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【短期集中連載】  

蝉の声が聞こえる季節となりました。 

この時期は毎年、縁側で足を伸ばし、扇風機の前を陣取っていた彼を思い出します。 

 

小中高と青春時代を共に過ごし、わたしが専門生になった頃、彼は他界しました。 

 

お盆は、そんな彼が戻ってくる年に一度の大切な時間です。 

胡瓜の馬や茄子の牛をよく目にしますが、 

わたしは生前彼が大好きだった大根の葉っぱを用意して、今年も彼の帰りを待つ予定です。 

 

一緒に居た大事な存在に 

「ありがとう」と手を合わせたら 

今、隣に居る存在も大切にできる気がします。 

 

この冊子を手にとったみなさまにより多くの感謝を伝えられるよう、 

今季も心を込めてSmileをお届けします。 



特集1 アレルギー性皮膚炎 



【アレルギーのしくみ】 

 

 

 

 

 

 
 

【 アレルギー性皮膚炎とは? 】 

疾患 

シリーズ 

今回は 

 

アレルギー性皮膚炎について 

 

わかりやすく解説します。 
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① ノミアレルギー 

ノミの唾液がアレルゲンとなり、ノミに吸血されることによって起こります。 

ノミが繁殖しやすい春先～夏にかけてよくみられるのが特徴です。 

寄生するノミの数がわずかでも、数に関係なく発症します。 

【 それぞれの症状・対策 】 

人や動物の体では、体内に侵入しようとする細菌や花粉などの異物（「抗原」や「アレルゲン」とよびます）に

対して、「抗体」を作って体を守ろうとします。しかし、体質によってはこれらの反応が必要以上に起きてしま

い、体の痒みや咳、鼻汁など様々な異常が起こります。この反応のことをアレルギーといい、過剰なアレルギー

反応により皮膚に痒みや赤みが生じる疾患をアレルギー性皮膚炎といいます。 

アレルギー性皮膚炎を起こす主な原因として、ノミアレルギー・食物アレルギー・アトピー性皮膚炎

の３つが知られています。それぞれどう違うのか、詳しく説明します。 

 
 

図1 ノミの糞 

図2 ノミアレルギーのよく出る部位  

▸治療・予防 

滴下剤や内服薬でノミを予防・駆除します。 

ノミは動物の体の上で卵を産みますが、卵は床に落ちて室内でふ化します。 

そして成虫になり再度動物の体に寄生するため、通年の予防をおすすめします。 

  

▸症状 

腰や背中を中心として（図2）ブツブツとした皮膚炎ができ、強い痒みがでます。 

ノミやノミ糞（図1）が毛に付着し、黒い点々に見えるのが特徴です。 
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② 食物アレルギー 

食物に含まれるタンパク質に対して起こるアレルギーです。 

１歳齢未満の比較的若い年齢で発症することが多いのが特徴です。 

また、アトピー性皮膚炎と併発するケースもあります。 

 

▸症状 

耳や目の周り・足先・内股・お尻・腰などに強い痒みが現れます。 

長期化すると、搔き壊しによる脱毛や 

皮膚の黒ずみ（色素沈着）が起こります。 

また、下痢や嘔吐などのお腹の症状を伴うこともあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴アミノ酸フード： 

   あらかじめタンパク質をアミノ酸に分解した状態で作ったフード 

   ex）アミノプロテクトケア 

 

⑵加水分解蛋白： 

   酵素を使う加水分解という方法で、 

 タンパク質をアレルギーの起こりにくい大きさに分解したもの 

   ex）低分子プロテイン、z/d 

 

⑶新奇蛋白食： 

   アレルギー反応は、過去に食べたものが 

 再度体に入ることで起こります。 

   それを避けるために、ラムやサケなどあまり他のフードに 

   含まれていないタンパク質を選びます。 

 

②アレルギー検査 

血液検査により、食物（牛肉・米・小麦・卵など）や環境中のアレルゲン（花粉・ハウスダストなど）に対する 

アレルギーの有無を、ある程度調べることが出来ます。 

ただし、血液中の細胞の反応と実際のお腹や皮膚の症状は、必ずしも一致するとは限りません。 

この検査のみで確定診断には至りませんが、その子に合ったごはんを選ぶ上で有効な情報のひとつとなります。 

 

 

 

▸診断・治療 

①除去食試験 

アレルギーに対して特別に作られた療法食と水のみを与えて、 

皮膚やお腹の症状が落ち着くかどうかをチェックします。 

（除去食試験） 

食べたごはんが皮膚に影響をおよぼすまでは時間がかかります。 

すぐに変化がみられなくても、少なくとも2週間以上療法食を続けてから、食物アレルギーかどうかを判断します。 

除去食試験中は、指定されたもの以外の市販のフードは与えないようにしてください。 

おやつやデンタルガムも、アレルゲンとなる可能性があるので避けましょう。 

 

 

 

除去食試験に用いるフード（一部） 



③ アトピー性皮膚炎 

花粉やハウスダスト、カビなど、環境中にある食べ物以外のものに対して起こるアレルギー反応のことをいいます。 

３歳齢以下で発症することが多く、柴犬・シーズー・フレンチブルドック・ウェスト ハイランド ホワイトテリアなどは 

生まれつき皮膚が弱く、アトピー性皮膚炎をおこしやすい犬種としても知られています。 

また、アトピー性皮膚炎は体質によるものなので、生涯にわたり上手く付き合っていく必要があります。 

もともと皮膚炎を発症している場合、皮膚のバリア機能が弱いため、皮膚感染症などを併発しやすく 

皮膚トラブルには注意が必要です。 

 

▸症状 

脇の下・下腹部・指の間・目や口周り・耳などに強い痒みが生じます。（図2） 

長期化すると、搔き壊しによる脱毛や皮膚の黒ずみ（色素沈着）が起こります。 
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外用薬の 

いろいろ 

外用薬には同じ成分のお薬でも 

軟膏、クリーム、ローション、ゲル、スプレーなど、 

さまざまなタイプの薬剤があります。 

タイプによってお薬の持続時間等も異なるため、 

症状の出ている場所や病変の部位によって使い分けます。 

 例えば、お薬の持続時間からみると、軟膏が一番長く効果を発揮します。次にクリーム、ローション、ゲルと続きますが、長く

効くものほどべとつきが気になって舐めてしまうことも…そこで、症状の出ている場所から適切なお薬がどれかを考えると、毛

のない部位や舐めにくい部位には軟膏を使い、毛の多い部位や舐めやすい部位には浸透力の強いローションやクリーム、ゲルタ

イプを使うことが多いです。 

また、最近ではスプレータイプのものもいくつかあり、皮膚全体に塗布したい時や、塗りにくい場所にも使いやすいというメ

リットもあります。 

 

図2 アトピー性皮膚炎のよく出る部位  図1 アトピー性皮膚炎の診断方法 

☆ちなみに… 

外用薬の使用量の目安として、１FTU（＝finger tip unit;人差し指の第１関節）で両方の手の平分に伸ばすくらいがべとつきす

ぎず、且つ十分に塗れる最適な量と言われています。 

▸診断 

アトピー性皮膚炎に関しては確定診断を下せる検査がないため、症状の類似する他の病気の可能性を除外しながら診断につ

なげます。まずは皮膚検査を行い、アトピー性皮膚炎と同様に赤みやかゆみを生じさせるノミやダニなどの寄生虫の存在や、

細菌感染症の有無などを確かめます。その上で更に除去食試験を行い、食物アレルギーでもないことを確認した後、初めて

アトピー性皮膚炎と診断されます。（図1） 
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【 アレルギー性皮膚炎の治療法 】 

【 おうちでできること 】 

アレルギー性皮膚炎の治療は大きく３つに分けられ、 

①アレルゲンを避ける環境作り②スキンケアによるバリア機能の改善③お薬の投与 

が挙げられますが、なるべくお薬の量や種類を減らすために、①②がとても重要になってきます。 

 

①アレルゲンの除去 

     アレルゲンはその子によってさまざまですが、ダニやホコリなどのハウスダストが原因の場合は、 

     床や畳などの室内掃除を十分に行い、カーペットやお布団はこまめな天日干しやクリーニングすることもとても大切です。 

     また、空気清浄機や加湿器・除湿器で湿度を調節することも効果的です。 

特集1 アレルギー性皮膚炎 

③お薬の投与 
     ①②だけでは治療が難しいアトピー性皮膚炎などでは、お薬での治療が必要になります。一般的なお薬にステロイドや 

     シクロスポリン（アトピカ；免疫を抑えてアレルギー反応を起こしにくくするお薬）などがあり、その他にも 

     抗ヒスタミン剤やインターフェロン療法、減感作療法などを合わせてアレルギー症状をコントロールしていきます。 

     最近ではオクラシチニブ（アポキル；アトピー専用のお薬）なども作られ、お薬の選択肢が増えてきています。 

①アレルゲンの除去 
     アレルギーの原因となるアレルゲンを 

     完全に除去することは難しいですが、 

     症状の改善につなげることが出来ます。 

     また、食事アレルギーの場合は、上手くいけば 

     完全に回避することが出来ます。 

 

 

②スキンケアによるバリア機能の改善 
    アレルギーを起こしやすい子は、共通して皮膚の 

    バリア機能が弱いことが多いです。皮膚が乾燥し 

    やすく細菌やカビ・アレルゲンに対する影響を受 

    けやすかったり、逆に皮膚が脂っぽいことで細菌 

    などが増殖しやすい状態の子もいます。 

    それぞれの体質に合わせたシャンプーや保湿など 

    によりバリア機能を改善することが出来ます。 

 

②シャンプーをより効果的に！ 

     1 シャンプー前のブラッシングで余分な毛や汚れを落とす 

     2 ぬるま湯で５分程かけて濡らし、皮膚の角質層までしっかりシャンプーを浸透させる 

     3 十分な量のシャンプー剤を使って、症状が強い部分からマッサージするように洗う 

     4 また、症状が重度な場合は、薬用成分を浸透させるためにそのまま５分～10分程度浸透させる 

     5 角質層から余分な成分を取り除くために十分に洗い流す 

     6 タオルドライでできるだけ水分を拭き取る事で、ドライヤーによる皮膚の極度の乾燥を防ぐ 

     7 ドライヤーの温風によるヤケドに注意！熱すぎる場合は冷風で乾かす 



cocoe OPEN 

９月１日  

新館 OPEN!!    

Trimming Seminar Event Prevention Work shop 

9/1（金）  2（土）  3（日） 

  9:00 ～ 18:00 

トリミング   飼い主様セミナー   イベント   予防   ワークショップ 

オープニングイベント開催 
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想いをもって 

   常に安心を提供する 

皆さまお気軽にお立ち寄りください♪ 

   （ペット同伴可） 

※詳しいイベント内容は、後日ご案内致します 
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秋田犬 

秋田県原産で、日本犬で唯一

の大型犬です。また、日本犬

で一番最初に天然記念物に指

定されました。 

現在では、家庭犬としても多

く飼われ、日本では「忠犬ハ

チ公」のエピソードで有名な

ワンコです。 

  

紀州犬 

三重県～和歌山県原産の中型

犬です。イノシシの狩猟犬と

して活躍していたため、誤射

しないよう白い毛並みである

という説があります。 

利口で忠実な性格のため、柴

犬の次に飼育頭数の多い犬種

です。 

その他には？ 

上記6犬種以外の日本由来の犬種は、地犬(じいぬ)と呼びます。 

現存する犬種では、 

川上犬・薩摩犬・十石犬・肥後狼犬・岩手犬・屋久島犬・大東犬などがいます。 

日本各地で人々と暮らしてきた地犬ですが、昨今では数が減少傾向にあり、 

それぞれの土地で保護活動が続けられています。 

ざっくりいうと、古くから日本に住んでいる犬種の総称です。 

しかし「日本犬」という言葉が使われる場合、「日本犬標準」によって定められた６犬種を示すことが多いです。 

これは、1934年に日本犬保存会によって定められ、この6犬種は国の天然記念物として指定されています。 

日本犬ってどんな犬？ 

北海道犬 

北海道原産の中型犬で、別名

アイヌ犬とも呼ばれます。 

北海道の先住者であるアイヌ

民族が飼育していた犬種で、

ヒグマやエゾシカとも戦う勇

敢な性格をしています。近年

では、ソフトバンクの「お父

さん犬」として話題を集めま

した。 

四国犬 

高知県原産の中型犬です。 

かつては土佐犬と呼ばれてい

ましたが、土佐闘犬との混同

をさけるため、四国犬に改名

されました。 

外見がオオカミと似ており、

ニホンオオカミの目撃情報と

して、誤って通報された事件

も相次いだそうです。 

甲斐犬 

山梨県原産の中型犬です。 

1929年当時、甲府地検に赴任

した安達太助が発見し、「甲

斐日本犬愛護会」を設立しま

した。 

黒虎毛・中虎毛・赤虎毛とい

う独特の毛並みを持ち、その

姿から別名虎毛犬とも呼ばれ

ています。 

柴犬 

詳細は次のページで☆ 

（写真：川上犬） 



柴ってどんな犬？ 

一般概要 

歴史 

活発度  ★★★★★                   必要運動量  ★★★★☆  

遊び好き度  ★★★★☆        独立心 ★★★★☆ 

しつけやすさ  ★★★☆☆（ 社会化期が無い場合 ★☆☆☆☆） 

番犬適正  ★★★★★               忠誠心  ★★★★★  

手入れ  ★★☆☆☆                   耐暑能力  ★☆☆☆☆  

耐寒能力  ★★★☆☆                集合住宅向き  ★★☆☆☆ 

他のペットに対する友好度  ★★☆☆☆ 

知らない人への友好度  ★★★☆☆（♂）★☆☆☆☆（♀） 

犬に対する友好度  ★★★☆☆（♂）★☆☆☆☆（♀）            

人なつこさ  ★★★☆☆（♂）★★☆☆☆（♀）  

 

特集2 日本犬ってどんな犬？～ 柴犬 ～ 

被毛/毛色 

・ダブルコート（硬くて直毛の上毛と柔らかい下毛の二重構造） 

・尻尾の毛は体毛よりやや長い 
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柴犬（しばいぬ）は日本原産の日本犬の一種で、 

オスは体高38 - 41cm、メスは35 - 38cm程になります。 

体高＜体長ですがそこまで差はなく均整の取れた体形に、 

立ち耳、巻き尻尾がトレードマークです。 

また、日本犬で唯一の小型犬。 

日本の天然記念物に指定された日本犬種のひとつ。 

最近よく聞く「豆柴」って？ 

「豆柴」は犬種名ではなく、小さい柴犬を指します。 

柴犬の亜種として1955年頃に誕生したと言われていま

すが、その由来も諸説あります。 

特徴・性格は通常の柴犬同様に忠誠心に長け、 

身体の大きさが一回り小さい印象です。 

  

●白   

●赤                   

●黒                

●胡麻 

 

 日本古来の犬で、縄文時代からペットとして人と共に生活していたと言われています。 

主に山岳地帯で猟犬として活躍しており、銃を使う近代においてもウサギやキツネ猟などで活躍しています。 

昭和11年には天然記念物に指定され、長野県の「信州柴」、岐阜県の「美濃柴」、山陰地方の「山陰柴」の３タイプに分類

されていました。しかしその後、第二次世界大戦後に絶滅の危機に直面し、昭和初期には、保護運動の中で各地の柴犬を長野

県へ移入・繁殖交配させました。これにより現在柴犬の多くを占めるのは「信州柴犬」にあたり、日本犬で唯一原産地がない

ため、犬種名に地名が使われていないそうです。 

名前の由来は諸説あり、「毛色が枯れた柴のように赤色だから」「柴草をかき分けて獲物を追うことが得意だから」「小さい

ことを意味する古語に由来する」など様々です。近年は、海外からも「東洋的な犬」として高い評価を得ています。 



眼の病気 

緑内障 

…眼房水（眼の中の透明な液体）の還流悪化により眼圧が上昇し、 

視覚の異常や失明などさまざまな症状を引き起こす病気です。 

犬では強い痛みを示す事が多く、症状が進行すると牛の眼のよう

に眼球が著しく腫大したようにみえる「牛眼」を引き起こします。 

 ※その他、白内障、角膜炎など 

 

発症しやすい病気・ケガ 

その他 

…外耳炎、 

僧帽弁閉鎖不全症など 
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★ 

★ 

★ 

 

  

飼育のポイント 

十分な運動量を！ 

活動的な性格のため、毎日の十分な運動が必要とされます。室内でも飼いやすい種類ですが、散歩の時間を多くとったり、広い屋外

で遊ばせたりと存分に体を動かせる環境をつくってあげましょう。 

性格上、他の犬に対して攻撃的になってしまう時があるため、ドッグランなど接触の危険性がある場所では注意が必要です。 

また、柴犬はキレイ好きな一面を持ち、自分の周りを汚すことはあまりありません。 

温暖な地域や涼しい気候下では、雨風をしのげる暖かいスペースを用意し屋外での飼育も可能ですが、できれば家の中と外で過ごす

時間をバランスよく配分し、一緒に暮らしていくことが出来ると理想的です。 

四肢の病気 
膝蓋骨脱臼 

…いわゆる膝のお皿が正常な位置から外れ、跛行（肢を引きずるように歩く）や挙上（脱臼した足を挙げ3本足で歩く）、 

足の痛みや腫れなどの症状があります。 

 

 

股関節形成不全 

…股関節の発育がうまくいかないために、成長するにつれ変形や炎症が進み、股関節に緩みや脱臼が起こります。 

症状としては、モンローウォーク（おしりを振るように歩く）や走る時にうさぎ跳びのように後ろ足が同時に地面を蹴るなど、 

病態の程度により様々です。 

 

皮膚の病気 

アトピー性皮膚炎 

…顔・脇・お腹・指の間などで発症が多く、その痒みから、 

舐める・噛む・引っ掻く・こするなどの行動を起こします。 

根治が非常に難しく、根気よく付き合っていく 

必要がある病気です。 

 ※詳しくは特集１をご覧ください。 

 

特集2 日本犬ってどんな犬？～ 柴犬 ～ 



短期集中 

連載 

『意外と知らない!?フードのあれこれ』 
 いま与えているフードのこと、皆さまはどれぐらい知っていますか？ 

 たかがフード？・・・いいえ、されどフードなのです。 

 身体を作る源となるもの。健康な生活を送るためには切っても切り離せません。 

 今号から連載で、知ってて損はないフードについての情報をご紹介致します。 

 連載第1回目となる今回は フードの基礎知識 について。 

 皆さまからよく聞かれる質問をJAMC栄養管理チームのリーダーを務める 

 坂本獣医師に答えてもらいました。 

 

連載 第1回 フードの基礎知識 
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総合栄養食ってなに？ 

世の中にはさまざまなペットフードが売られています。 

たくさんあるペットフード、皆さんはどのように選んでいますか？ 

ドライタイプ、缶詰、半生、おやつタイプ・・・迷いますよね。そこで、一つの目安にして頂きたい言葉があります。 

「総合栄養食」という言葉をご存知ですか？ 

「総合栄養食」とは、必要とする栄養基準を満たした、毎日の主要な食事として与えるためのフードです。 

新鮮な水と一緒に与えるだけで、それぞれの成長段階における健康を維持することができるように、理想的な栄養素がバ

ランスよく調整されています。 総合栄養食には、そのペットフードが適応する成長段階も必ず表記されており、 

坂本 博文 先生 

ラベルに「総合栄養食」と表記されているものは、すべてペットフード公正取引協議会で定められた基準を満たし

ており、この協議会では総合栄養食を証明する基準として、世界的に認められた小動物の栄養基準となっている

AAFCO（全米飼料検査官協会）の分析試験による栄養基準、または給与試験プロトコールを採用しています。 

 

・「幼犬・幼猫期／成長期またはグロース」 

・「成犬期・成猫期／維持期またはメンテナンス」 

・「妊娠期・授乳期」 

３段階全てを満たすものとして 

「全成長段階」又は「オールステージ用」があります。 

 

その他、総合栄養食以外の食事にはそれ以外に間食、その他の目的食などがあります。 

（毎日の主要な食事には適してはいません） 

これらもパッケージのラベルに表記されています。 



その他の目的食 

特定の栄養を調整する、カロリーを補給する、あるいは嗜好増進などを目的

としたペットフードです。 

「総合栄養食」ではないために、これを補うために与えなければならない食

事の内容や量などを明記しなくてはなりません。 

連載 第1回 フードの基礎知識 
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― フード選びの際、 

  記載されているラベルを 

  ご覧になることはありますか？ 

総合栄養食って 

どうやって選べばいい？ 

実はこのラベルにはフード選びに欠かせない情報が 

たくさん詰められています。 

表示義務がある項目は記載されていますが、表示方法は統一されて

いないため、いくつか表示例を記しました。 

ラベルにはどんな製品で、何を目的として与えるものなのか、どん

なものから作られているのかなどが必ず記載されています。総合栄

養食と記載されているものを選んでください。 

また、原材料の項目はちょっとしたルールに則って表示されていま

す。それは多く使われている順であることです。 

つまり、一番始めに穀物が表示されていれば、それは穀物主体の

フードであるということを表しています。 

アレルギーがある場合などはこの項目をみて、そのフードが合って

いるのかを確認しましょう。 

 

間食  

犬や猫のおやつ、しつけのごほうびなどとして与えられるペットフードです。 

代表的なものとしてジャーキーやガムなどがあり、限られた量を時を選ばず与

えられるフードには、間食の表示に替えて、おやつ、スナックなどといった表

示をすることもできます。 

一般食 

と表記されたフードを毎日の主要な食事として与えている場合があります。

一般食には「総合栄養食と一緒に与えて下さい」と表記されています。 

つまりこれだけだと栄養バランスが偏ってしまうこともあるので、ご注意

ください。 

「栄養補完食」 

「カロリー補完食」 

「副 食」「特別療法食」 

「ペット用サプリメント」 

          など 

総合栄養食 

新鮮な水と一緒に与えるだけで、それぞれの成長段階における健康を維持

することができるように、理想的な栄養素がバランスよく調整されたフー

ド。AAFCOの基準をクリアと明記されています。 



連載 第1回 フードの基礎知識 
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プレミアムフードって 

なにが違うの？ 

市場には数多くの種類のフードが存在しており、その中に

プレミアムフードと呼ばれるものがあります。 

そのメーカーが販売している他の製品より高品質なものが

プレミアムフードと呼ばれており、明確な定義は今のとこ

ろありません。ですので、「プレミアムフード」として販

売されているものは何がプレミアムなのか、きちんと見極

める必要があります。 

プレミアムフードを選ぶ際、着目していただきたい点があ

ります。それは原材料です。高品質なものであれば、人間

が食べられるレベルの原材料を使用した「ヒューマング

レード」と呼ばれるものもあります。 

フードは身体を作る源になるものです。 

いいものを食べることが健康な生活 

につながると考えられます。 

原材料にこだわったフードの中に 

最近人気が出てきているフードがあります。 

それは、オーガニックフー

ド やナチュラルフード 

と呼ばれるものです。 

これらは人工的に合成された原材料を使わず

に、天然素材で作られたフードを指します。人

工的に合成された食品添加物も加えられていな

いのがほとんどです。 

厳密には両者に違いがあるようですが、ほぼ同

じものと考えても差し支えありません。 

 

犬やねこに必要な栄養素って 

どんなもの？ 

犬やねこはもともと肉食動物なので、三大栄養素の中でもタンパク

質が重要だと考えられています。雑食動物である人間とは必要とす

る栄養素が異なっていますが、人間との長い共生の歴史によって犬

は雑食性を獲得し、必要な栄養素が人間によく似てきました。しか

し、犬ほどの雑食性を獲得しなかったねこはより肉食性が高く、多

くのタンパク質を必要とします。 

タンパク質の構成成分であるアミノ酸の中で、体内で合成できない

ものを必須アミノ酸と呼びます。この必須アミノ酸にも犬・ねこ・

人間で違いがあり、ヒスチジンやアルギニンは犬・ねこにとって、

タウリンはねこにとって必須アミノ酸となります。 

人間はいずれも体内で合成することができます。 

タンパ

ク質 

25% 

脂肪 

15% 

炭水化

物 

60% 

犬 

タンパ

ク質 

35% 

脂肪 

20% 

炭水化

物 

45% 

ねこ 

タンパク

質 

15% 
脂肪 

20% 
炭水化

物 

65% 

人間 

― 犬もねこも必要な栄養素は人間と似ています。三大栄養素と呼ば

れるタンパク質、脂肪、炭水化物はもちろんのこと、ビタミンやミ

ネラル、水分など生体内で作り出せないものは食べ物から摂り入れ

なければなりません。しかし、必要な栄養素のバランスはそれぞれ

に違いがあります。右のグラフは必要な三大栄養素のバランスを比

較したものです。 

 



cocoe からのおしらせ 
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シャワーヘッドの使い方 

（体に対してのシャワー） 

写真のように、シャワーを遠くから当てると、わんちゃ

んが大きな音にびっくりしてしまいます。シャワーヘッ

ドを体に付けて、シャワーの音が出ないように工夫して

あげましょう。 

※怖がらせない配慮をしてあげることで、次第にシャン

プー嫌いも克服できるはず！ 

 

● シャンプー ● 

手の腹を小刻みに動かすように使い、丁寧に洗っていきます。 

体を洗っているときに泡立ちが悪い場合は、1回目のシャンプー

を軽く濯ぎ、2回目のシャンプーを行うとしっかり泡が立って綺

麗に洗えます。 

お尻周辺や足の指も丁寧に洗うようにしましょう。 

 

●洗い流しがとても重要● 

洗う時間の倍の時間をかけてしっかり流してあげましょう！ 

シャンプー液を洗い流す順番は 

顔から頭→首→背中→体→足、尾の順番で上から下へ効率良く流します。 

顔を流す時は弱めの水量で目の上（眉毛）辺りから水を流します。 

☆お家で難しいようなら、無理せず、プロのトリマーさんに任せましょう♪ 

 

ファーミネーター 

柴犬 
～ SHIBA ～ 

お手入れ方法 

主に、荒くて硬い短毛のため、日頃のお手入れは他の犬種に比べ

難しくはありません。 

しかし、毛の抜けやすい犬種としても知られており、春と秋の換

毛期には特に、毎日のブラッシングがとても重要になります。 

基本的に、硬めの獣毛ブラシを使用しますが、皮膚疾患を持つ場

合は注意を払いましょう。 

また、汚れが目立つ時には、蒸しタオルなどで体全体を包みなが

ら拭いてあげるようにしてください。 

蓄積された体臭や被毛のベタつきをとるには、入浴が必要です。 

換毛期には月1回程度を目安にし、入浴後はタオルで十分に拭い

てからドライヤーで乾かしてあげましょう。 

  

● シャンプー前には必ず ● 

抜毛は事前に抜きます♪ 

cocoeでは抜毛専用のファー

ミネーターやナイフを使って

下毛の処理をしてます♪ 

 

ナイフ 

くるみちゃん 

shampoo 

茶太郎ちゃん 

シロちゃん 
さくらちゃん 

華ちゃん メルちゃん 

● アンダーコートの処理の仕方 ● 

力は入れず、皮膚を伸ばしながら滑

らすように行います。 

シャンプーの後は皮膚が柔らかくな

り皮膚を痛めやすいので、抜毛は

シャンプーの前に処理を終わらせて

おきます。 



スムースコートチワワ 

元ちゃん 

ブラッシングの重要性 

換毛期になると、とても大量の毛が抜けます。 

あまりに量が多いため途中でブラッシングを諦めがちです

が、しっかりととかしてあげることが重要です！ 

トップコートの下の柔らかい毛(アンダーコート)は束になっ

て抜けることが多く、よく街中ですれ違う柴犬の体から、ポ

コッと浮き出ている毛の正体が、まさにこれです。 

それをそのまま放っておくと、フケのようなものがたまって

きてしまうことも… 

換毛期は特に、毎日のブラッシングを欠かさず行いましょ

う！！定期的に抜け毛を取り除くことで、スムーズに毛が生

えかわってくれるというメリットもありますよ♪ 

はなちゃん 

あんずちゃん 

のあちゃん 

タロウちゃん 

カリーナちゃん 

 

チェリーちゃん 

はなちゃん 

ココちゃん 

柴犬は皮膚病にかかりやすい！？ 

実は、柴犬のみならず日本犬は総じて皮膚病にかかりやすいと

も言われています。食事療法や投薬などのフォローだけでな

く、さらに大切なのがシャンプーです！日本犬に皮膚病が多い

原因ははっきりとは解明されていませんが、遺伝的な問題や水

が苦手でシャンプーを嫌がる子が多いことなどが指摘されてい

ます。このため、子犬のうちからシャンプーに慣れさせてあげ

ることが大切です。 
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ヤマちゃん 



photo shot ☆

眞鍋わさびくん・きなこちゃん   

  

photo  shot☆ 
       

牧 迹迹姫（ととひめ）ちゃん 

【今月号の表紙】 

（スタッフからひとこと♪） 
いつもシャンプーに来てくれ

て嬉しいです！ 

川上犬に初めて会いまし

た！ 

トトちゃん！わたしと出会っ

てくれてありがとう★ 
 (トリマークラナミより） 

 

【特集2の表紙】 

新藤 小太郎くん 

（スタッフからひとこと♪） 

今流行りの下からショット

がきまってますね！ 

念願の表紙とお聞きしま

した。おめでとうございま

す！今後もphotoShotのご

応募どしどしお待ちしてい

ます★目指せ表紙の顔！ 
 （看護師 相澤より） 

 

 

新藤小太郎くん  

岩崎お嬢ちゃん  

有藤メイちゃん 
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photo shot ☆

『smile』よりお知らせ 

photo shot では 

  

飼い主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』本文に飼い主様名・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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石川たぬきちくん  

小野つぼねちゃん  

福島ぽんずちゃん 

有藤メイちゃん 



スタッフ紹介 

Kengo Ohara 

 

小原 健吾 

Hikari Imai 

 

今井 光 

④ 我が家の ちゃこ と くろ です。 

   どっちも元野良猫で、くろはちゃこの子供です。 

   本当に気ままでわがままな彼女らですが、 宇宙一可愛い（と

思う）、我が家の大切な家族です。 

① 生まれた時から犬と猫がいて、動物が大好きでした。 

    連れて行ってた動物病院の獣医さんが手術などを 

    見せてくださり、その影響で獣医になりたいと思いました！ 

② サーフィン、水泳、居酒屋開拓 

③ 皆さんに信頼していただける獣医になりたいので、 

    一生懸命頑張ります！ 

④ うちの子はどれでしょう(^_^) 

 

 

① 小さい頃からとにかく動物が好きで、困っている動物を 

    助けたいと思い獣医師を目指しました！ 

② 趣味は音楽でコンサートによく行きます 

③ 大切なご家族である動物やその飼い主様の気持ちに寄り添え 

 るような 診療を心がけて行きたいと思いますのでよろしくお 

 願い致します！ 

④ うちの子はどれでしょう★ 

 

④ そらちゃん は 

15歳とかなり高齢なのですが、 今でも元気いっぱいでいつも私の後

をくっつき回っている甘えん坊さんです♪「隠れんぼ」が得意で、 

「もういいよ」と見つけるまで一生懸命部屋中探してくれます☆ 
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① どうして獣医師になろうと思ったのですか? 

② 趣味は何ですか? 

③ 今後の意気込みをお願いします 

④ あみだをたどって、ウチの子を見つけてください(^^♪ 

こたえ:わたしのママは今井光です こたえ：わたし達のパパは柴田暁です 

 スタッフ紹介  
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 スタッフ紹介  

① 何が好きか考えた時にずっと犬が飼いたくて、 

    動物が大好きだなと思ったのがきっかけです。 

② 歌うことが大好きです。ミュージカルも好きなので、 

    今は美女と野獣の実写版にはまっています。 

③ 飼い主様に話しやすいと思って頂けるような 

  獣医師を目指します！ 

④ うちの子はどれでしょう♪ 

① 元々動物が好きなのもありますが、高校の時にお話を 

    聞かせていただいた獣医の先生に憧れ、 

    本格的に獣医を目指すことを決めました。 

② 読書、買い物、街歩き、筋トレ、サッカー、ランニングなど 

③ 誰もが話しやすい・話しかけやすい獣医師になるために、 

    より多くの知識や経験を得ていこうと思います。 

    皆さん今後よろしくお願いします。 

④ うちの子はどれでしょう!? 

 

柴田 暁 
Akira Shibata 

 

④ 名前は ちっち。 

 世界一かわいいと自負しております！ 

 ④ くぅ、アップル、テディ、たんぽぽは 

皆ファミリー！ じじは歌うアンデスネズミことデグーマウスです♪ 

國分 千尋 
Chihiro Kokubu 

 

こたえ：わたしのパパは小原健吾です こたえ：わたし達のママは國分千尋です 



まん丸おめめがチャームポイント。 

シャンプー中もお喋りがとまらないそらちゃんでした。 

知られざる！ 

シャンプー中のねこ！！ 

猫種シリーズ③ 

そらちゃん 

(mix) 

マーノちゃん 

(ノルウェージャンフォレストキャット) 

セバスチャンちゃん 

(アメリカンショートヘア―) 

before 

after 

before 

before 

before 

before 

after 

after 

after 

after 
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クララちゃん 

(mix) 

 

ユキちゃん 

(ラグドール) 

 

ばっちりカメラ目線頂きました。 

セバスチャンちゃんにはいつも癒されます。 

 

毛並みがとても綺麗なマーノちゃん。 

日頃のお手入れの賜物ですね！ 

本日初めてのシャンプーデビュー！ 

とてもお利口さんにできました。 

 

シャンプー中もなでなでしてーとこちらをみつめるユキちゃん。 

終わったらすっきりして、ねむくなってしまったようです。 

cocoeからのおしらせ 



ご予約はお電話、HPもしくは直接スタッフまでお問い合わせください 

【パピークラス】 【しつけ教室】 【はみがき教室】 

各教室のご案内（いずれも予約制）  

 毎週金曜日 

 12：30～ 

 ¥2000/時間 

毎週日曜日 

12：30～  

初回 ¥500 

2~4回 ¥3500/セット価格 

第2・4木曜日12：30～  

第1日曜日12：30～ 

¥500 

マンツーマンレッスン   グループレッスン   

23 

各種教室案内 / information 

※すべて税抜き価格でのご案内 

グループレッスン   

次回の秋号vol.13は･･･ 

そうです、猫特集です 

 
 
 

ずっと昔から猫が好きな人も、今まで猫についてあまり知らなかった人も、 

最近猫に興味を持った人も、ちょっと苦手だな～って人も、私は断固犬派です！って人も・・・ 

ちょっと猫について詳しくなれたり、面白く読んでもらえる内容になる予定です。お楽しみに♪ 



● 通常診療 9:00 - 21：00 (救急の時間は除く） 

      ※予約診療の方を優先にご案内させて頂きます。 

● 予約診療 9:00 - 20：00 (救急の時間は除く） 

      ※夜の部は日中より少ないスタッフでの対応となりますので、 

         待ち時間が長くなる場合がございます。 

朝の部 昼の部 夜の部

9：00 — 12：00 12：00-14：00 14:00  — 17：00 17：00-18：00 18：00 — 21：00

〇 救急 〇 救急 〇

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 (年中無休) 

 

● 救急診療 24時間受付しております 


