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知っておこう！ 

熱中症 



夏に向けて気をつけたいのが、熱中症です。 

熱中症は夏に最も多く発生し、 

犬は人よりも重症になりやすいといわれています。 

しかし、対策をしていれば予防できる疾患でもあります。 

 

この夏はしっかり対策をして、 

お家のわんちゃんと楽しい夏を過ごしましょう！ 

今回は、熱中症の 

『原因』『対策』『症状』『応急処置』 

についてご紹介していきます。 

熱中症は、高温・高湿度の環境などが原因となり、 

脱水や高体温を引き起こすことで、意識障害やけいれ

ん、下痢、嘔吐、臓器不全、凝固不全などの症状を呈

し、重症の場合は命に関わる恐ろしい疾患です。 

また、発症した場合は、一刻も早い治療が必要となり

ます。 

そもそも熱中症って？ 

知っておこう！熱中症 
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原因として   

①犬種・体型・年齢    

②疾患    

③環境  

の3つがあげられます。 

 

✓短頭種 

   ‣ブルドッグ 

  ‣フレンチ・ブルドッグ 

  ‣パグ 

  ‣シー・ズー 

  ‣チワワ 

  ‣マルチーズ 

  ‣ポメラニアン 

  ‣ペキニーズ 

                              ....etc. 

✓被毛の厚い犬種 

✓中高齢のレトリバー種 

✓肥満 

✓幼齢犬や高齢犬 

①犬種・体型・年齢 

熱中症にかかりやすい犬種として 

■ブルドッグ、フレンチ・ブルドッグ、 

パグ、シー・ズー、チワワなどの短頭種 

■被毛の厚い犬種 

■中高齢のレトリバー種 

などがあげられます。 

また、肥満の場合も熱放散が阻害される為、

熱中症のリスクが高まります。 

熱中症は全年齢で発症しますが、幼齢犬や高

齢犬は体温調節機能が低いため、 

特に気を付ける必要があります。 

 

 

②疾患 

過去に熱中症にかかったことがある場合は、

再び熱中症になりやすくなります。 

その他、短頭種気道症候群（気管虚脱、軟

口蓋過長、鼻腔狭窄、喉頭麻痺...etc.）な

どの上部気道疾患、てんかん発作、心疾患

などの疾患を持つ場合にも熱中症を発症し

やすくなります。 

③環境 

高温環境下はもちろんのこと、湿度の高い

日本では、湿度や風の通りやすさも重要に

なります。 

そのため、日差しの強い屋外だけでなく、

締め切った屋内やエアコンのない部屋でも

熱中症に陥ります。特に気を付けたいのが

夏場の車内です。 

炎天下では車内の温度はものの数分で一気

に上昇し、窓を開けておいてもほとんど効

果がないとされています。 

そのため、動物を置いて車を離れる際は、

短時間でも必ずエアコンをつける必要があ

ります。 

もう一点気を付けたいのが、お散歩などの

運動です。夏場は運動によって体温が上昇

しやすく、より熱中症を発症しやすくなり

ます。また、夏場のアスファルトは50度以

上になり、肉球をやけどしてしまうだけで

なく、頭部や体幹が人よりも地面に近いた

めに、照り返しをより強く受けてしまうの

で注意が必要です。 

 

✓熱中症の既往 

✓短頭種気道症候群 

（気管虚脱、喉頭麻痺、 

    鼻腔狭窄、軟口蓋過長など） 

✓心疾患 

✓てんかん発作 

 

 

✓高気温 

✓高湿度 

✓日差しの強い屋外 

✓閉め切った屋内 

✓エアコンのない屋内 

✓運動 

✓水分補給のできない状況 
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もしお家のワンちゃんが犬種や年齢、既往・現病から熱中症のリスクが高いと考えられる場合は、 

特に対策を強化する必要があります。 

✓肥満に対する体重管理 

✓高温多湿の環境を避ける 

✓エアコンの利用 

 

✓飲み水の確保 

✓日中のお散歩を避ける 

✓運動制限 

✓保冷剤などの使用 

対策ポイント！！ 

知っておこう！熱中症 

肥満を患っている場合は、常日頃から

体重制限に努めましょう。 

ただし、夏場の運動は熱中症のリスク

を高めるため、夏の間は食事管理に重

点を置くと良いでしょう。 

 

 

室内では、扇風機を利用したり窓を

開けるなどして通気性を高め、気温

や湿度が高い場合はエアコンを使用

しましょう。 

また、出来るだけ車内に置いていく

ことは避け、もし車を離れる際は短

時間でもエアコンをつけ、飲み水を

確保できる状況にしましょう。 

 

環境省の熱中症予防情報サイトでは、熱中症予防を目的とした暑さ指数（WBGT）というものを公開しており、 

地域や時間ごとの熱中症危険度が見られるので、こちらも参考にしてみて下さい。 

 

お散歩に出かける場合は、アスファル

トが冷めるのに時間がかかる為、日が

落ちてから数時間後や明け方がおすす

めです。激しい運動は出来るだけ避け、

こまめに水分補給を行って下さい。ま

た、体調があまり優れない時は長時間

のお散歩を避けましょう。 

気温や湿度が高い場合は、首に保冷剤

を巻くのも効果的です。 
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それまでの状況（例：炎天下の中での運動、エアコンのついていない車内に長時間いた）とあわせて、 

次の症状が認められる場合は熱中症が疑われます。 

 

・高体温 

・立てない、動けない 

・意識もうろう 

・興奮状態 

・けいれん 

・激しいパンティング 

・ゼーゼー、ガーガーという呼吸音 

・可視粘膜や舌がとても赤いまたは青白い 

・嘔吐、下痢 

・吐血、下血、鼻出血、血尿 

・紫斑、点状出血 

 

重症の場合は、ショック状態により 

体温が正常～低いことがある為、 

高体温でなくとも異変を感じたらすぐに病院へ！ 

 

熱中症には一刻も早い治療が必要となります！ 

特に高体温の場合は、どれだけ早く体温を下げられるかが予後にもかかわってきます。 

そのため熱中症が疑われる場合は、すぐに体を冷やしながら動物病院へ向かいましょう！ 
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アイスパック 

首、わきの下、鼠径部などの太い血管を 

保冷剤や氷嚢を用いて冷やします。 

保冷剤などはネットやストッキングに入れて

首に巻いたり、タオルで包んでわきの下、 

太ももの内側などにあてがいます。 

水で濡らしたタオル＋扇風機 

水で濡らしたタオルを体にかけ、扇風機を当てます。 

冷たすぎるタオルは体表面を冷やしすぎて 

しまうので注意が必要です。 

タオルだけではすぐに蒸しタオルとなり、 

逆に体温を上昇させてしまうので、 

扇風機を当てて蒸発を促します。 

移動中はうちわなどで代用可能です。 

 
※タオルがない場合、水をかけてもよいですが 

冷たすぎる水は逆効果になってしまうので、 

常温の水を使用してください。 

また、誤嚥防止のため顔には水がかからないように

注意してください。 

あわせて四肢のマッサージを行うとより良し！ 

からだを冷やしながら病院へ！！ 

ただし、冷やし方を間違えると逆効果になったり、 

命の危険にさらしてしまうこともあるので、 

以下の冷やし方を参考に行って下さい。 

知っておこう！熱中症 

推奨されない冷やし方 

・氷水や冷水への浸漬 

・アルコールの塗布 

・解熱剤の投与 

これらの方法は有効な冷却が出来ないだけで

なく、体に悪影響を及ぼすことがあるので実

施しないでください。 



  

アメリカン・コッカー・スパニエルって 

どんな犬？ 



アメリカン・コッカー・スパニエルってどんな犬？ 
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アメリカン・コッカー・スパニエルは、その名前の通りアメリカが原産の犬種です。 

先祖はイングリッシュ・コッカー・スパニエルという犬種です。 

“スパニエル”は、スペインを指す中世英語で、スペインを意味する土地で生まれたという意味を持っており、 

スペインからヨーロッパ各国に亘り、進化を遂げた結果、さまざまなスパニエル種が誕生しています。 

ちなみに“コッカー”は、ヤマシギというハトくらいの大きさの鳥のことを意味しています。 

 

アメリカ国内で愛玩犬として交配が続けられた結果、アメリカン・コッカー・スパニエルは、徐々にイングリッ

シュ・コッカー・スパニエルとは異なる顔立ち・被毛タイプ（特に飾り毛）へと進化を遂げていきました。 

そして18世紀後半以降には、アメリカの華やかなドッグショーで活躍をする犬種となりました。 

 

ディズニー映画『わんわん物語』で主人公となり、世界中で人気となりました。日本では1960年代後半から人気犬

種となり、現在でも犬籍登録頭数で30位以内に入るほどのファンが多い犬種です。 

大きさ 

オス：体高38.1㎝前後 体重13㎏前後 

メス：体高35.6㎝前後 体重12㎏前後 

アメリカン・コッカー・スパニエルは中型犬に属してはいますが、その中でも小柄な犬種です。 

愛玩犬として人気がありますが、祖先は鳥猟犬なので、小柄ながらも筋肉はがっしりとしています。 

基本的に明るく、人懐っこい性格です。 

おおらかで警戒心や神経質な点が少なく、好奇心旺盛なため遊び好きな面があります。 

歴史 

概要 

イングリッシュ・コッカー・スパニエルとの違い 

元を辿ればルーツが同じイングリッシュ・コッカー・スパニ

エルとアメリカン・コッカー・スパニエルは、身体の大き

さ・顔つきが異なります。身体はイングリッシュ・コッ

カー・スパニエルの方が少し大きめで、アメリカン・コッ

カー・スパニエルの方が鼻先が短く、丸っこい顔つきをして

います。 
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アメリカン・コッカー・スパニエルってどんな犬？ 

アメリカン・コッカー・スパニエルと言えば、足元に向かって被毛のボリュームが広がるスタイルが 

思い浮かびますが、このコッカースタイルをキープしたいなら、定期的なトリミングが必須になります。 

手入れを行わないと皮膚病にもつながるので、定期的にトリミングに行くようにしましょう。 

耳の毛のブラッシングも大切です。アメリカン・コッカー・スパニエルは、 

耳の皮膚が元々厚いので、通気が悪く、耳の疾患になりやすくなっています。 

学習能力が高く、基本的にしつけやすい犬種です。ただ、賢いがゆえに何度も叱られたり 

トラウマができてしまうと、恐怖心が勝りなかなか前に進むことができなくなることがあります。 

そのため、基本的に褒めてしつけることが大切です。陽気な性格をしているので、たくさん褒めてあげると 

テンションが上がります。テンションが上がりすぎると注意力が散漫になるので、トレーニングを行う際は、 

犬のテンションが上がりすぎていないか、様子を見ながら行いましょう。 

 

 

アメリカン・コッカー・スパニエルは運動が好きな犬種です。そのため毎日のお散歩は、 

最低朝晩1日2回、30分程度の散歩をしてあげると良いです。 

散歩以外にも、ボール投げの遊びや定期的にドッグランなどで走らせてあげることも運動不足防止になります。 

もともと鳥猟犬であるので、スタミナがあり、トレーニング要素の高い運動を取り入れることで 

楽しい時間を過ごせます。 

ただ暑いのは苦手なので、夏場のお散歩は夕方の涼しい時間帯に行くようにしましょう。 

体力はありますが、息が苦しそうなど異変を感じたらすぐにクールダウンさせることも大切です。 

 

運動 

しつけ 

ケア 

また、皮脂が非常に多く分泌される犬種で、トリミングだけでな

くシャンプーも頻繁に行う必要があります。 

２週間に１回の目安でシャンプーをしてあげるのが良い頻度と言

えます。自宅でシャンプーをする場合は、しっかりと皮膚を揉み

込んで洗うようにしましょう。 

さらに終わったあとは、必ず全身を乾燥させることが大切です。

自然乾燥だと、雑菌が繁殖したり皮脂も多く出てしまい、炎症を

起こす可能性があるため、ドライヤーでしっかり乾かすようにし

ましょう。 

トイレのしつけでは、興奮していたり緊張している

ときは、もらしてしまうことがあります。 

必要であればトイレのサイズを大きくしたり、トイ

レをしたそうなときにケージに入れて、トイレの場

所を覚えさせるなどの工夫も必要です。 陽気で遊

び好きな性格をしているからこそ、子犬の頃からの

しつけがとても大切です。 

 



 

アメリカン・コッカー・スパニエルの毛色は主に3色に分類されます。 

「ブラックバラエティ」「単色（アスコブ）」「パーティー・カラー」の3種類です。 

主に上記の3種類の毛色に分類されていますが、様々な色の組み合わせがあるので、 

毛色のバリエーションは豊富な犬種と言えます。 

 

毛色 

▶「アスコブ・バラエティ」 

アスコブ・バラエティはブラック以外の単色のことです。ブラウン及びタン・ポイントのあるブラウンも含まれます。こちらも胸や

のど以外にホワイトが入ることは望ましくないとされています。 

 

｜ブラック 

ジェットブラック（純黒）は

高貴な印象があるため、アメ

リカでは特に人気の色となっ

ています。 

 

 

｜ブラックタン 

ブラック地にタンが入る

毛色です。タンは目の上、

顔周り、足先などに入り

ます。 

 

｜クリーム 

優しい印象を与える淡い黄

褐色（バフ）からゴールド

に近い濃い目のもの、赤み

を帯びているレッド系など

色の濃さはさまざまです。

日本では淡い毛色が人気を

集めているようです。 

 

｜チョコレート 

まさにチョコレートのよ

うな濃い焦げ茶色です。 

 

 

｜チョコタン 

チョコレート地にタンが

入る毛色です。ブラック

タン同様、タンは目の上、

顔周り、足先などに入り

ます。 

 

 

｜セーブル 

セーブルというのは、メイ

ンとなる毛色は茶系統で、

毛先にはブラックが入って

いるような毛色になります。

アメリカン・コッカー・ス

パニエルの場合、セーブル

は希少とされています。 
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▶「ブラックバラエティ」 

ブラック・バラエティはブラックの単色もしくはタン・ポイントのあるブラックのことです。 

胸やのどに入った多少のホワイトは許容されていますが、それ以外の部分にホワイトが入ることは望ましくないとされてい

ます。 

アメリカン・コッカー・スパニエルってどんな犬？ 



13 

被毛 

▶「パーティー・カラー・バラエティ」 

パーティー・カラー・バラエティは2色以上のはっきりと区別できる単色で構成されているものです。 

このうちの1色はホワイトでなければならないとされています。 

 

|ブラック＆ホワイト 

ホワイトがベースとなり、顔

や耳などにブラックの模様が

入る毛色です。 

 

アメリカン・コッカー・スパニエルってどんな犬？ 

|レッド＆ホワイト 

ホワイトがベースとなり、顔や耳

などにレッドの模様が入る毛色で

す。 

 

|トライカラー 

トライカラーは3色で構成される毛色

になります。基本的にはブラック＆ホ

ワイト＆タンなどパーティーカラーに

タン・ポイントが入ったものです。 

 

アメリカン・コッカー・スパニエルの最大の特徴と言っても過言ではないのは、 

絹のように美しい長毛の被毛で、何よりも耳の飾り毛が印象的です。 

ダブルコートのため換毛期には抜け毛が増えます。 

また、毛の量が多くウェービーがかった細い毛質は絡まりやすいため、ブラッシング、コーミングなど 

日々のお手入れが必要になります。 
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▶皮膚の病気｜脂漏症 

アメリカン・コッカー・スパニエルは、他の犬種に比べると「脂漏

症」という病気がよく見られます。角質が過剰に剥がれ落ちて、べた

付いたフケが発生する病気で、その結果カビも増殖しやすくなってし

まうため、マラセチア性皮膚炎にもなりやすいことが分かっています。 

 

▶眼の病気｜白内障や緑内障 

眼の病気では白内障や緑内障、チェリーアイに 

なりやすい傾向があります。 

若いうちに発症した場合には、 

10歳前後で失明してしまうこともあります。 

 

▶耳の病気｜外耳炎 

垂れ耳の犬種の場合、 

耳の皮膚が元々厚いので通気が悪く、 

耳の中が蒸れやすいため、外耳炎にな

るリスクが高まります。 

耳を痒そうにしていたり、汁が出る症

状が出れば早めに病院に行くようにし

ましょう。 

かかりやすい病気としては、眼・耳・皮膚の病気があげられます。 

（症状） 

☑ 皮膚が赤い 

☑ 身体を痒がる 

☑ 皮膚や被毛がベタベタする 

☑ フケが増える 

（症状） 

☑ 耳を掻いている 

☑ 臭いが強い 

☑ 顔周りを触られたがらない 

☑ 耳の穴周囲が赤い 

（症状） 

☑ 目の充血 

☑ 涙が止まらない 

☑ 散歩に行きたがらない 

☑ 物によくぶつかる 

アメリカン・コッカー・スパニエルってどんな犬？ 

病気 
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photo shot☆ 

  

photo  shot☆ 
       

【表紙】 

センタースタッフ ダル男ちゃん 

（スタッフよりひとこと♪） 

 

いつもセンターのみんなの事を癒してくれて 

ありがとう！ 

ゴハンいっぱい食べて。 

元気でいてね♪ 

 

トリマー 相澤より 

たぬきちくん 

アトムくん えんちゃん 
しんじくん 

しんじくん 



 ご家族様からのお写真を公募いたします。  

smile次号（秋号）の表紙となる一枚を選ぶ 

フォトコンテストも兼ねており、 

ご応募いただいた写真の中から抽選で1枚が選ばれます。 

皆様からのご応募お待ちしております。 

件名に『秋号写真募集係り』 

本文にご家族様名・ペット名を入力し、 

写真を添付してメールを送信して下さい。 

加工などの処理がされていない写真でのご応募をお願いします。 

※公募写真は本誌への掲載のみに使用し、他の目的には使用いたしません 

smile@jamc.co.jp 
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photo shot では 

photo shot☆ 

えんちゃん 

ルルちゃん 

えるちゃん 

えるちゃん 

えるちゃん 
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マイクロスコープ 

（マイクロスコープで見える皮膚） 

被毛の根本に付着している汚れや皮膚の炎症などを見る事ができます。 

また主毛、副毛の様子も見られるので被毛の状態も確認する事ができます。 

最大1000倍まで拡大することができ、肉眼では確認できない 

皮膚(キメ・乾燥度合いなど)や毛穴・被毛の状態をチェックします。 

端末に画像を保存することができるので、施術前・施術後の皮膚の状態を 

画像で確認することができます。 

定期的にチェックすることで、皮膚ケア・被毛ケア対策の指標となり、 

担当トリマーから今後のメニューのご提案を致します。 

What 's New  

@Wellness salon cocoe 

 

「健康×美容」 

   それを実現化するには何か必要か・・・。 

 

・薬用シャンプーを使っていれば皮膚の状態をキープできる！？ 

・今までと同じシャンプーを使っていれば大丈夫！？ 

・フケが出ている原因は乾燥？ 

・それとも脂漏性？ 

みなさんはご自身の皮膚のキメやハリなどを見たことはありますか？ 

専用の機材がないと皮膚を肉眼で見ることはできません。 

そこでcocoeでは３つのモニター機材を用意いたしました！ 

今回はその1つ1つをご紹介していきます！ 
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スキンチェッカー 

このモニターでは 

おおよその水分 脂分量 弾力 が測定できます。 

 

3か月に1回のスパンで 

個体の平均を見て経過を測定します。 

 

普通 

たっぷりの潤いと 

適度な油分量が保たれた 

理想的な肌状態。 

 

乾燥 

水分量、油分量ともに少なく、 

常にカサついている状態。 

しっかりとした保湿と油分補給

で潤いを閉じ込める対策が必要

です。 

その子の肌の状態を知ることで、それぞれの子に合ったスキンケアを 

してあげることが出来ます。 

例えば乾燥気味の皮膚なら保湿と脂分の補給をしてあげたり、逆に脂っ

ぽい皮膚なら毛穴の汚れや余分な脂分を落としてから保湿をしてあげる

など、その子の皮膚に適した施術をしてあげることが出来ます！ 

我が子の肌の状態を把握して正しいスキンケアをしていきましょう！ 

脂性 

油分が多くベタついている状態。 

乾燥が原因になっている事も。 

毛穴の汚れや余分な油分を 

取り除きしっかり保湿を。 

弾力 

肌の奥が乾燥し、肌を守るために 

皮脂が過剰分泌されています。 

一見脂性にみえますが、 

実は深刻な水分不足の状態です。 

（インナードライ） 
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皮膚pHチェッカー 

犬のpH正常範囲は6.5～7.5と弱アルカリ性です。 

猫のpH正常範囲は5.5～6.5と中性から弱酸性です。 

ちなみに人の正常範囲は4.5～5.5と弱酸性です。 

 

3か月に1回のスパンで 

個体の平均を見て経過を測定します。 

 

 

日頃からpHを測定して平均値を知り、 

それを維持することで外部からの刺激や雑菌の繁殖を数値で知ることが出来ます。 

また、強アルカリ性寄りになってしまうとアトピーや脂漏性皮膚炎

など、皮膚が炎症を起こしてしまう可能性があります。 

pHを測定することでその時の皮膚の状態に合わせたシャンプーを選び、 

皮膚病にかかるリスクを減らすことができます。 

 

 

7 

6 

5 

4 

(PH) 

犬 

6.5～7.5 

猫 

5.5～6.5 

中性 

人 

4.5～5.5 

酸性 

アルカリ性 

人のpHは 

皆さんご存知の 

「弱酸性」 
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３ヶ月毎の 

「検診シートの見方」 

過去３回分を比較して見ることが出来ます。 

視診、触診での皮膚や被毛の様子を 

スコアにしたものです。 

５段階評価の３を基準とし、 

数字が大きくなるほど 

良好を表します。 

前ページで紹介した測定機器で 

測った数値を入力します。 

継続的にデータを取っていくことで 

その子の基準値が把握でき、 

異常の早期発見に繋がります。 

マイクロスコープでみた皮膚の状態です。 

頸部、尾根部、腹部、耳の内側の皮膚の様子を 

撮影します。 

毛の生え方、毛穴の汚れ、皮膚の色等を 

確認します。 

からだの各部位のサイズを採寸します。 

特に太ももの数値は年令を重ねるとともに 

減少していく筋肉量を知る目安となります。 

またどちらかの足に比重が偏ると、左右の数値に 

ずれが出てきます。 

足の異常に気づけるきっかけにもなります。 

 



　

2018年4月13日 

当院のゴミ捨て場にひょっこり現れた、お顔がちょっぴり特徴的なねこさん。 

当院では現在地域猫さんの保護活動は行っていないので、お外に帰るために体調を整

える「入院」として病院での生活がスタートしました。保護時は脱水や下痢症状が

あったものの、治療でだんだんとよくなってきた猫さん。 

食事もしっかり食べ、呼び掛けには大きな声でお返事し、はじめましてのはずのス

タッフにもすりすりと懐っこく、とてもお外の猫さんとは思えない穏やかな性格でし

た。 

ですが、治った以上は「病院」にいる理由はありません。 

お外から来た子であるからにはお外に帰さなければ… 

治療と並行してマイクロチップの有無や保健所での捜索願が出されていないか… 

この子を探している方がいないかの確認もすすめましたが見つかりませんでした。 

 

体調が安定して1週間、探している方も見つからず… 

4月19日にお外に帰すことになりました。 

もといた場所へ…しかししっかりスタッフの後をついてきてニャーニャー！ 

一向にお外に帰ろうとせず…。 

最終的に根負けして、帰すのは翌日に延期に。 

しかし翌日も同様に…。その後も何度か挑戦しましたが、いつしか猫さんは当院で生

活するスタッフになっていきました。 

この頃には「野良猫ちゃん」ではなくお顔の特徴から「あごちゃん」とスタッフに呼

ばれることが多くなりました。 

待合室にお心当たりがある方がいらっしゃらないか貼り紙をしたり、引き続き保健

所からの連絡を待ってみたりしていましたが、1年が経つ頃にはすっかりみんなこの

子はきっとお外で暮らしていた猫さんで、飼い主様はいないのだろう、であればも

う預かりの猫さんではなく当院の家族だ、と認識していました。 

最後の頼み綱で警察に迷い猫さんとして届け出てみましたが、一向に連絡は来ませ

んでした。 

突然やってきた 

迷いねこの 

”あごみちゃん” 
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突然身体にカビが生えたり、顔の左半分が腫れあがったり、腎臓の数

値が跳ね上がったり、吐き戻してしまったり…2019年になってから

急に体調を大きく崩すことが多くなりました。ですが、そのたび何度

も治療に耐えていつもの通り大きな大きな声で鳴く姿を見せてくれた

強い猫さんでした。 

1月12日、遊んでいる途中に突然発作を起こしたのが始まりでした。 

そこからは発作を起こし貧血が進み、腎臓の数値が跳ね上がり、 

どんどん体調を崩していきました。 

いつしか大きな声で鳴くことも無くなり、亡くなる1週間前には 

元気だった姿はかけらもなく寝てばかりになりました。 

担当で相談し、もし状態が急変したとしても自由なこの子らしく穏や

かに静かに旅立たせてあげようと決めました。 

何かあった時にすぐ対応できるよう集中治療室で管理すべき状態でし

たが、ふかふかのお布団と暖かい毛布にくるまれて、いつも外を眺め

ていた大好きな窓のある広いお部屋で過ごしてもらいました。 

入れ代わり立ち代わりスタッフが訪れ、ご飯を食べなくなってしまっ

たこの子においしいものを差し入れてくれました。 

 

いよいよ今晩旅立ちそうだね…と言っていたまさにその日、 

2月7日のAM3:15。 

夜勤さんに見守られながら静かに静かに虹を渡っていきました。 

当院に迷い込んでからもうすぐ2年が経とうとしていました。 

警察の方にご連絡し、亡くなったタイミングで正式にセンターの子

として認定して頂き、名前も正式に愛着のある「あごちゃん」こと

「あご美ちゃん」になりました。 

突然やってきて、たくさんの笑顔と幸せをくれたあご美。 

入院中の猫さんのご家族様にも愛嬌を振りまいて、 

たくさんの方から優しいお声をかけて頂いていました。 

亡くなってからも空っぽになったお部屋に気付いて 

お声掛けくださった方もいらっしゃって、 

担当一同またスタッフ一同、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 

あごちゃん、今までたくさんたくさんありがとう。 

お空でおいしいものいっぱい食べて、ひなたぼっこして、 

幸せに暮らしていますように。 

いったいどこからやってきたのか、そしていったい何歳なのか、 

なにもわかりませんでした。 

推定15歳以上ではあるだろうと考えていましたが、若々しい鳴き声や、

他の猫さんにシャーと威嚇する姿を見ると、もっともっと若いように

も感じるし、誰にでもスリスリして抱っこが大好き、何をされても怒

らない姿を見ると、優しい方に大切に大切にしてもらっていたように

も感じられるし、窓のあるお部屋から外を眺めたり、ひなたぼっこを

する姿は、お外でのびのびマイペースに生きてきたようにも感じられ

ました。 
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うちの子紹介 

この仕事を選んだきっかけは？ 

獣医師 
動物いつか大型犬と 

猫に囲まれて暮らしたいです。 

写真は学生時代によく通った 

カフェの猫ちゃん兄弟です。 

人と動物がより良い関係を築くために貢献したいと思いました。 

ご家族様と動物達、 

双方に寄り添えるように、 

一歩一歩頑張っていきます。 

センターでの抱負 

大江紗央  

うちの子は、14歳のおばあちゃんビーグルです。 

（でも小顔で美形のアイドル犬だと私は思ってます。）名前はぽぽです。 

歳も歳なので胆のうの薬と甲状腺ホルモンの薬を飲んでいます。 

いつまでも食いしん坊で、長生きしてほしいです。 

それから私が看護師となるきっかけとなった、うさぎのもも。 

数年前亡くなりましたが、なんと15歳のご長寿さんでした。 

本当に本当にこの子の事は忘れられません。 

この仕事を選んだきっかけ

子供の頃に飼っていたハムスターやうさぎに大きな影響を受けました。もともと動物が大好き、

当初は犬を飼いたいと思っていたのですが、飼い始めるとすっかりうさぎの魅力にハマってしま

いました。人と動物の関わりの中で、医療という分野で働こうと思ったのは、高校生の時でした。

動物看護師という仕事の存在を知り、ぜひなりたいと思いました。自分の知識や技術で、自分の

子だけでなく、苦しんでる動物たちを救いたかったからです。この仕事に就けて、もちろん大変

なこともありますが、日々やり甲斐を感じながら仕事をさせていただいてます。 

まずは仕事を覚えること、目の前のやるべき事を着実にこなせるようになりたいです。 

入院、外来、救急など、当院では色々な患者さんがご来院されます。 

自分の子の具合が悪い上、大きい病院に来院され、不安や緊張を感じる方 

もいらっしゃるかと思います。しかしそういったご家族様にも、最終的にここに来て 

よかったと思っていただけるような対応を心掛けたいと思っております。 

センターでの抱負 

動物看護師 

うちの子紹介 

佐藤結花  
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動物看護師 

昔飼っていたゴールデンレトリバーが花火大会の花火の音で心臓発作を起こし亡くなりました。 

 その時にもっと自分にも出来ることがあったのではないかと思い、動物看護師を目指しました。 

うちの子紹介 

ワイヤーヘアードダックスフン

ドのプリッツ(5歳)です。 

臆病者で頑固ちゃんですが、 

とっても可愛らしい子です。 

手足の短さがチャームポイント

です。 

センターでの抱負 

センターでは、動物たちにもご家族様にも 

寄り添った看護に尽力したいと 

思っています！ 

動物看護師 

この仕事を選んだきっかけは？ 

この仕事を選んだきっかけは？ 

幼い頃から小動物が好きで飼っており、 

将来は動物に携われる職につきたいと思った事がきっかけです。 

今年で11歳になります 

男の子の「ぐー」です！元気に遊びますが 

最近は眠くてしょうがないらしくよく寝ています笑 

センターでの抱負 

皆様のお役に立てるよう精一杯努力しますのでよろしくお願い致します。 

福田鮎里  

金子玲奈  

うちの子紹介 



シーズー 金太郎くん(13才)甘えん坊さんでとても芸達者です。 

『バイバーイ』が得意です♪ 

猫MIX 琥珀くん(8才茶白)負けん気が強くて我が家の王様です(笑) 

人には優しく遊ぶの大好きです。 

猫MIX  本丸くん(8才グレー)怖がりさんですがごはんとオヤツが大好きです。 

よく琥珀にちょっかい出されています。 
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動物看護師 

ジャックラッセルテリアの  

なん です(10歳)！ 

3歳の時に親戚から譲ってもらい 

もうすぐで竹内家にきて7年目になります ♡  

この仕事を選んだきっかけ

動物が好きだったので動物の為に働きたいと思い動物看護師になりました！ 

うちの子紹介 

センターでの抱負 

ご家族様と動物に安心してもらえるように頑張ります！ 

よろしくお願い致します。 

VHS（ベテリナリーホスピタリティスタッフ） 

動物看護師の経験を活かし、 

トリミングだけではなく入院している動物達のケアなど、 

幅広く活躍していきたいと思いますので、 

どうぞよろしくお願い致します！ 

当初は他県の動物病院で動物看護師として3年間勤務しており 

そこにはトリミングサロンも併設していました。 

トリミングで可愛くなっていく動物達を見て、トリマーに対して憧れを抱いたのがきっかけでした。 

この仕事を選んだきっかけは？ 

うちの子紹介 

センターでの抱負 

竹内綾姫枝  

前田恵利花  
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VHS（ベテリナリーホスピタリティスタッフ） 

私が産まれたときにはすでに家に犬がいたので、犬がいることが当たり前の 

環境で育ちました。その犬が病気になり、治療してもらったのがきっかけで 

動物病院で働きたいと思い始めました。 

雑種犬のマロンです(10歳♂) 

クリクリな目とフサフサの尻尾が特徴です♪ 

半分外飼いなので、近所の方やお散歩で家の前を通る方に 

よく可愛がっていただいています！ 

10歳ですが、まだまだ元気です！ 

この仕事を選んだきっかけは？ 

うちの子紹介 

センターでの抱負 

ご家族様に安心・信頼してもらえるような受付になれるよう、 

毎日笑顔を忘れず精一杯頑張りますのでよろしくお願い致します！ 

モルモットのつむぎ(茶毛)と 

まめ(黒毛)です。 

この2匹が居てくれるので1人暮らし

も全然寂しくありません笑 

動物看護師 

この仕事を選んだきっかけは？ 

うちの子紹介 
センターでの抱負 

幼い頃から動物が大好きなのですが実家では動物を飼えず、 

仕事面で動物に関われたらと思い自分なりに探し、 

動物看護師という職業に出会い、目指すことを決めました。 

まだまだ未熟者ですが、 

皆様のお役に立てる看護提供ができるよう 

日々精進して参ります。 

どうぞ宜しくお願い致します！ 

井口久乃  

青木美歩   
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この仕事を選んだきっかけは？ 

センターでの抱負 

フクロモモンガを3匹飼っています！ 

みんな爪切りがすごく嫌いで、 

苦労しています…笑 

今後はチワワを飼いたいです♡ 

獣医師としての仕事はもちろん、 

人とのコミュニケーションを大切に成長していきたいです！ 

獣医師  

小さい頃に飼っていたハムスターが亡くなってしまったときに、 

自分の手で自分の子を治せるようになりたいと思ったのがきっかけです。 

うちの子紹介 三谷友紀子  

獣医師  

この仕事を選んだきっかけは？ 

わたしは覚えていないのですが物心ついたときから 

動物のお医者さんになりたいと言っていたそうです。 

実家で飼っている、 

まる(ネザーランド♀) 

10歳ですが病院連れて行ったこ

とがない元気なおばあちゃんです。 

センターでの抱負 

動物たちを治すだけでなく、 

ご家族様の不安を安心に変えられるような 

診療をしていきたいです。 

野内南 
うちの子紹介 
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~ 絆プロジェクト ~ 

 

絆プロジェクトとは 

“動物が健康で美しく長生きするためにできること”をテーマに、動物とご家族が楽しく

快適に過ごせますように、獣医師、動物看護師、トリマー、受付、コンシェルジュそれ

ぞれの立場からご家族様向けのセミナーや、動物と暮らすことの幸せを改めて感じても

らえるようなイベントを開催していくプロジェクトです。 

動物病院は病気やケガを治すためだけでなく、健康であり続けるためのお手伝いする存

在でもあります。多くの方にとって動物病院に足を運ぶのが楽しいと思っていただけま

すと幸いです。 

  

皆様がどのような悩みを持たれているか、また同じ悩みを持つご家族様同士が悩みを解

決するためにコミュニケーションを取れるような場を作りたいと思っております。皆様

我が家の動物との❝家族の絆❞ 

エピソードをお聞かせ下さい。 

健康を維持するために、日頃から気を

付けていることや、お悩みやお困りご

となどのお声をこちらのメールまでお

送り下さい。 

皆さまの多くのお声を元に、イベント

やセミナーを企画して参ります。 

 

kizuna@jamc.co.jp 

美しく健康で 

  長生きするために 
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3月5日～2週間開催 

「いざ避難！ 

ペットを連れてどこに避難したらいい？」 

～ 絆プロジェクト 第10回 活動報告 ～ 

JAMC防災イベント 

東日本大震災から9年。3月5日から2週間、防災イベントを行いました。 

今回のテーマは避難所についてです。 

 

2019年の台風19号の際、ペットと避難所に行ったら断られたというツイートがメ

ディアでも話題になりました。政府は災害発生時、避難が必要な場合は飼い主は

ペットと同行避難をすることを原則としているのに、なぜそういった事態になった

のでしょうか？ 

 

「いざ災害が起きた時にペットを避難所に連れて行っていいのかどうかよくわから

ない」 

「行政のHPなどを見てもすぐに情報が見つからない」 

「実際に連れて行っても追い返されるのでは？」 

このように不安に思われているご家族様は多いのではないでしょうか？ 

~ 絆プロジェクト ~ 
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~ 絆プロジェクト ~ 

 

A,全ての避難所で同行避難を受け入れています。 

  （世田谷と港は一部の避難所） 

“同行避難” と “同伴避難” の違い、 

知っていますか？ 

 

防災用ペットケージ『いっしょに被にゃん』▲ 

本体ケージとトイレ用トレー、トートバッグの３セット 

普段は折り畳んで保管しておき、いざとなったら避難所に持ち込み、 

そこで組み立てて使用する。軽量で組み立てが簡単！ 

いつ起こるかわからない大災害。 

そして万が一、今起こってしまったらウイルス感染対策も必要です。 

少しでも落ち着いて行動するために、予防やしつけなど飼い主としての平常時からの準備が必要ですね。 

「同行避難」 

災害発生時に、飼い主は飼育しているペットを同行し、 

避難所まで安全に避難することです。 

 

※避難所において、人とペットが同一の空間で居住できること

を意味するものではありません。 

「同伴避難」 

ペットと一緒に避難し、かつ避難所で一緒に過ごすこ

とを指します。 

 

※飼い主としては同伴避難が理想的ですが、 

避難所でペットと一緒に過ごせるかどうかは各自治体や避難

所の運営委員会に任されています。 

JAMC近隣区（渋谷、杉並、中野、新宿、世田谷、港、千代田）7区について 

下記の事項についてお聞きしました。 

A,ペットを避難所に連れて行くルールとして、 

ペットの管理は全て飼い主の責任になります。 

ケージに入れること、ペットフード、ペット用飲み水、 

ペットシーツ、常備薬などの生活用品は 

持参する必要があります。 

Q,同行避難ができる避難所の場所  

 

A,同伴避難できる避難所はありません。 

 （原則、飼い主とペットは別の場所で生活することになります。） 

 

Q,同伴避難はできますか？ 

Q,ペットを連れて行く際の 

注意事項はなんですか？ 
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当院では、常に獣医師と看護師が常勤しており、夜間の緊急時の診療も対応しています。 

また、必要に応じで緊急手術や手術後の入院の受け入れも行っています。 

●来院時に迅速な対応ができるよう、お電話で症状をお知らせください。 

  （飼い主様と動物のお名前、動物種、年齢、性別、来院時間も併せてお聞かせください。） 

●お問い合わせが集中しているときなど電話がつながりにくい場合があります。 

   お手数ですが、しばらくたってからおかけ直しください。 

●緊急性や重症度の高い動物の対応を優先していますので、状態に応じて順番が前後してしまうことや 

 待ち時間が長時間になることもありますのでご了承ください。 

●緊急時にはお預かりして、救命処置を進めさせていただくことがございます。 

 

各種クレジットカードまたは現金でのお支払対応も可能です。時間帯により、別途時間外料金が発生します。 

 

夜間診療時は、保険窓口清算対応しておりません。 

飼い主様ご自身でのお手続きお願いいたします。 

電車：京王新線『幡ヶ谷』 北口をでて徒歩８分 

バス：京王バス45番【新宿西口～中野駅】乗車 

    『本町一丁目』下車 

     車：首都高速4号新宿線 『初台』もしくは『幡ヶ谷』出口 

救急診療のご案内 

当院へのアクセス 

診療時間のご案内  

● 救急診療 24時間受付しております 


