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【短期集中連載】  

年の暮れに当院スタッフであり家族である 

愛猫トラキチに最後のお別れをしてきました. 

 

 

その場所にはトラの友だちもいて、 

きっと今頃、 

「ひさしぶり」なんて声をかけてるかな? 

 

 

トラには立派な歯が残っていたから、 

きっと今頃、 

だいすきなごはんをいっぱい食べてるかな? 

 

 

こっちはまたあたらしい年があけました. 

 

トラ、ずっとそばで見守っててね. 

 



特集1 眼の疾患 



目の色は虹彩のメラニン色素の量によって変化

します。もともとの原産地の緯度、日光の照射

量によって変化が出ます。 

多くの犬は黒い瞳、北国の犬は青い瞳を持って

います。ダックスフンドやシェットランドシー

プドッグ、ボーダーコリーで、ブルーマールと

呼ばれるまだら模様の毛色があります。この毛

色を持っている犬の中には先天的に聴覚や視覚

に異常を持つ場合もあります。 

左右で目の色が違うことを「オッドアイ」と言

います。 

どの色も個性的で素敵ですが、大人になってか

ら目の色が変わった場合は病気のサインである

場合もあります。 

 

 

 

疾患 

シリーズ 
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【目の構造】 

  眼球の光の通過する部位の総称。角膜、前房、水晶体、硝子体は透明です。 

   

   

 

 

 

 

                         虹彩は網膜には血管が走っており、メラニンの量により色が変わります。 

 
  

 目(め)の色を変える  
  出典：デジタル大辞泉（小学館） 

  目つきを変える。怒り・驚きや、 

  何かに熱中するようすにいう。 

  「―・えて課題に取り組む」 

【角膜】 

【結膜】 

【水晶体】 

【網膜】  

【硝子体】 

【虹彩】 

今回は 

シーズーちゃんにも起こりやすい、目の病気についてです。 

目は私たち人とわんちゃんねこちゃんのココロをつなぐ大切なもの。 

その役割から多くのことわざにも使われていますが、 

今回はそんな言葉も交えながら解説していきます。 

 



白内障が進行すると、視覚の消失だけでなく、白

内障が原因で水晶体起因性ブドウ膜炎を発症し、

網膜剥離や緑内障に至ることもあります。 

 

 

 

           

▶原因 

加齢によるものもありますが、125犬種において遺伝性疾患と

の関与が疑われています。プードル、ラブラドールレトリ

バー、ミニチュアシュナウザーなどが好発犬種です。ほかに

糖尿病に代表される代謝性疾患や、外傷などにより白内障が

進行する場合があります。 

  

特集1 眼の疾患 

5 

【白内障 -はくないしょう- 】 

白内障とは、眼の中のレンズの役割をする水晶体

が濁ってしまう病気です。これは水晶体の細胞の

中のタンパク質の変性によるものです。わたした

ちが日常目にしているものにもタンパク質の異常

な変性は多く存在します。その代表例が卵です。 

卵は、生卵の状態だと白身が透明になっていま

す。しかし、熱を加えると白くなり、白くなると

硬くなります。これは、熱というストレスによっ

て白身の中にある細かいタンパク質が異常な状態

になって塊となり、光を通さなくなってしまうた

めです。  

 

 

目(め)‐が白くなる 

 【初発白内障】     【未熟白内障】   【成熟白内障】   

【水晶体】  

▶治療 

変性した水晶体を破砕・吸引し人工レンズをいれ

る手術が適応になりますが、適応にならない場合

もあります。 

手術しない場合、進行をなるべく抑える点眼薬か

サプリメントを投与します。 

また水晶体起因性ブドウ膜炎を抑えるための消炎

の目薬を投与することもあります。 

 

 

▶進行 

ステージにより分類すると、初発白内障、未熟白内障、成熟

白内障、過熟白内障と進行していきます。 

パッとみてわかるほど目が白くなっている頃には、既に成熟

白内障にまで進行しているかもしれません。 

       

 【ブドウ膜炎】     【緑内障】   【水晶体脱臼】    

目(め)‐が赤くなる 



▶症状  

黄色～緑色の目ヤニ、 結膜や角膜が赤く充

血、角膜に茶色や黒の色素沈着。 

特集1 眼の疾患 
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雀(すずめ)の涙   
  出典：デジタル大辞泉（小学館） 

  ごくわずかなもののたとえ。 

また、まぶたの鼻側から目に向かって長ーいマツゲが生えていたり、 

まぶたが内側に丸まって目の表面にあたっていることがあります。 

このため、日常的に、目の表面の角膜に刺激が加わり、慢性露出性角膜炎（※）を引き起こします。 

目の表面に黒や茶色い色素が沈着するだけでなく、傷ができやすくなることもあります。 

※慢性露出性角膜炎…シーズーちゃんのように目が大きくて露出している子がなりやすい、慢性的な角膜炎の事です。 

シーズーといえば、まんまるで大きな目。 

他の犬に比べて、黒目だけでなく白目も見えている子もいますよね。 

これは広眼瞼という状態です。  

シーズー 

に多い病気 

また、乾性角結膜炎により涙が十分に作れていない場合があり、加えて目が大きいので、まばたきをしても目の表面に涙が十分に行きわた

らないことにより、傷ができやすく治りにくい場合があります。 

目の周りの皮膚や毛のケアをこまめに行ってあげることに加えて涙液の点眼ケアを行い、いつまでもつぶらな瞳を守ってあげたいですね。 

また、白内障や網膜の変性も起こりやすいため、目の表面に見えている部分だけでなく、定期的に目の奥までしっかり調べていくことによ

り、現状を早期に把握して、見た目だけでなく視覚を維持し、楽しく快適な生活をサポートしてあげましょう。 

 

 

【乾性角結膜炎 -かんせいかくけつまくえん- 】 

涙は悲しいときやうれしいときに出るだけでな

く、常に少し分泌され、目の表面を保護し栄養

を与えています。 

涙量の減少により、角膜や結膜に障害を起こす

病気です。眼の表面が乾くことにより、結膜の

充血や角膜の炎症や傷、色素沈着などを引き起

こします。  

▶原因 

さまざまなものがありますが、自分自身の涙

腺を攻撃する免疫介在性と原因不明の特発性

のものが一般的だといわれています。好発犬

種としては コッカー・スパニエル、シー

ズーなどが挙げられます。 

▶治療 

原因にもよりますが、点眼薬でケアし

ていきます。 
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特集1 眼の疾患 

目(め)は口ほどにものを言う  

 

 

出典：デジタル大辞泉（小学館） 

情のこもった目つきは、 

口で話すのと同じくらい気持ちを表現する。       

 

人間の言葉を話さない動物たちは、鳴き声やしぐさだけでなく、 

目も大切なコミュニケーションツールになります。 

コミュニケーションのためだけでなく、体の異常、全身性疾患をあらわしている場合があります。 

定期的なケアで、きれいな瞳、視覚を維持するだけでなく、健康もサポートしていきたいですね。 

 

目の色が実際に変わってしまう前に早期に病

気を発見するためには、肉眼での観察だけで

は不十分のため、眼科検査の機械が必要とな

ります。 

 

【 細 隙 灯 】   

帯状の光を目に当てて拡大し、 

結膜、角膜、前房水、虹彩、 

瞳孔、水晶体など 

目の構造を詳しく観察する 

機器です。                         

 

 【 ト ノ ペ ン 】  

眼圧を測定する機器です。                       

 

 

【 シ ル マ ー 試 験 紙 】 

涙の分泌量を測定する試験です。 

  

                      

 

【 フ ル オ レ セ イ ン 染 色 液 】  

角膜表面の障害を調べる検査です。  

                      

【 眼 底 検 査 】 

眼底と呼ばれる網膜の部分は瞳孔の奥に認められますが、まぶ

しい光をあてると縮瞳してしまい観察が難しくなります。 

散瞳処置を行い、眼底レンズで目の奥まで確認していきます。 

 

                       

【正常の眼底です。 犬種によって眼底の色が異なります。】     

【 網 膜 萎 縮 】                 

周囲の血管が細く網膜に孔

が開き萎縮していきます。

暗いところから徐々に見え

なくなる病気です。   

 

【 網 膜 剥 離 】 

さまざまな原因で網膜に孔

が開き、液体が入り込むこ

とにより網膜がはがれる病

気です。 
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シーズーってどんな犬？ 

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

遊び好き度  ★★★☆☆        独立心 ★★★★☆ 

しつけやすさ  ★★★★☆ 

番犬適正  ★★★☆☆               忠誠心  ★★★☆☆ 

手入れ頻度  ★★★★★              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  ★★★☆☆ 

人なつこさ  ★★★★☆ 

中国の皇帝に愛されたとして有名な

シーズーは、ラサ・アプソとペキニー

ズとの交配と言われています。 

古くは、８世紀頃にチベットから贈ら

れたチベタン・スパニエルを中国王宮

内で繁殖固定したのがペキニーズであ

り、同じくチベットから16世紀頃に贈

られたラサ・アプソを交配し、固定化

されました。しかし、戦争によりその

歴史は一度途切れ、その後にイギリス

の旅行者が中国から連れて帰ることで

ヨーロッパへひろがり、ラサ・アプソ

と混同されながらも独立犬種として登

録されることとなりました。 

歴史 

日本へは1955年頃にやってきたと言われています。2016年の※JKC登録数は9153頭で、登録数8位にランクインする人気犬種です。 

文化大革命前の北京ケネルクラブ犬種標準書にシーズーをこう表現します。 

「頭部はライオン、体はクマ、足はラクダ、尾は羽ほうき。耳はヤシの葉、歯は米粒、舌は真珠のような花弁。歩く姿はまるで金魚。」 

シーズーの可愛らしさを凝縮した言葉です。この言葉を聞いて、可愛らしいシーズーを想像出来たあなたは立派なシーズー好きといえるで

しょう♪ 

 

 

ペキニーズ 

チべタンスパニエル 

中国王宮内で繁殖・固定 

交配 

固定化 

一般概要 

身体の大きさ 

体重：4～8kg 

体高：20～27cm 

 

※JKC（ジャパンケネルクラブ） 

日本国内における犬の品種の認定および犬種標準の指定、ドッグショーの開催、 

血統書の発行、公認資格試験の実施と公認資格発行などを行っている日本のケネルクラブ。 

 

ラサ・アプソ 
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①ブラッシングが大事！ 

チャームポイントである華麗な被毛は、オーバーコート（上

毛）とアンダーコート（下毛）の二重構造になっています。長

毛種で、アンダーコートが多いのが特徴です。 

毛が抜けにくく室内で生活しやすい反面、抜けないというのは

デメリットでもあります。 

そのため、ブラッシングをしないと被毛同士が絡み合い毛玉と

なり、汚れが付着することで皮膚を傷つける原因になりかねま

せん。毎日～週3回はブラッシングをしてあげましょう。 

また、被毛は伸び続けますので、定期的なトリミングも必要で

す。 

足裏の肉球の間から生える毛は、滑って転倒してしまう危険が

あるので、爪切りと一緒にカットする事をおすすめします。 

 

 

飼育のポイント 

 

穏やかな性格で、小さなお子様や 

お年を召した方とも過ごしやすいと 

言われていますが、一方で活発的な 

両面の性格をもちあわせています。 

他の犬と積極的に遊ぶ事は少なく、自分の世界で自分の遊びたい

ように遊ぶことを好みます。家族の様子をよく観察しているの

で、状況をみて近づくという愛玩犬らしい一面もあるようです。 

しかし、少し意固地な部分もあります。躾は自分が納得しないと

鼻を曲げてしまうかもしれませんので、根気が必要でしょう。 

また、日常のお手入れにはご家族の日々のケアが必要です。 

いつまでもパピー顔で愛くるしい姿でいられるよう、愛情とひと

手間を惜しみなくそそいであげてください。 

 

 

②温度管理を大切に！ 

ゆきやこんこの歌に「いーぬはよろこび、にわかけまわり

♪」とあるように、犬は寒さに強いと思われる方もいらっ

しゃるかもしれません。しかし、実はシーズーは、暑さも寒

さも苦手です。冬にお散歩に出る際には、着脱のしやすい洋

服を着せてあげると良いでしょう。部屋の中もエアコンなど

を利用して暖かくしてあげてください。それでも震えたり、

寒がる様子がありましたら、毛布やタオルを使って抱っこを

してあげると心も体も温まりますね。 

また、シーズーは皮膚が弱いため、ずっとヒーターの前にい

たり、服を着たまま寝てしまうと、皮膚炎や火傷を伴う危険

性がありますので、充分に注意をはらってあげましょう。 

夏の暑さに対しても、エアコンでの室温調整やひんやりマッ

トの使用がおすすめです。暑い時期のお散歩は熱中症や火傷

の原因になります。朝晩などの暑さが一休みしている時間の

外出を心がけましょう。 

③しつけは根気？ 

愛くるしい顔が人気のシーズーですが、実はちょっぴり意固地

な性格としても知られています。ご家族との関係性をしっかり

教えないと、「この人は私の言うことをなんでも聞くの」と勘

違いしてしまいます。根気強く向き合いましょう！！ 

・褒められるの大好き！！ 

わんちゃんたちは褒められることが大好きです！シーズーはプ

ライドが高いため、トレーニングが成功した時や良い行いをし

た時は、オーバーかな？と思うほど大袈裟に褒めてあげると、

喜んで覚えてもらいやすくなります。 

・いけない時はビシッと！ 

褒められる時と違い、悪いことをされるとついつい怒りたく

なってしまうもの。しかし、頭ごなしに大きな声を出したり、

彼らに理屈を並べても、頭には「？？？」が並ぶばかり。 

トレーニングの失敗くらいであれば、「褒めない」で充分で

す。成功した時に沢山褒めてあげることが、次の成功に繋がる

コツといえるでしょう。 

 

シーズーは別名「クリサンセマムドッグ」        

クリサンセマムとは、菊科の花をさします。シーズーは、鼻から上向きに毛が生えますが、 

この毛が少し伸びると、まるで顔に菊の花がパッと咲いたような印象になります。 

シーズーの仔犬は、みんな顔に花が咲いているような可愛らしい顔をしているのが特徴です。 
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眼の病気 

結膜炎・角膜炎 

パッチリした大きな目は傷つきやすく、 

何らかの原因で炎症を起こすと 

強い痒みや痛みを伴います。 

 

 

発症しやすい病気・ケガ 

皮膚の病気 

脂漏症・アレルギー・アトピー性皮膚炎 

もともと乾燥地であるチベットで生まれ育ったシーズーにとって、 

高温多湿の日本は過ごしにくく、それ故に皮膚炎の羅患率が非常に高いです。 

こまめにブラッシングやトリミングを行い、皮膚をよく観察しましょう。 

耳の病気 

外耳炎・中耳炎 

たれ耳で通気が悪く乾燥しにくいために、 

細菌などが繁殖しやすい環境になりがちです。 

定期的に耳掃除をしてあげましょう。 

□ 眼を気にして掻く 

□ 充血している 

□ 目ヤニや涙が出る 

□ 明るい光を眩しがる 

 ※詳しくは特集１へ 

□ 耳を気にして掻く 

□ 頭をよく振る 

□ 耳が臭い 

□ 皮膚炎を患っている 

□ 身体を痒がり掻く 

□ 皮膚に赤みや黒ずみがみられる 

□ ベタつき独特な臭いがする 

    ※ごはんを変えた時や環境の変化があった際は、皮膚に異変がないか確認しましょう。 
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皆様には、さわやかな新春をお迎えのことと 

心からお慶び申し上げます。 

また、旧年中当院に賜りました数々のご厚情とご支援に対しまして、 

スタッフ一同心より御礼申し上げます。 

 

さらにはここ2年にわたる耐震補強工事と新館工事では 

動物たちとご家族の皆様には 

多大なるご迷惑をおかけいたしてまいりました。 

ご理解を賜りご寛容にいただきましたことを心より感謝申し上げます。  

 

 

日本動物医療センターは本年を持ちまして開業50周年の節目の年となります。 

1969年に開業した当初より、「常に誠意を込めて診療に当たらなくてはならない」という創業院長の思いから、 

24時間診療という当時国内にない挑戦を行ってまいりました。 

そのより良い獣医療を目指す真摯な挑戦は私たちの精神です。  

 

2004年には、いまだに多くの動物病院がなし得ていない24時間体制での巡回看護をスタートさせ、 

地域の動物たちに安心を提供しております。  

2017年には新館完成に伴い、動物にとってより負担の少ない医療を目指すために動物病院では 

日本に2台しか導入されていない高性能なCTを導入することで、無麻酔でのCT検査が可能となりました。 

30cmを連続撮影するにあたって必要な時間はわずか1.6秒です。 

このことにより、状態の悪い動物に対して麻酔のリスクを与えることなく精密な検査を行えることになりました。 

 

また本館においては、総合病院という様々な動物たちを受け入れる施設として課題でもあった 

猫とうさぎのための特別な空間を設けました。 

ストレスを感じやすい動物たちにとって、より快適な待合時間、診療時間、入院時間を提供できるようになりまし

た。 

ヨーロッパに本部を置く国際猫医学会の理事にも大絶賛いただいたほどです。  

 

 

このようなハード面での向上とともに、今後さらに診療体制を充実させ、 

より専門性の高い総合動物病院を目指してまいります。 

これまで以上に当院自慢のチームワークを向上させ、スタッフの動物に対する熱い想いとともに 

良質な獣医療を提供してまいる所存です。 

動物たちとご家族の皆様の健康と幸せを願いまして新年のご挨拶とさせていただきます。  
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information ～ 新年のご挨拶 ～ 

いつも本誌をご愛読頂いているみなさま、今年もよろしくお願い致します。 

昨年、Smileも3周年を迎えました。Smileを通じて、うれしいことも、時にはかなしいことも、 

いっしょにわかち合える存在であれたらと思います。 

今年は「わが家のお犬さま」が主役の年です。自慢のお写真、どしどしお待ちしております。 

Smile編集部一同 



photo shot ☆

  

photo  shot☆ 
       

【特集1の表紙】 
（スタッフからひとこと♪） 

 

そんな顔でみつめられたら、なんでも

あげたくなっちゃいますね。 

タロちゃん、いつもとっても素敵なお

写真ありがとうございます☆ 

春号へのご応募にも期待しておりま

す!!!! 

 

看護師 相澤より 

【特集2の表紙】 
（スタッフからひとこと♪） 

 

未来（ミク）ちゃん★ 

いつもトリミングに元気に来てくれて

ありがとう♪ 

柔らかい抱きごごちに 

いつもメッロメロに癒されてます★ 

 

トリマー 小池より 
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橋詰 タロちゃん 

木村 未来ちゃん 

新堀 百合ちゃん 

本間 ももたろうちゃん 
小池 Beeちゃん 

畠山さんの仔猫たち 

畠山さんの仔猫たち 海辺で出会った放浪猫 



photo shot ☆

 ご家族様からのお写真を公募いたします。  

smile次号（春号）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『春号写真募集係り』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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六島 こももちゃん 魔女っ娘さわらちゃん 

橋詰  ポコちゃん ＆ ネムちゃん ＆ パンチちゃん ＆ ポロちゃん 

甘えん坊タムちゃん 

堀田 さくらちゃん 

photo shot では 【表紙】 

（スタッフからひとこと♪） 

 

付かず離れずな距離感の 

ふたり★ 

Beeちゃんは15歳のおばあちゃん

ビーグルです。 

闘病中ですが、もりもりご飯を

食べてくれています！少しでも長

く一緒にいられるように頑張ろ

うね(^.^) 

 

トリマー 小池より 

 

 

小池 Beeちゃん（ビーグル） 

小野 シンジくん（mixねこ） 
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短期集中 

連載 

連載 第2回 フードの基礎知識 

『意外と知らない!?フードのあれこれ』 
  以前、JAMC栄養管理チームの坂本先生にフードの基礎知識ついてご説明して頂きました。 

  連載第2回目となる今回は、同じく栄養管理チームの看護師の村野さんに、 

  年齢や犬種別などの機能的な面に特化したフードについて聞いてみました！ 

ライフステージ別 
元気いっぱいボール遊びをする時期と、運

動の時間が減るシニアの時期とでは、必要

なエネルギー量は異なります。前回お話し

た総合栄養食の中でも、成長段階(ライフス

テージ)に合わせてフードを選ぶ必要があり

ます。年齢を追って選別すべきフードを見

てみましょう。 

パピー期 (子犬期 ～１歳) 

身体を急激に成長させるためにたくさんのエネルギーが必要

な時期なので、高カロリーの食事になっています。身体を構

成するたんぱく質、また、一度に多い量をたくさん食べられ

ないので、エネルギー量が多い脂肪を多く含んでいます。こ

の時期に空腹の時間が長いと、低血糖になってしまう危険性

があります。小分けにすると胃の負担も少ないため、当院で

は１日４～６回に分けて与えています。歯がまだ完全でな

かったり、一気に食べて詰まらせてしまう子もいるので、お

湯でふやかしてあげるといいでしょう。 

 

アダルト期 (成犬期 １歳～７歳) 

パピー期のフードを与え続けていると、脂肪の含有量が多い分肥満

の原因にもなってしまうため、フードは少しづつアダルト期のもの

に切り替えていきましょう。 

特に、避妊・去勢後はホルモンバランスが変わったり、繁殖で使う

エネルギーが必要とされなくなり、エネルギー要求量が減るため、

手術前の食事を与え続けていると肥満の原因となってしまいます。

避妊・去勢後用のカロリーの低いものや今までのフード量を減らし

て、肥満対策を行いましょう！また、個体差もあるため、日々体型

をみながら量の調節をする必要があります。 

 

シニア期 (老齢期 ７歳～) 

基礎代謝が低下してくるこの時期に、アダルト期と同

じものを与えていると、肥満の原因になります。ま

た、歳を重ね心臓や腎臓に負担がかかってくるため、

ナトリウム(塩分)やリンを制限したり、関節保護のた

めにグルコサミンやコンドロイチンを配合したフード

もあります。 

水分を自力で摂りにくくなってくるため、新鮮なお水

はいつでも飲めるようにしておくのも大事です。 

 



チワワ用 

口が小さい子が多く、小粒フード

の設計が多いです。 

食が細い子に対し嗜好性を上げる

ため、フードに匂いを付けている

ものもあります。 

フレンチブルドッグ用 

健康な皮膚を維持するために 

必要なアミノ酸を多く配合してい

るフードが多いです。 

 

トイプードル用 

健康な被毛を維持するためにオメ

ガ３系不脂肪酸(EPA・DHA)を配

合しているフードが多くありま

す。 

体型別 (肥満向け) 

肥満は万病のもとです！ 

今までのフードの量を減らしてエネルギー量

を減らす方法もありますが、カロリーの低い

ダイエット用フードもあります。ただ、愛犬

が太っているか判断するのは難しいですよ

ね。 

体型をCheckするための指標として、

BCS(Body Condition Score ボディ 

コンディション スコア)というものがあり

ます。一見肥満のように見えても、腹水の貯

留や他の病気が隠れている可能性もあるの

で、最近お腹が出てきた…それなのに前より

食欲がない…など他にも心配な症状があるよ

うでしたら、病院までご相談ください。 
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犬種別 

連載 第2回 フードの基礎知識 

ダックスフンド用 

胴が長く肢が短いため、腰や関節

に負担がかかりやすい犬種です。 

主に、関節保護を目的とした成分

(グルコサミン・コンドロイチン)

を配合しているフードが多くあり

ます。 

 

いろいろな種類がある中、大事な愛犬のフード選びは悩みますよね。 

当院では、その子に合ったフードを一緒に考え、よりよい生活へと繋がるようサポートさせて頂ければと思っております。 

気になることやご不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください☆ 



健康を維持するためにはとても大切な食事管理。 

フードメーカーさんによるご飯選びのポイントや 

『ダイエット』や『腸内フローラ』のセミナーを行っていただきました。 
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健康でいられますように   ～ 絆プロジェクト ～ 

絆プロジェクトの " 想 い " 

記念品のオリジナルお散歩バッグ☆ 

缶バッチ作成が好評でした♪ 

トリマーによるグルーミングワンポイントアドバイス 

爪切り、肛門腺の絞り方をご家族に直接レクチャーしました。 

我が子にはいつまでも健康で、長生きしてもらいたい。この子と過ごす楽しい時間がいつまでも続いてほしいと、 

ご家族の皆さまが思われていることと思います。 

愛情をたくさん受けている動物たちは皆、朗らかで幸せそうな表情をしていますよね。接している我々スタッフをも癒してくれます。 

絆プロジェクトは、動物が健康で美しく快適に長生きできますように、獣医師、動物看護師、トリマーそれぞれの立場からご家族向けのセミ

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、今後、主に新館を使って開催していく予定です。 

動物病院は病気やケガを治療するためだけに行くところではなく、病気にならないようにするために行くところでもあるという 

認識が多くの方に広まっていくことを目指しています。 

 

 

2017年 

9月1日（金)~3日（日）の3日間 

新館のオープニングイベントを開催し、 

大変多くの方にご来場いただきました！！ 

 

 



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 

 

♦お世話になっております。写

真をご送付頂きありがとうござ

いました。きちんとダウンロー

ドできました。今後も何かイベ

ントがあり、都合が合えば積極

的に参加したいと思っていま

す。 
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プロカメラマンによる写真撮影会 

写真撮影会に参加された 

ご家族から頂いたお声を 

一部ご紹介します 

♦お世話になっております.素

敵な写真をありがとうございま

す。さすがプロカメラマンです

ね参加して良かったです。 

♦オープニングイベントの写

真届きました。とても綺麗な写

真で愛猫の表情も素晴らしいタ

イミングで撮って頂き感動して

おります。記念に残る素敵な家

族写真となりました。本当にあ

りがとうございます。 

 

♦大変お世話になりました。

お写真、無事にダウンロードで

きました。大変素晴らしいお写

真で気に入っております。長雨

が続いていた夏でしたので、何

も特別な事はしなかったため、

これが貴重な記念となりまし

た。撮影者の方もワンちゃん・

飼い主さんに慣れていて撮影さ

れやすかったです。今後も素晴

らしい企画を楽しみにしており

ます。 

雑誌やカレンダーで活躍する動物プロカメラマン『蜂巣文香さん』に 

～家族の絆～ をテーマに写真を撮っていただきました。 

3日間で合計56組のわんちゃんねこちゃんのご家族が参加されました。 

♦ありがとうございましたぁ

（*^_^*）写真が届きまし

た！とても良く撮れていて「さ

すがプロカメラマンは凄い！」

と夫婦で感服しています。さく

らがカメラ目線で、顔もハッキ

リしていて記念の一枚となりま

す。私共が撮ると、いつも「顔

グロ」で瞳がどこか区別がつか

ない写真が多いので、嬉しい限

りです。本当にありがとうござ

いました。 

今後のイベント情報はcocoeのホームページに掲載していきます。             

cocoe-trimming-salon.jp 

information ～ 絆プロジェクト ～ 



20 



21 

Shih Tzu 

シーズーの毛は、そのままにしておくとどん

どん伸び続け、ブラッシングを怠るとみるみ

る毛玉ができてしまいます。皮膚はとてもデ

リケートで弱く、アレルギーを引き起こした

り皮膚病になりやすい犬種でもあります。 

そのため、一か月に一度程度プロによるお手

入れをオススメします♪ 

毛質や毛量など個体差があるので、どんな

カットが似合うか相談してみるのも良いで

しょう★ 

cocoe New Shampoo   

cocoeに新シャンプーが登場しました！ 

ワンランク上の仕上がりをテーマにゾイックが展開する「ファーメイク」シリーズのハイグレード商品です。 低刺激性

アミノ酸系でしっかりと汚れを落とし、被毛の美しいツヤとスムーズなすべりを実現。さらに、特殊コート成分配合で

ブラッシング時の被毛の絡みや毛玉を軽減し、トリートメント効果を持続します。  

シャンプー・トリートメント・プロテクター（洗い流さないトリートメントスプレー）と③剤に分かれており、ツヤツ

ヤ・ふわふわに仕上がります♪ 

被毛に美しいツヤとスムーズなすべりを与える 

「スムーススタイル」 

被毛にうっとりするようなふんわり感を与える 

「エアスタイル」 

スムース専用のシャンプーは、スムーズに

指通り良く被毛のもつれや毛玉を防ぎま

す。トリートメントは被毛にツヤを与え、

被毛を紫外線から保護します。プロテク

ターは被毛のダメージを補修します♪ 

エアリー専用シャンプーは、被毛にスムーズ

なすべりを与え、良好なコンディションに整

えやわらかくエアリーに仕上げます。 

プロテクターが2種類あり、お好きな仕上がり

に！プードル・ポメラニアンにお勧めなふん

わりタイプとヨークシャーテリア・シェル

ティにお勧めな心を奪われるようなしっとり

タイプの2種類があります♪ 

シーズーの魅力を最大限に引き出すスタイルといえば、や

はりフルコート！一度はやってみたいフルコートですが、

毎日のお手入れは大変です。もつれや毛玉を防ぐため、毎

日ブラッシングやシャンプー、ラッピング（※）による被

毛のケアは欠かせません。 

食事やシャンプー剤は、毛艶を良くするために高品質のも

のを選び、乾燥を防ぐための加湿器も必要です。 

 

 ※ラッピングとは、毛を専用の紙で包んで保護することです。ラッピングをした箇所は、汚れたままにしておくと不衛生ですので、毎日取り替える必要があります。 

短毛であるうちは清潔に維持できていても、伸びはじめる

と、毛が絡み毛玉ができやすくなります。毛玉によって汚

れも目立ちやすくなるため、ペットカットであっても日々

のケアを怠ってはいけません。 

シーズーはすきだけど、あまりお手入れに時間をかけられ

ないという方には、サマーカットがおすすめです。耳の毛

や頭の毛だけを長く残して結ぶと、可愛らしい印象になり

ますよ。 

マイクロバブルを高密度で発生させると、マイナスイオンが大量に発

生します。更にバブルが水圧で自己圧壊（水の圧力により消滅する現

象）し、衝撃波が発生する事が確認されており、この衝撃波が皮膚に

程よい刺激を与え、特殊な温浴剤を合わせて使用することで毛穴の入

り口に詰まった汚れや、奥にある臭いやかゆみの成分もしっかり取り

除くことが出来ます。摩擦によって被毛を痛めることなく洗浄が可能

となり、シャンプー剤を使用することが出来ない敏感肌の子にも施す

ことが出来ます。 

シーズーのスタイは大きく分けて 

・エレガントなフルコート（写真左） 

・お手入れしやすいペットカット（写真右） 

があります。 

人用に買おうと思っているトリマー続出！！自分の髪で試して実感してみてください♪ 

シ ー ズ ー 



Donskoy 

Ashera 

Selkirk Rex 

特徴 

ドンスコイの特徴といえば「ヘアレス」です。 

同じくヘアレスで知られるスフィンクスとの違いは劣性遺伝に対し、 

ドンスコイは優性遺伝であり、繁殖での出現度が高いとされています。 

寒くなってくると、胸部や尾の先に毛が生えますが、 

暖かくなってくると、その毛も抜け落ちてしまう不思議な生え方をします。 

また、人と同じように汗腺を持っているため、汗をかきます。 
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珍しい!! 世界の猫特集！ 

アシェラ 

ドンスコイ 

性格 

温厚で賢いため、しつけ次第では 

声による指示も覚えることができます。 

寂しがり屋なので、多頭飼いがおすすめです！ 

 

 

特徴 

「ヒョウやトラに１番近づけた猫」としてアメリカで販売。 

アフリカンサーバルキャットとアジアンレパードキャットとイエネコを掛

け合わせて作られたハイブリットキャット。一般的な猫の体重は約３～５

㎏です。大きい猫として有名なメイクーンで約９㎏。そんなアシェラ、体

重、なんと！14～15㎏！！イエネコの品種としては認められておらず、日

本での入手はできません。 

特徴 

別名「羊の服を着た猫」と呼ばれることも多々。 

何といっても特徴は全身を覆っている巻き毛！！この猫種は、平成に入っ

てから純血種として血統登録されたため、極めて新しい猫種です。 

 

 

セルカークレックス 

性格 

「賢く、子供や他の動物に慣れるのも早いので、ペットとして飼うには最

適」という触れ込みではありますが、野生動物の原種に近い品種なので、

性格のキツい（獰猛な）個体に巡り合う可能性は否定できないでしょう。 

 

¥2,500,000 ~ ¥15,000,000※検疫や輸送費などの輸入費用別 

¥150,000 ~ ¥300,000 

¥300,000 ~ ¥600,000 

性格 

とても人懐こく、甘えん坊な性格の子が多いです。 

また、他の動物との共存にもストレスを感じることが少ないと言われているた

め、多頭飼いにも適している猫種です。少し寂しがり屋な一面もあり、長期間

構ってあげないと、寂しさからストレスを感じることもあるようです。 



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   
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information ～各教室案内～  

※すべて税抜き価格でのご案内 

グループレッスン   

次 回 号 は・・・ 

春 は 芽 吹 き の 季 節 
ちいさくてとってもかわいいちびっこ特集です. 

子育てに関する不安なお悩み、解決します！ 



● 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 


