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協会員の皆様におかれましては、ますますご活躍のことと存じます。 
近年、ヒトと動物の関係を取り巻く環境はドラスティックに変化し、その関係を科学する必

要性が急速に社会で高まる中、今年初めてヤマザキ動物看護短期大学専攻科を修了された動物
医療技術師(ＶＴ)が誕生しました。1 年間の研究成果は、今後の動物衛生看護師の教育と研究
に豊かな地平を開き、動物看護学の体系を築き上げる礎となることを確信いたしました。今後
のご活躍に期待しております。 

また、コンパニオンアニマルが命あるものとして市民権を得たことに伴い、動物看護師の職
域拡大、地位向上を求める動きが活発化しています。本協会の資格を取得された皆様一人一人
がこの問題と向き合い、動物衛生看護師としての声を社会に訴え、自己研鑽していくことが重
要です。 

今夏開催される動物理学療法に関するセミナーは、動物衛生看護師が活躍できる新たな職域
です。２年前に受講できなかった方、また再度受講されたい方も、是非この機会をおみのがし
なく、ご参加ください。会場で皆様にお会いできるのを楽しみにしております。 

 ごあいさつ 

 

特定非営利活動法人 日本
             会長  山 﨑 薫 

動物衛生看護師協会  
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日 程：8 月 30 日（土）、31 日（日） 

会  場：ヤマザキ動物専門学校  

松濤校舎 
〒150-0046 東京都渋谷区松涛 2-3-10 

TEL:03-3468-1101 FAX:03-3468-1102 

URL http://www.yamazaki.ac.jp/ 

対象者：会員、動物看護師、獣医師、教員 

     動物看護学生、獣医学生 等 

 

 

平成 18 年度、本協会の国際セミナーにて日本で初めて実施された

「動物のリハビリテーションと理学療法」が大好評だったため、多

くの皆様のリクエストにより、今年度も開催することになりました。

午前中は講義でしっかり知識を身に付け、午後は、会場からの質問

にひとつひとつ丁寧に答えながら、実習が行われます。1 日目はしっ

かり基礎を固め、2 日目は実際に現場で役立つ応用を身に付けます。

逐次通訳、テキスト（日本語訳）付、参加者には修了証が発行され

ます。内容充実の 2 日間、ぜひご参加ください！！ 

 

 

2008 年 第 12 回 国際セミナー 

動物のリハビリテーションと理学療法 

講師：ヘレン・ニコルソン 
    （Helen Nicholson) 

＜プロフィール＞ 

シドニー近郊の動物病院でご活躍の動物理学療法士

オーストラリア・クイーンズランド出身 

Master of Animal Studies (Animal Physiotherapy) 

Animal Physiotherapy Services 経営 

1996 年 クイーンズランド大学理学療法学科卒業 

1999 年 動物理学療法のセンター開設 

2004年 クイーンズランド大学動物学 

          （動物理学療法）修士 

↑Underwater Treadmill の

実演も行います 



 
 

 ＩＡＨＡＩＯ報告 
 昨年 10 月、新宿京王プラザホテルにて、第 11 回 IAHAIO（人と動物の関係に関する国

際組織）が主催する国際会議が、「人と動物：共生へのパートナーシップ」をテーマに開

催されました。世界各国から著名な講師が来日され、基調講演やワークショップ、口頭

発表などが行われました。アジアで初の開催となり、全国からたくさんの獣医師や AHT、

動物関係専門家から一般の飼い主までが参加し、日本でのヒューマンアニマルボンドへ

の関心の高さが伺えました。今後の日本での人と動物の関わり方について、考えさせら

れるセミナーとなりました。 

 
 
 

 

 
 
平成１９年度 ライセンス結果報告 
2006（平成 18）年、日本動物衛生看護師協会は特定非営利活動（NPO）法人に認証されました。常に最新の動物

医療情報を提供するため、今後ともヤマザキ学園と共催し更なる活動を続けてまいります。 

平成 19 年度に行われたライセンス試験の結果を報告いたします。 

【平成 20 年度の試験日程】 

 筆記試験：平成 21 年 1月 18 日（日） 
 合格者 受験者 合格率 

AHT 405 名 413 名 98.7％ 

PGS 417 名 424 名 98.3％ 

CDT 363 名 364 名 99.7％ 

 面接試験：専門学校 平成 21 年 2月 16 日（月）～20 日（金） 

     ：短期大学 平成 21 年 2月 26 日（木）、 27 日（金） 

合格発表：専門学校 平成 21 年 2月 28 日（土） 

     ：短期大学 平成 21 年 3月 12 日（木） 

 
 

ヤマザキ動物看護短期大学専攻科１期生 
ベタリナリー・テクニシャン資格取得 

 ヤマザキ動物看護短期大学専攻科１期生が専攻課程を修了し、論文審査の

結果、１２名がベタリナリー・テクニシャンの資格を取得しました。短期大

学専攻科動物看護学専攻にて担当教員の指導の下、課題研究を中心に１年間

学んだベタリナリー・テクニシャンが誕生するということで今後の活躍が期

待されます。 
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・ヤマザキ学園就職支援課より協会員の皆様へ 

ヤマザキ動物専門学校から初の男子学生の看護師・グルーマーが誕生いたしました。男子学生の就職先の割合は動物病院が 5

割、グルーミングサロン・ペットショップ関係に 3割、他家業後継等となっております。順調に初の男子を見送る事が出来まし

た。これからの活躍に期待したいと思います。求人・再就職に関して質問等ございましたら、就職支援課に遠慮なくお問合せく

ださい。 

照会先：短期大学就職支援課 TEL：042-653-0901／専門学校就職支援課 TEL：03-5452-1101 

・ご退職された先生のお知らせ 
平成 20 年 3 月に、ヤマザキ動物看護短期大学の中村經紀学長、鈴木立雄教授、村田義彦教授、福山英也教授、濱野佐代子准

教授が、またヤマザキ動物専門学校では、吉見充德校長がご退任され、4月からは、山﨑薫学長、山北宣久校長が就任されまし

た。そして、長年にわたりヤマザキ動物専門学校にて動物看護の教鞭を執ってくださった小林茂雄先生が平成 19 年 3 月にご退

職されました。現在まで多くのライセンス取得者にご指導いただき、心より感謝申し上げます。 

・訃報 
 設立当初から理事にご就任いただき、当協会の運営にご尽力いただいていた小澤義昭先生が 4 月 6 日にご逝去されました。  

心よりご冥福をお祈り申し上げます。  



 

（社）日本動物福祉協会 新東京支部 

ペットハッピーホームプログラム活動報告 
→協会ホームページ http://www.jaws.or.jp/ 

社団法人日本動物福祉協会 新東京支部では、ペットハッピーホームプログラム（譲渡活動）を行っています。こ

の度、ヤマザキ動物専門学校の国内研修先であったグリーンフィールズ（以下 GF）にて飼育されていた犬達の新し

い飼い主が決定致しました。今回は新しい飼い主になった 2 名にインタビューを行いましたのでご報告致します。 
 
 

手串 有佳里さん（トミー） 
Q１：GF犬の新しい飼い主になろうと思ったのはなぜですか？ 
A１：元々大型犬が好きで、特にゴールデンが大好きでした。家では中型犬を飼って

いたので、GFで大型犬に囲まれての生活はとても幸せで、このまま連れて帰りたいと

GFに行く度に思っていました。里親募集のメールを見た瞬間に引き取りたいと思い、

すぐに親に相談しました。引き取るなら３年生で担当したトミーがいいなとその時か

ら決めていました。  

 

Q２：GF犬との新しい生活の様子を教えてください。 
A２：トミーは『クールトミー』と呼ばれる程落ち着いたクールな子…という印象が

ありましたが、本当はとっても甘えん坊王子！昼間は家の庭にいても、すぐに部屋に

入りたいと催促。名前を呼んでもらう度に尻尾がブンブン。そして何より好きなのが

おもちゃ！特にボールが大好きです。時間がある時はすぐ近くの公園に行って、先住

犬ソフィーと広場でボール遊びをしています。  

ソフィーとトミー。名前が似ていて、最近では二匹まとめてトフィーと呼んでいます

（笑）二匹とも、とても仲良しです。どっちかを構うとどっちかがいじける…そこが

少し大変ですが…。  

手串家に来て、トミーは幸せだねと何人もの人に言って頂きました。とても嬉しくて、

『でしょ？』と言える自信もあります！みんなトミーを大歓迎で、家の中の雰囲気も

ますます良くなりました。トミーは幸せを運んで来てくれる子だなぁと感じています。  

 
 
 
渡邊 直樹さん（ジーマ） 

Q１：GF犬の新しい飼い主になろうと思ったのはなぜですか？ 

A１：GF がなくなって、とても残念でした。でも、そこにいた犬が学校に来

ていると聞いて、真っ先に見に行きました。見ていたら、無償に何かやってあ

げたいと思い、昼休みと放課後だけ、お手伝いさせていただきました。もっと、

何かしてあげたいと思い、親を説得し、必要な物を揃えたり、自分なりに犬に

ついて知識をつけたりと様々な障害をクリアして、思い切って新しい飼い主に

立候補してみました。私の家の周辺は比較的自然が多く、近くに大きな公園も

あり、犬にとっても最高の環境だと思いました。でも、一番の理由は犬が好き

で、一緒に暮らしたかったからです。  

 

Q２：GF犬との新しい生活の様子を教えてください。 

A２：生活はガラッと変わりました。常に生活の中心にジーマがいて、朝早

く起きなくてはいけないし、夜も定時の時間に散歩、自分の生活にも大分制限

がかかっています。 それでも、疲れて帰ってきても、ジーマがいるだけで、

疲れなど吹っ飛ぶし、とても楽しい日々を送っています。また、ジーマはとて

も大人しい性格から、散歩に行く公園でも大人気です。散歩していると、子供

達が近寄ってきて、なでてもらったりするなど、とても嬉しそうにしています。

ただ、ボールにはとても敏感に反応して、散歩は少し大変ですが 
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 【【【VVVOOOIIICCCEEE】】】協協協会会会員員員イイインンンタタタビビビュュューーー   

 第二回 高橋 洋太さん、中屋敷 茜さん 
 【高橋 洋太さんプロフィール】 

2004 年 3月 神奈川県立茅ケ崎高等学校卒業 

2007 年 3月 ヤマザキ動物看護短期大学卒業 

2008 年 3月 ヤマザキ動物看護短期大学 第 1 期専攻科卒業  
研究論文テーマ 
「コンパニオン・アニマルの飼い主は、動物看護士の存在・役割についての認識を 

 
 
 どのように変化させていくのか」

2008 年4月 学校法人ヤマザキ学園入社  
 

【中屋敷 茜さんプロフィール】 
2004 年 3月 東京都立国分寺高等学校卒業 

2007 年 3月 ヤマザキ動物専門学校卒業 

2008 年 3月 ヤマザキ動物看護短期大学 第 1期専攻科卒業 

研究論文テーマ 

「子犬の行動発達と家庭およびペットショップにおける社会化」 

2008年4月 学校法人ヤマザキ学園入社 

 
 
 
 
 
 
Q１．動物関係の仕事に就こうと思ったきっかけを教えて下さい。 
Ａ． 
高橋 ：きっかけとなった特別な出来事はありません。昔から、動物全般が好きだったので、気がつけば将来は動

物関係の仕事に就きたいという思いがありました。動物を飼育した経験もそれほどありませんし、特別何
かを勉強していたということもありません。動物を好きでい続けた結果だと思います。 

 
中屋敷：小さい頃から動物が好きで、動物園の飼育員になることが夢でした。高校 3年の時に大学への進学を考え、

色々な大学を見学に行きましたが、自分が本当にやりたいことは何なのか考えた時、やはり心に残ってい
たのは小さい頃から好きだった動物に関わる仕事がしたいという思いでした。そこから大学への進学では
なくヤマザキ動物専門学校への進学を決め、3 年間の学生生活の中で、犬と一緒にひとつのものを作り上
げていくトレーニングの道を志すようになりました。 

 
Q２．日本動物衛生看護師協会初の認定VTですが、どのように感じますか？ 
A． 
高橋 ：VT は一般の方にはあまりなじみのない言葉だと思います。獣医療が発達し、動

物も人間のように高齢化が進む今、様々な問題に直面しています。こういった
中で幅広い知識や技術を持つ VT という存在は、今後、様々な場面での活躍が期
待できるのではないでしょうか。現状に満足することなく、今後も様々な知
識・技術を学び続けていく努力をしていきたいと思っています。 

 
中屋敷：とても名誉ある資格であり、自分が認定していただけたことを大変嬉しく思

います。まだ自分の資格だとは実感がありませんが、この資格の名に負けな
いよう、これからも自分自身で勉強を続けていきたいと思います。 

 
Q３．ヤマザキ動物看護短期大学専攻科を卒業されていますが、どのような研究をしていましたか？ 
Ａ． 
高橋 ：私は、一般の飼い主が動物看護師をどのように認識しているかというテーマで研究を進めていました。周囲の人

に自分の学校や動物看護師の仕事をなかなか理解してもらえない、という何気ないことが研究のきっかけです。

研究方法としては、数人の飼い主からデータを収集し、分析を行ないました。今回の研究によって、飼い主が求

める動物看護師の課題などが明らかになり、今後の動物看護師の発展に貢献できればと考えています。 
 
中屋敷：子犬の成長過程についての文献的調査と、そこから考えた家庭及びペットショップにおける社会化についての研

究を行っていました。自分の学びたいことに専念できる 1 年間というのは非常に貴重な時間でした。自ら学ぶ積

極性と、自ら研究を進めていく自己管理の大切さを実感した、とても有意義な 1 年間でした。 
 

Q４．今まで得た知識や技術を今後どのように役立てていきたいですか？ 
Ａ． 
高橋 ：直接動物に関わる現場で活躍したいという思いもありますが、今は、これから新たに動物の分野で働くこ

とを目指す学生達の力になれたらと考えています。自分の持つ知識や技術、経験を伝えることで、学生が
自分の望む道に進めるような環境を作りたい。学生の学園生活のサポートを行なっていくことで、動物業
界に携わっていきたいと考えています。 

 
中屋敷：専攻科で学んだ知識は、これからの自分の大きな基盤であり、スタートラインにもなりました。今後もさ

らに新しい知識を積み重ねていき、そこで得た知識を教育の現場で、学生に分かりやすく伝えていきたい
と思います。 

 



 
 
 
 
 

URL http://jahta.or.jp/  
 
2008 年 3 月、ホームページを開設いたしました。他にはない、紫色が印象

的です。充実した内容で、協会の活動や動物関連の最新情報を提供してまい
ります。 
「動物のお仕事」のページでは、資格を取得された後、動物衛生看護師やグ

ルーマーとして現場で働いている方や、獣医師の方にご協力いただき、お仕
事の様子や今後動物関連のお仕事を目指す方へのメッセージなどをインタビ
ューさせていただきました。仕事への熱意や生命に対する想いが伝わってく
る内容になっておりますので、ぜひご一読ください。  
協会では、今後インタビューにご協力いただける方、お勤め先のＨＰへのリ

ンクをご希望の方を募集しております。ご結婚などで住所等が変更された場
合は、ＨＰの「お問い合わせ」からご連絡ください。電話、ファックスでも
随時受け付けておりますので、ご利用ください。 
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メールアドレスをご登録ください 

今後、ライセンスを取得された会員の皆様には、より充実した情報をお届けできるよう、メールマガジンの配信を予

定しています。配信ご希望の方は、同封のハガキに、メールアドレスを記入し、ご返送ください。 

ご協力ありがとうございました。
 
「インタビュー大歓迎

Email info@jahta.or.jp （事務局宛） 連絡先：TEL＆FAX 03-5454-2531 
 
 
 

 

  
      ホームページインタビューにご協力いただいた方 
 

」また「ぜひこの方をインタ
ビューしてほしい」という方がいらっしゃいました
ら、お気軽に事務局までご連絡ください。 
Tel&Fax 03-5454-2531 / info@jahta.or.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

殖栗 由美さん 

1976 年 シブヤ・スクール・オブ・ドッグ・グルーミング(現 ヤマザキ動物専門学校)卒業 

港区白金でグルーミングサロン「グリム」とペットホテル「ケーナイン・ホテル」を営む一方で、アース    

リーフ（EARTHLEAF）ブランドを立ち上げ、ナチュラルスキンケア商品を展開。リクルートの通販サイト「ア

イケント」でも注目され大活躍中。 

次回のインタビュー  お楽しみに!! 

塩谷明美さん（AHT,PGS,CDT 取得） 

1988年 ヤマザキ動物専門学校卒業 

獣徳会 動物医療センター 

看護部長 

大尾琢磨さん（AHT,PGS,CDT 取得） 

2007年 ヤマザキ動物看護短期大学卒業 

株式会社 DDC ジャパン  

グルーマー 

北嶋愛夢さん（AHT,PGS 取得） 

2007年 ヤマザキ動物看護短期大学卒業  

株式会社緑書房  

編集 

小沢朋子さん（VT,AHT,PGS,CDT 取得）  
1999年 ヤマザキ動物専門学校  
     専攻研究コース卒業 
1999 年 Mount Ida College 留学  
ヤマザキ動物看護短期大学  
動物看護実習助手 

大尾奈央子さん（AHT,PGS 取得） 

2002年  ヤマザキ動物専門学校卒業 

トリミングスタジオ『オアシス』 

店長兼ペット美容師 

小嶋佳彦先生（獣医師）  

小島動物病院アニマルウェルネスセンター  

（アニマルメディカルセンターニイガタ） 

院長 

社団法人 新潟県獣医師会 会員 

小嶋未来さん（AHT,PGS,CDT 取得） 

2007 年 ヤマザキ動物看護短期大学卒業 

小島動物病院アニマルウェルネスセンター 

ジュニアマネージャー,動物看護師， 

ペット栄養管理士 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

入会方法 

■お名前(漢字)、ご連絡先、加入ご希望の旨を明記の上、封書、Fax、E-mail または HP のお問い合わせフォーム

よりご連絡ください。 

 

特定非営利活動法人日本動物衛生看護師協会  事務局宛 

【封書】 〒150-0046 東京都渋谷区松涛 2-7-10-901  

      TEL＆FAX 03-5454-2531  E-mail info@jahta.or.jp 

【ホームページ】 http://jahta.or.jp/    お問い合わせフォーム http://jahta.or.jp/form.php 

日本動物衛生看護師協会（JAHTA）では以下のような入会基準を設けています。本協会の資格取得者の方は、「ライ

センス会員」として登録されています。一般会員としての加入をご希望される方は下記の入会方法をご確認のうえ、ご

連絡ください。 

入会基準 

■会員の種類について 

本協会の活動を支える会員には、次の 4 種があります。 

 

■会員特典について 

会員には、セミナー会費割引等の特典があります。 

１． 一般会員 （個人・団体） 入会金 10,000 円、年会費 3,000 円 

２． 専門会員 （個人・団体） 入会金 10,000 円、年会費 2,000 円 

３． 賛助会員 （個人・団体） 入会金 100,000 円、年会費 50,000 円 

４． ライセンス会員は、資格の認定時に登録（登録料 5,000 円）、入会とする。 

■入会について 

本協会の目的に賛同し、協力いただける個人及び団体は、所定の入会申込書により是非入会をお申し込み下さ

い。協会の発展のために皆様の入会とご協力をお願いいたします。 

入会ご希望の方は事務局までお申し出ください（Tel 03-5454-2531）。 

 

■入会および年会費について 

２． 専門会員     （この法人の事業に関する専門的知識を有し、理事会が承認した個人及び団体） 
３． 賛助会員     （この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体） 
４． ライセンス会員 （この法人の定める資格に認定・登録された個人） 
 

１． 一般会員     （この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体） 
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・ブログコメント 

・お勤め先サイトへのリンク希望 

・ホームページ上の求人広告（会員専用ページ） 

・ホームページインタビュー希望 

遠慮なくご連絡ください！！

＜募集中✉＞ 

・アニマルニュース、ホームページに関するご意見、

ご感想 

最後までアニマルニュースをお読みいただきありがとうござい

ました。今まで年１回、この紙面でしかお伝えできなかった活

動内容が、ホームページが開設したことにより、タイムリーに

皆様にお届けできるようになりました。会員の皆様のご意見を

取り入れ、内容の濃いものにしたいと存じます。また、情報交

換可能なネットワークとして、ご活用いただければ幸いです。

国際セミナーで皆様にお会いできるのを楽しみにしています。


