませんでした。

からは診療のこと、飼い主さんに対す

卒業後も長野県に入庁し、食品衛生や

る意識など、動物病院を開業するにあ

狂犬病の予防業務を務めていました。

たって必要なことすべて教えていただ

の３年間は家族の寝顔しかみることは

そして、それはそれでとても充実した

きました。佐々木先生は大変厳しい先

なかったですね」と、語る。

毎日だったんですが、あるとき、保健

生でしたが、今はいくら感謝しても感

所と動物愛護会主催の愛犬しつけ教室

謝しきれません」
。

2001年11月開院のまだ新しい病院だ。
院長の横山篤司先生は研修医時代に
「病気をみるな、動物をみろ」、「飼い

研修医時代に徹底的に学んだ
来ていただくという意識

主さんは来るものではない、来ていた

4
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を企画・開催したんですね。そこで、
私のもっている動物に関する知識を多

特に横山先生が感じたことが、「飼い

くの人に伝え、そのことで喜んでもら

主さんから診療費をいただくためには

横山先生は1967年２月生まれ。酪農

える仕事があることを知り、それこそ

ものすごい努力が必要だということ。

で、38歳の若さながら、その考えはと

学園大学獣医学科を卒業後、長野県に

が私の天職だと確信したんです。自分

病院に来ていただいているという意識

てもしっかりしている。

入庁。県職員時代に開業を決意するま

の知識や技術でいろいろな人の笑顔が

が大切であるということ」
。

では動物病院で働くことはあまり意識

みられる仕事、それが、動物病院だっ

修医として勤めた岡谷動物病院の佐々

されていなかったそうだ。そのあたり、

たんです。退職したのが30歳で、動物

木院長先生に動物病院で働く獣医師と

大学進学から開業までのいきさつにつ

病院で働く獣医師としてのスタートは

してや院長としての根本、診断・治療

いて、次のように語ってくださった。

かなり遅かった。そのため、研修医と

技術はもちろん、飼い主さんに対する

「もともと父親が獣医師で、ただし、

病院データ：
さくら動物病院
住所：長野県小諸市六供乙518-22
TEL：0267-26-5600
開院：2001年11月
診療時間：午前9時〜12時、午後4時30分〜7時
休診日：火曜・第４日曜
病院敷地面積：100坪
スタッフ構成：獣医師3名／動物看護師5名

佐々木先生のもとで研修するなかで

だくもの」と徹底的に教えられたそう

そのことについて、横山先生は「研

ポーチの前には犬の足跡のステッカーが。この
ような小さな工夫が飼い主さんの心を和ませる

待合室。左側の壁はガラスブロックで日差しの弱い日でもかなり明るい。 受付。カウンターは広く、動物看護師が二人並んでもゆったり対応できる
また、右側には受付や診療室が並ぶ

気持ちよく来ていただいて
気持ちよく帰っていただきたい

して勤めさせていただいた岡谷動物病

そして、さくら動物病院には佐々木

考え方などを徹底的にたたき込まれま

開業獣医師ではなくて、県職員として

院では最初から開業を意識し、必死で

先生のもとで横山先生が学んだこと、

した。そのとき、すでに結婚して、子

食品衛生の仕事をしていた。そのため、

働きました。ゼロからのスタートでは

感じたことが明確に反映されている。

どももいたのですが、病院の隣にある

獣医師という職に憧れていて、大学に

なく、体力や記憶力を考えるとマイナ

その一つが、病院に入ってまず気づ

アパートに帰るのはいつも真夜中。そ

進むときも、卒業するときも小動物臨

スからのスタート。院長の佐々木先生

く待合室の広さと明るさ、受付の動物
animal specialist 2005.6
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「私たち、動物病院スタッフにいちば

として掲げているのが、「治療・看

看護に力を入れるのはもちろんとし

ん大切な気持ちは飼い主さんに敬意を

護・清潔感」。治療や看護は病院の柱

て、「治療や看護を通して、飼い主さ

払うという気持ちです。動物看護師に

として分かりやすいが、清潔感はあま

んと動物の絆をより太くすること、回

は、飼い主さんの大切な家族の宝物を

り聞いたことはない。その点をお聞き

復させることを病院として目指してい

看護させていただくという気持ちがあ

すると、「清潔感こそ、飼い主さんに

ます」と横山先生。これはどういうこ

れば、受付での対応や入院動物の看護、

対する敬意の表現です。治療や看護は

とかというと、この地域は番犬や半外

診療のアシストでも、丁寧な対応やち

純粋に動物の病気に対するものであ

猫が多く、そのため、年老いてくると

ゃんとした言葉遣い、ゴミが落ちてい

り、獣医療的見地が優先されます。飼

ないがしろにされたり、汚れたままに

たら拾うといったことが自然にできる

い主さんに気持ちよく帰っていただく

される動物も多いのだとか。「そうい

はずだと話しています」と、話す。

ために私たちができること、それは待

う子でも目やにをとったり、お尻を拭

合室が清潔であることだったり、心地

く、足の裏の毛を刈る、爪切りする、

よいことだったり、診療室や手術室の

ブラッシングするといったちょっとし

清潔感ではないでしょうか。動物のに

たことで、子犬や子猫のころの愛らし

おいが強い病院は、いくら動物好きな

さが戻ってくるんですね。このように、

人でも心地よいとは感じないでしょ

私たちが愛情をもって接することで、

う」という、言葉が返ってきた。

飼い主さんもかつてはその子のことを

第２診療室

清潔感こそ
飼い主さんに対する敬意の表現

手術室

さくら動物病院の外来診療時間は９
時から12時と16時30分から19時で、12

病院

Re p o r t

薬局の上には天窓があり、院内全体に明るい光
を招き入れる工夫がされている

薬局
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トリミングスペース。シャンプーする際はカーテンを引いて行う

看護師さんの「こんにちは」という挨

す。明瞭さ、つまり飼い主さんにとっ

拶の声。「動物病院にいらっしゃる飼

ての見通しのよさを図るため、院内の

い主さんは皆さんドキドキされている

各部屋はなるべくガラスを多く使い、

と思うんですね。特に初めての飼い主

その部屋でどんなことをしているのか

さんの不安感はかなりのものでしょ

部屋の外から飼い主さんにも分かるよ

う。もちろん、動物たちもかなりのス

うに設計されている。さらに、飼い主

トレスを感じていると思います。受付

さんには診療室の奥、手術室や入院室、

や待合室でその不安感やストレスをで

処置室などにもどんどん入ってきても

きるだけ軽くしてあげたい。そのため

らうようにしているそうだ。

に待合室は広く、明るく設計し、観葉

また、診療面でも、「飼い主さんの

植物などを置くような配慮もしまし

話をよく聞き、動物の体を触り、飼い

た。飼い主さんを迎え入れる応対は一

主さんにとって分かりやすい診察を心

流ホテル並みを目指しています」と、

掛けています」と、横山先生。治療前

横山先生。

のインフォームド・コンセントや食事

ところで、横山先生がさくら動物病

指導も分かりやすくということが第

院を開業するにあたって理想とした病

一。診療費についても診療前に丁寧に

院像は、気持ちよく来ていただいて気

説明し、理解いただいているそう。大

持ちよく帰っていただける動物病院と

切な家族の一員である動物たちの診察

いうもの。そして、それを実現するた

をまかせていただくという態度が徹底

めの具体的方針がとにかく明瞭である

しているのが、横山先生の言葉の端々

ということ、飼い主さんに不安を抱か

から伺えた。

せないということ。「前述の待合室の

もちろん、理想の病院実現は一人で

広さや明るさもその一つですが、それ

できるものではない。院長以外の獣医

以外にも診療の明瞭さや会計の明瞭さ

師や動物看護師の果たす役割も非常に

を重視しています」と、横山先生は話

大きい。その点について、横山先生は

時から16時30分は手術などの時間とな

診療対象はペットショップで扱って

愛していたことを思い出し、愛しく思

っている。スタッフは、獣医師３名

いる動物は診療するという方針のも

える存在になるのです。一つの病院で

（横山先生の奥さまも獣医師）
、動物看

と、犬や猫のほか、ウサギやハムスタ

できることはわずかかもしれません

護師５名。また、さくら動物病院が飼

ー、カメなどを診療することもあるそ

が、そうやって地域の愛護精神を徐々

い主さんと心を通わせるための三本柱

う。ただし、多くは犬や猫で、治療や

に高めていければと思っています」と、

入院動物管理用のホワイトボード。どのケージにどの子
が入っているか、一目瞭然

ICU。右に検査スペースもみえる。このあたりは通路のようなフリースペースとなっていて、
動線がとてもよい

検査スペース

猫入院室と犬入院室
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横山先生。県職員時代に恵まれない環

は診療中のアシストや入院動物の看護

村文美さん（1976年生まれ、信州大学

境におかれた動物たちをみてきた横山

においてもそれと同じくらい気を使っ

繊維学部卒、勤務３年）は、大学時代

先生ならではの言葉だと思った。

てもらいたいんです。なぜなら、例え

は昆虫の行動を研究していたという

ば、診察中、それをみている飼い主さ

人。もともと実家で犬を飼っており、

んは非常な不安感を抱いていて、ちょ

動物の行動に関心があったため、大学

っとした言葉でより不安になったり、

に掲示されていた病院の求人をみて、

気が楽になったりするわけです。それ

働いてみたいと思ったのがきっかけだ

ところで、横山先生が動物看護師に

だったら、動物看護師には、飼い主さ

そう。「でも、動物病院に行ったこと

最も求めているのが、動物の気持ちを

んの気が楽になるような言葉や行動を

はなく、具体的なイメージがないまま

理解するとともに飼い主さんの気持ち

してほしい。採血や保定のとき、ひと

就職してしまったんですよ」と、今村

もきちんと理解し、対応するというこ

声かけるだけで、飼い主さんの気持ち

さんは明るく笑う。働いてみた結果は、

と。そして、心の通った看護をしてほ

はものすごく楽になるんですね。また、

「飼い主さん一人ひとり、動物一頭一

しいということ。それは受付の対応だ

入院動物に対する看護でも、その子に

頭、すべて違う。毎日毎日、変化があ

けではなくて、診療のアシストや入院

対する飼い主さんの思いを汲むこと

って、とても面白い仕事だと思います」

動物の看護でもいえることだと、横山

で、内容の濃い看護ができるようにな

とのこと。今年春からはパピーパーテ

先生。

ると思います」
。

ィの担当としても活躍。「仕事全般楽

飼い主さんの気持ちを
理解できる動物看護師に

の性格や年齢、家族構成を知っていな

飼い主さんにフードを渡すとき用
のメモ。飼い主さんのことを考え、
１日単価、１カ月単価を記入する
スペースがある

しいけれど、今はパピーパーティやフ

「受付で食事管理や自宅での看護の
方法を説明するとき、その飼い主さん

受付横にあるパンフレット類。これらはすべて小林和恵
さんのオリジナル

充分に理解いただくためにも
受付では分かりやすい対応を

ードについて、もっと理解していきた

小林和恵さんオリジナルのパンフレットの数々。前足や後ろ足の説明から爪切りの説明につ
なげるなど、アイデアが盛りだくさん

手術室で胸水除去の補助をする小林和恵さん

いですね。この二つは受付で尋ねられ
ることも多いので。また、今後ゆとり

ければ、その飼い主さんにあった説明
現在、さくら動物病院には５名の動

ができれば、日々の暮らしのなかで動

どなたでもすぐに分かると思います。

物看護師がいるが、そのうち３名は開

物に気を配っていると病気になりにく

いて、とてもスムーズ。飼い主さんか

は軽井沢も近く、夏だけ来る飼い主さ

高校卒業後、歯科助手を経て、ドッグ

しかし、私はこの病院の動物看護師に

院当初からのスタッフ。その一人、今

いということや病気になっても早期発

らも非常に信頼されていて、頼れる動

んも多く、そのような飼い主さんは東

スクールに勤めました。この病院は自

見できるということ、健康な身体づく

物看護師さんです」と、横山先生の評

京のサービスの充実した動物病院にも

宅の近くなので、病院ができたとき、

りの重要性について、飼い主さんに訴

価も高い。今村さん自身は受付につい

通っていることもあり、動物病院に対

訓練士として顔つなぎのつもりで面接

えていきたいですね」と、今村さん。

て、「分かりやすい話し方を心掛けて

する目がかなり厳しいそう。しかし、

を受けたんです」と、小林さん。訓練

います。特に高齢の飼い主さんには、

院内の情報共有が的確に行われ、飼い

士として仕事をしているとき、飼い主

丁寧な話し方を心掛けています。それ

主さん個別のきめ細かいサービスがで

さんから皮膚が赤いとか、咳き込む、

はもちろん、飼い主さんに充分に理解

きるため、「自信をもって対応できま

走っていて突然倒れるなどの症状につ

してもらいたいからですが、医療的な

す」と、今村さんは話す。

いて質問されることがあり、そのたび、

ができないことは動物看護師さんなら

病院

「受付の対応は明るくテキパキして

Re p o r t
２階にあるプレイルーム。パピーパーティはここで
行われる

内容など、手に負えない場合には無理

さて、そんな今村さんだが、秋冬の

本で調べて答えていたが、実際のとこ

せず、獣医師の先生に取り次ぐように

軽井沢に行ったり、スノーボードをし

ろは付け焼刃で、きちんとした理解は

しています」と、話す。

たりと、プライベートも充実。現在、

しておらず、ほかの病院に聞いても裏

また、この病院で仕事がしやすい理

60ｃｍの水槽にフグの一種、テトラオ

付けがないかんじで、もやもやしてい

由として、今村さんは毎日の引き継ぎ

ドン・スパッティーを飼育しているそ

たそう。そんな状態で受けたさくら動

が徹底していることを挙げ、次のよう

うで、体長15ｃｍほどのその子のこと

物病院の面接。ひと通りの面接後、横

に説明する。「私たちの病院では朝礼

を話すときは輝く瞳がより輝いてい

山先生は小林さんの悩みにとても分か

は簡単な確認だけですが、終礼は毎日

た。

りやすく説明してくれ、一気にその悩
みは解決。それで小林さん、さくら動

30分くらいしっかり行うんですね。そ
の日診療した動物について、どのよう
な対応をしたか、これからどのような

丁寧で分かりやすい説明に
心が動いて、スタッフに

8
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２階のドッグラン。広々していて、大型犬でも充分
に走りまわれる

う。動物看護師として勤務する今は、
「受付においてある飼い主さん向けの

対応をするのか、カルテを一枚一枚み

受付で飼い主さんと応対する今村文美さん

物病院に勤めたいと強く思ったのだそ

パンフレットを自主的につくったり、

ていくんです。そのため、スタッフ全

小林和恵さん（1974年生まれ、ドッ

員が診療内容を同じレベルで把握で

グスクール〈警察犬訓練所〉卒、勤務

院内猫のムギと月２回、老人介護施設

き、受付だから診療内容が分からない

３年５カ月）はJKCの公認訓練士の資

への訪問活動を行ったり、とても積極

ということがない。この終礼が充実し

格をもち、しつけや飼い方のアドバイ

的に活動してくれています」と、横山

ていることによって、受付の対応もか

ザーとしても活躍する。

先生。

なりやりやすくなっています」。小諸

「もともと自宅で動物を飼っていて、

動物病院で働くやりがいはどんなと
animal specialist 2005.6
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きという質問に、小林さんからは「動

ージしたりと、動物とかかわる生活が

いる動物にされたら嫌と思うようなこ

校ペットビジネス学科卒、勤務１カ月）

物が元気になって退院していく姿をみ

充実している様子がありありしてい

とはしないようにしていますし、また、

で、院内業務の研修を終え、現在、受

るとき」
、
「飼い主さんと動物の関係が

た。

診療内容についても、飼い主さんの不

付の研修中。

とき」
、
「飼い主さんの笑顔が多く見ら
れたとき」という言葉が、難しいこと

飼い主としての意識をなくさず
病院業務に当たるように

はという質問には「動物のちょっとし

「最初はびっくりしましたが、だんだ
ん慣れました」と、冨田さん。

さくら動物病院では、動物看護師の

動物看護師を目指したのは高校２年

業務を受付、院内業務（検査や入院動

の終わりころで、飼っていた猫の１頭

また、年配の飼い主さんは昔ながら

物の看護、手術補助などを担当）、診

が死んでしまったときに何もできなく

の考えの方が多く、病気になっても天

療補助の３つに分け、今村さん、小林

て、これからはそういう動物を何とか

安を取り除くよう、なるべく丁寧に分

より深まっている様子が見受けられた

に血をみることも多少あったそう。

かりやすく説明しています」
。

た変化に気づいてあげること」
、
「飼い

さて、この病院で働く前は乗馬クラ

寿を全うするなら仕方ないと治療の余

さん、山崎さんがそれぞれ交代で担当

してあげたいという気持ちからだった

主さんとの接し方・話し方」
、
「動物へ

ブに勤務し、馬などの大型の動物が好

地がまだあるのにあきらめたり、毎年

している。清水さんの現在の感想をお

そう。現在は受付の研修が終わり、院

のストレスを最小限に抑えた保定法・

きというのが山崎直子さん（1968年４

の予防やワクチンをはしょったりしが

聞きすると、「受付が大変です。電話

内業務の研修中。やはり、受付の対応

採血法」という言葉が、また、看護師

月生まれ、日本動物植物専門学校アニ

ちだと、山崎さん。そういう飼い主さ

や受付で飼い主さんと応対するとき、

が難しいそうだ。また、理想の動物看

としていちばん心掛けていることはと

マルケア科卒、勤務３年５カ月）だ。

んの場合にもとにかく病院に来てくれ

いろいろなことは思っていてもまだま

護師像として、「笑顔と冷静さを併せ

いう質問には、「毎日楽しく仕事する

小さなころから犬や猫、ウサギ、ハム

るだけでうれしい、動物のためになっ

だ言葉にならないんです。でも、飼い

もった動物看護師です」との言葉が。

こと」、「動物にも、飼い主さんにも、

スターなどを飼っていて、動物がいる

ていると感謝の意を表し、それから時

主さんとうまくコミュニケーションで

その点について、詳しくきくと、「忙

思いやりをもって接すると」
、
「丁寧な

ことが当たり前だったそう。そのため、

間をかけて、獣医師の先生や飼い主さ

きたときはとてもうれしいです」とい

しくても忙しいところをみせないよう

う言葉が返ってきた。

になりたいんです。いまは飼い主さん

第２診察室の清掃を行う冨田郁恵さん

仕事」という答えが返ってきた。横山

病院で働く際にも飼い主としての意識

んの家族など、いろいろな人からその

先生の下でのびのびと仕事をさせても

をもって働いていると言う。

必要性を訴えていくことで少しずつで

好きな動物は犬、目指す動物看護師

と一緒に焦っていますが、仕事を早く

も考えを変えてもらうようにしている

は飼い主さんから信頼される動物看護

覚えて、飼い主さんの不安を取り除く

らっているという小林さん。飼い主さ

「動物病院に来る動物たちには当た

ん向けのパンフレットをつくるのも、

り前ですが、飼い主さんがいるわけで

感じてもらわないように気を付けてい

師ということで、動物看護師になった

ような笑顔のなかにも芯のある看護師

指示されてつくるのではないので全然

す。私も動物を飼っているから分かる

さらに、半外猫が多いこの地域、病

るとのこと。「お年寄りは動物病院に

のも専門学校卒業間近、動物看護師に

になりたいと思っています」という答

苦にならないそうだ。

んですが、病気だから検査や治療をし

院に来るだけで緊張やストレスで暴れ

来ることや診療してもらうことにさ

なるか、トリマーになるか悩んでいた

えが返ってきた。

なければいけないのは理解できるけれ

たり、保定に耐えられない猫も多いそ

え、気を使っちゃうんですね。忙しい

とき、自宅で飼っていた愛犬（５歳）

柴系雑種３頭）、猫１頭の飼い主さん

ど、どんなことを行っているのか、そ

う。そのため、そのような猫について

時期にきて申し訳ないね〜と、おっし

が原因不明の病気で亡くなってしまっ

護に対する意欲が強く、卒業前に病院

でもある小林さん。休日は愛犬と散歩

の概要が分からないのは耐えられない

は特に注意してすばやく処置し、飼い

ゃられる方も多いんですよ。だから、

たのをきっかけに、もっと勉強して動

に実習し、知識や技術を貪欲に吸収し

をしたり、新しいパンフレットをイメ

んですね。だから、私は自分の飼って

主さんに動物病院に来ることを負担に

まず動物病院を身近な場所にしたいで

物の死を減らしたいと思ったからだそ

ようとする姿勢は頼もしい」と、評価

すね」と、山崎さん。

う。

している。

そして、犬４頭（ラブラドール１頭、

そうだ。

病院

Re p o r t

横山先生によると、落ち着いた正確

専門学校には自宅から片道１時間か

高校時代はジャズ部でトロンボーン

な対応で飼い主さんから絶大な信頼を

けて学校に通っていたという、頑張り

とフルートを担当。小学校から高校ま

得ているという山崎さん。観劇が趣味

屋の清水さん。休日にはクルマで群馬

でのバンドが出演するジャズ・フェス

で、年に３、４回は東京に出ることが

や足利まで出掛け、専門学校時代の友

ティバルにも出演したこともあるとい

あるそうで、つい先日もシアター・コ

達とカラオケに行ったりしているそう

う冨田さん。休みの日には地元の友達

クーンで公演された蜷川幸雄演出

だ。横山先生は清水さんについて、

にあったり、専門学校時代の教科書を

「KITCHEN キッチン」
（出演・成宮

「ものごとをきちんと理解しながら行

寛貴、杉田かおる、ほか）を観劇して

動するタイプ。おっとりした雰囲気だ

きたばかりだとか。街のなかで動物を

が、仕事は的確に仕上げる」と、評価

みかけることが多く、なおかつ飼い主

している。
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こともあるそうだ。
研修先の病院で徹底的に鍛えられた

そして、清水さんとともに新人研修

という横山先生。その「飼い主さんに

が、動物看護師としての東京の印象だ

中なのが、冨田郁恵さん（1985年生ま

は来院していただくもの」という考え

そう。

れ、中央動物専門学校動物看護科卒、

が病院の隅々にまで行き渡っていた。

勤務１カ月）だ。冨田さんは2002年に

その考えを理解し、実践している５人

開校した中央動物専門学校の第一期卒

の動物看護師さん。そして、実はプラ

業生。数ある動物専門学校のなかから

イベート・スタジオをもつのが夢とい

中央動物専門学校を選んだ理由とし

うほど、ギター演奏が趣味の横山先生。

て、「高校に送られてきたパンフレッ

それぞれに趣味をもち、仕事はもちろ

４月から働きはじめたばかりの新人動

トをみて、実習の多い学校を選びまし

ん、プライベート・ライフをも充実さ

物看護師さんがさくら動物病院にも２

た」と、話してくれた。専門学校では、

せているのが印象に残った。
（小森）

名いる。その一人が清水広美さん

外科手術実習（不妊・去勢術）のほか、

（1984年生まれ、桐生ビジネス専門学

採血実習や保定実習などがあり、実際

さて、今春、専門学校を卒業して、

トリミングスペースで、シャンプー後のシェットランド・シープドッグに
ドライヤーをかける山崎直子さん

読み返したり、たまには楽器に触れる

さんも犬もとてもオシャレというの

受付での対応がやはり難しい
新人看護師の感想

受付で、今村さんと対応の確認を行う清水広美さ
ん

冨田さんについて、横山先生は「看
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