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私たちはわんちゃんねこちゃんとご家族にとっての

December

安心の場を追求し続けます。

今年もあと少し。今年はガーデン動物病院にとって、10 周年とい
う節目の年でした。
11 月には 10 周年記念イベントを行うことができました。イベン
トでは僕が苦手なスピーチをしました。これまでの 10 年を振り
返り、これからの展望をお伝えしました。
これまでは、病院を大きくするために無理をし過ぎました。開業
当初の目標は、年中無休・夜間救急対応が可能な病院を作ること
でした。それは患者様にも働くメンバーにとっても安心できる場
にするためでした。その目標は達成できましたので、今後は無理
な拡大はせず、いいチームを作って、仕事の質を高めていきたい
と思います。
そんなお話をしました。
そんな意気込みを語った僕ですが、こういう形で貢献したいと思
います。

のご予約をお待たせせずなるべくご希望の日に実施するために、
一日にお引き受けできる手術の件数を増やすことなど、『スタッ
フ一人一人のレベルアップを図りたい』と考えています。
そのため、若手メンバーが中心で、一番伸びしろの大きい動物看
護師チームのレベルアップを第一に考えています。
動物看護師のミーティングや研修の打ち合わせに僕も参加し、仕
事の質とスピードをレベルアップしていきたいと思います。
一年後、どんなチームになっているか楽しみです。ご期待くださ
い。
今年もガーデン動物病院をご支持いただき、本当にありがとうご
ざいました。来年もよろしくお願い申し上げます。
スタッフ一同、進化のために日々精進していこうと思います。
院長

・スタッフにいい仕事ができるいい環境を提供したい
・スタッフの教育にもっと力を入れたい
・将来のチームメンバーを確保するために、引き続きリクルート
活動を頑張っていきたい
結果として、もっと患者様に安心を提供したいと思っています。
具体的には、診察からお会計までの時間を短縮することや、手術
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これまで当院を支えてくださったわんちゃんねこちゃんと飼い
主様、そして、関係者の皆様に感謝の想いを伝えるべく、いつも
より盛り上げ、2 日間イベントを開催しました！
10/27(日)は、いつものようにガーデン動物病院にて、わんちゃ
んねこちゃん飼い主様、そしてスタッフとがワイワイと楽しく
コミュニケーションをとることができるイベントを開催しまし
た。 そして、11/3(日)は、浪切ホールにて、ここまで支えてく
ださった飼い主様に向けて院長の水越よりご挨拶と、地域の方
にご協力いただいたブース出店、獣医師と動物看護師によるセ
ミナーをおこないました。

貴重な日曜日のお休みに、当院のイベントにお越しくださり、本
当に嬉しく思います。お越しくださった飼い主様、ご協力いただ
きました出店者様、ご来場いただいた関係者の皆様、心より感謝
申し上げます。 たくさんのお花に囲まれて、たくさんの方にご
来場いただき、祝福されて、本当にたくさんの方に支えられてい
るんだなと再確認しました。とても幸せな時間でした。
これからも地域の皆様の声を聞きながら、病院作りをおこない
ます。そして、わんちゃんもねこちゃんも飼い主様も安心してご
来院いただける動物病院であり続けます。
今後とも、ガーデン動物病院をよろしくお願いいたします。

ガーデン動物病院は開院１０周年を迎えました！

G

ARDEN
ANIMAL HOSPITAL
飼い主様とペットにとって『庭（ガーデ
ン）
』のように安心でき、集える場所に
したいという想いから名付けたガー
デン動物病院。10 周年を迎えてもそ
の気持ちは変わりません。
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わんちゃんねこちゃんそして飼い主様の
“安心の場”になることを追求しています。
イベントでは、飼い主様やわんちゃんねこ
ちゃんと楽しくコミュニケーションをとる
ことを大切にしています。
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万が一のときのために知識を。
心肺蘇生法を体験していただ
く飼い主様向けの動物救急医
療セミナーも開催しました。
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飼い主様や地域の方にご協力いただき
ブース出店も実施しました。いつもお世
話になっている L'lsle-sur-la-Ring 様、
Wanlife 様にもご協力いただきました。
楽しく華やかな時間と空間を、ありがと
うございました。
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院長の水越より「ガーデン動物病院のこれま
での 10 年、これからの 10 年」というタイト
ルでお話をさせていただきました。
『これまでの 10 年は無理をして拡大してき
た。そして、10 年経った今、違和感がある。
これからは、拡大よりも、より良い病院にする
ことを目標に頑張りたい。
』という想いや考え
を知っていただく時間にできました。

イベント終了後は、お取引先様や動物病
院の先生方をお招きして、スタッフも一
緒にお食事会を開催しました。
なかなか実現できないコミュニケーシ
ョンの場。いろいろな方とお話をした
り、ゲームをしたり・・・、とても楽し
い時間でした。お忙しい中、また遠方よ
りお越しくださいました関係者の皆様、
本当にありがとうございました。
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直前まで、「病院じゃない場所で
イベントをして、飼い主様は来て
くださるのか・・・」と不安いっ
ぱいだった、浪切ホールでのイベ
ント。でも、講演会の時間には、
用意していたイスが足らないほ
ど、たくさんの方にお越しいただ
き、院長の講演を聞いていただく
ことができました。

HAPPY

獣医師の仕事を始め、
動物看護師、受付スタ
ッフ、トリマーなど、動
物医療現場に関わる全
てのスタッフの仕事を
見てもらい、一部は体
験してもらいました。
今回の体験を、将来に
活かしてもらうことが
できたら嬉しいです。

ガーデン動物病院の
最近のできごとと取り組み

中学校の職場体験学習

“
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何を見て、何を体験してもらうか…、
ということをスタッフで悩みました

11/12(火)と 11/13(水)に和泉市立信太中学校の
生徒さん 3 名が、職場体験学習に来てくれまし
た。ガーデン動物病院は、今回初めて中学校さ
んから職場体験学習の受け入れをさせていた
だきました。いろいろと準備しておいた見学と
体験を、ぎゅぎゅっと詰め込んだ 2 日間だった
ので、とても疲れさせてしまったと思います
（笑）ただ、動物医療現場を見てもらうことや、
職業を知ってもらう機会はなかなかないので、
当院としてもとても良い機会となりました。
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いつもと違う場所で尿をしてしまう
何度もトイレに行く
トイレにいる時間が長い
尿をしながら痛そうになく
お腹や陰部をずっと舐めている
排尿のポーズをとるが尿が出にくい
尿の量が増えた、減った
トイレにキラキラと光るものが残っている
尿の色が薄く、においも少ない
尿が赤い
尿が濁っている

犬猫写真展
DOG&CAT PICTURE

一番楽しそうだった、
トリマー体験。院長宅
のにこちゃん（トイ・プ
ードル）のシャンプーを
してもらいました。
優しく丁寧にできまし
た！

寒くなると、水を飲む量が
減ったり、動くことが嫌に
なりトイレを我慢したり
して、濃い尿が長時間、膀
胱に滞ってしまいます。そ
のせいで、冬に泌尿器の病
気は多くなるため、冬に泌
尿器健診キャンペーンを
実施しています。

泌尿器のエコー検査
腎臓の大きさ、膀胱内の結石
など異物の有無、膀胱壁と粘膜面の
状態、尿管や尿道の幅など。

尿検査
色、におい、濃さ、
pH（アルカリ性・酸性）の異常、
血液や異常な物質など。

２０２０年

泌尿器健診

２月末

キャンペーン

まで

10 周年記念イベントにて募
集し展示させていただいた
お写真を一部ご紹介！愛の
伝わる写真ばかりでした♡
たくさんのご応募ありがと
うございました！

詳しくは HP をご覧ください▶

♪

♪
シニア教室 ～ワークショップ編～

はやくっ！

ジュル…

はやくっ！

はやくっ！

ドキドキの獣医師体験
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わん

2019 年は獣医師体験やパピー教室、シニア
教室、そして 10 周年記念イベントを開催し
たり、ANTRY さんのイベントに参加させて
いただいたりなど、診察時間以外で飼い主
様とコミュニケーションをたくさんとるこ
とができた一年でした。その分、スタッフ
同士のコミュニケーションの時間も増え、
チーム力 UP に繋がったと思います。

2020 年もよろしくお願いいたします！

ANTRY さんでのイベント

通院されている飼い主様より、
お声を頂戴しました。

飼い主様からのお声

今回は、岸和田市の植田様です。

いつもお世話になっています。
今まで何か所か獣医（動物病院）を経過して、どつぜん歩けな
くなった愛犬 空を治して頂き、とてもうれしく、その後はず
っとお世話になっています。
私達飼主はもちろんですが、愛犬が少しでも不安なきように接
して頂いているのが一番うれしいです。

久米田駅近く

年中無休

犬猫の救急

ガーデン動物病院
GARDEN ANIMAL HOSPITAL
596-0812

大阪府岸和田市大町 121-3

電話/FAX

072-440-0689

治療に対しての説明もしっかりして頂いています。
因野先生にはご自分の愛犬のように接して頂いているのがう
れしく、安心しておあずけ出来ます。
人気ある病院ですので、最近は少し待ち時間が長いかなぁ・・・。
と、でも、これからも、ずっとお世話になります。

診療時間 午前診察
午後診察

9:00〜12:00
17:00〜19:30

＼ 病院ホームページ ／

救急対応 昼 12:00〜17:00／夜 19:30〜深夜 0:00
※来院前に、必ずお電話ください。

DOG & CAT SALON nicori
TOCOTOCO CAFE

072−447−8690
072−447−8689

http://garden-ah.com/

