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歴 史 

特 徴 

英語で「回収する」という意味の「レトリーブ」が語源と言われています。 

もともと主人が撃った水鳥を素早く回収するのを目的に育種された犬で、 

水陸どこでも自由に動き回ることができます。 

泳ぐのが得意なので、体を覆う被毛は冷たい水の中でも耐えられるようになっており、 

鋭い臭覚の持ち主でもあります。 

 

一 般 概 要 

体高より体長がやや長く、バランスの取れた体つきであること。 

オス:体高58～61㎝、体重29～34kg 

メス:体高54～57㎝、体重24～29kg 

 

耳 ：垂れ耳 

眼 ：アーモンド型 

毛色：ゴールド、クリーム 

被毛：ダブルコート（上毛と下毛の２重構造） 

   季節に合わせた体温調節が可能です。 

   春、秋が換毛期といわれる生え変わりの時期で多くの毛が抜け落ちます。 

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  ★★★★★ 

イギリス原産の犬種です。19世紀までのゴールデン・レトリバーの歴史はよくわかっていません。 

ニューファンドランドとウェイビー・コーテッドレトリバーの交配で生まれた黄色い長毛の犬を元として、 

イギリスの伯爵により作出されたというのが具体的な古い記録と言われています。 

その後、伯爵はツウィード・ウォーター・スパニエルを交配し、生まれた犬を土台にアイリッシュ・セッターやブラッドハウンドなどと

交配を重ね、19世紀末頃に現在のゴールデン・レトリバーにほぼ近い形になったようです。 

また、原産国がイギリスで、その外見やフレンドリーな性格からラブラドール・レトリバーの長毛タイプと誤解されることも多いです

が、ゴールデン・レトリバーは成り立ちが異なります。 

ラブラドール・レトリバーと外見の大きな違いのひとつに頭蓋骨がとがった形をしていることが挙げられます。 
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イ ギ リ ス 系 

体形   ：骨太でがっちりとしているが、アメリカ系よりも体高が低く小柄。やや鼻が短い。 

性格   ：大人しく落ち着いてるが本能が強く、アメリカ系よりも人への依存度が低い。 

            自立心が旺盛だといわれている。 

眼の色：ブラック 

鼻の色：ブラック 

被毛 ：カラーはホワイト系のクリーム色が多い。 

      アメリカ系と比べて被毛は短く、柔らかなウェーブがかかっている。 

      仔犬の頃はホワイトでも成長と共に茶系のカラーが現れることが多いのも特徴。    

迎え入れた子がどちらの血統か知るためには血統書を見て祖先犬の名前にKCと付く場合はイギリス系、AKCと付く場合がアメリカ系と判断します。 

ア メ リ カ 系 

体形   ：スマートで体高が高くやや大柄、鼻はイギリス系より長くツンとした形。 

性格   ：陽気で好奇心旺盛なのが特徴で、人への依存度が高くとても甘えん坊。 

      猟犬というよりは人と一緒に挑戦できるドッグスポーツなどで活躍できるタイプ。 

眼の色：茶褐色 

鼻の色：成長と共にブラックから茶へと退色していくことが多い。 

被毛   ：カラーはイギリス系よりも濃く、濃淡のあるゴールド（茶褐色）、 

            ストレートの形状が多い。 

 

 

 

 

ア メ リ カ 系 と イ ギ リ ス 系 と は？ 

ゴールデン・レトリバーはアメリカ系とイギリス系の２つのタイプがいます。 

最初の頃はイエロー・レトリバーとも呼ばれていたようですが、1920年にゴールデン・レトリバーに統一されました。 

この血統をひくのがイギリス系となるようです。 

イギリスで人気を博し、1890年代にアメリカやカナダへ持ち込まれ、そこでも人気の高い犬種となっていきます。 

1825年にはAKC（アメリカンケネルクラブ）でも正式に犬種として登録されました。 

この血統をひくのがアメリカ系となるようです。 
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・お散歩 

→  運動不足にならないよう１日２～３回、 

    30分～1時間程度が目安です。 

 

股関節形成不全 

生後４～１２ヶ月の成長期は、骨格が急成長するため骨と筋肉のバランスがとれ

ず、関節の緩みが生じる。それにより痛みを伴う関節炎を引き起こす。 

70%が遺伝的要因（30%は環境要因）93%で両側の股関節に異常 

胃拡張・胃捻転 

胃が多量のガスで膨れ（胃拡張）、 

胃がねじれる（胃捻転）。 

食後の激しい運動は注意！ 

甲状腺機能低下症 

甲状腺のホルモン分泌が低下する病気 

 

腫瘍（良性・悪性） 

脂肪腫、肥満細胞腫、血管肉腫、骨肉腫、 

リンパ腫など 

外耳炎 

耳垢の細菌や耳ダニの寄生が 

原因となる外耳部の炎症 

（垂れ耳は発症しやすい） 

白内障 

眼が白く混濁した状態。 

遺伝性、糖尿病性、栄養性、 

外傷性、続発性などに分けられる。 

✓耳を掻く 

✓しきりに頭をふる 

✓耳垢が多い 

✓耳の中が臭う、ベトベトしている 

✓耳の中が赤い 

 ※皮膚が弱いことでアトピー性皮膚炎 

 などの皮膚病にもなりやすいので 

 注意しましょう。 

✓歩き方がおかしい、腰が左右に揺れる 

✓頭を下げて歩く 

✓お散歩の途中で座り込む 

✓寝てる時間が多く、起立が困難 

✓走ったり、階段を嫌がる 

✓ジャンプしなくなる 

    ※症状がない場合もあります。 

✓ぐったりして元気がない 

✓お腹が張っている 

✓吐きそうで吐けない 

✓口の中などの粘膜が白い 

 

✓眼が濁ってきた 

✓眼が白くなってきた 

✓歩くとぶつかる 

✓こわがる 

✓元気がない 

✓食欲がない 

✓よく眠る 

✓寒がる 

✓毛艶が悪くなる 

✓左右対称の脱毛がおこる 

✓元気がない 

✓食欲がない 

✓しこり（腫瘍）がある 

✓痩せてきた 

✓嘔吐、下痢がある 

発 症 し や す い 病 気・ケ ガ 

飼 育 の ポ イ ン ト 

・お手入れ 

→ こまめなブラッシングを心がけ 

  ましょう。 

    ダブルコートをもつため、 

    換毛期だけでなく日頃のケアも 

    必要です。 
※股関節形成不全などの関節の病気に 

   注意が必要な犬種のため、骨格が出来上がる 

   までの成長期は激しい運動は控えましょう。 
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今回の疾患シリーズは、 

大型犬の好発疾患についてです。 

同じ犬でも犬種や大きさで発症しやすい疾病は違ってきます。中には命に関わ

る疾患もあるので、今回の特集を通して予防の仕方や症状などをご紹介しま

す。大切な愛犬の命を一緒に守りましょう。 

 

胃拡張捻転症候群は胃が重度に拡張したり、拡張が進行した結果、胃が捻転してしまう病気です。 

胃拡張自体は幼犬に多量の食事を与えることで起きることもありますが、その場合は問題とならないことが多いです。 

一方、成犬での胃拡張や胃拡張捻転症候群は様々な症状を引き起こす致死的な疾患であり、早期の診断と治療が必要にな

ります。 

①ガスを含んで拡張した胃が見え

ています。      

【レントゲン画像】 

胃がガスで拡張し、捻転

した際に特徴的な捻転ラ

イン（青矢印）が見られ

ます。 

②胃を切開し、中のガスを吸って

いきます。    

③胃と一緒に捻転してしまっていた

脾臓を正しい位置に戻します。 

胃拡張・ 

胃捻転の手術 

どんな子に起こりやすい？ 

大型犬、特に胸の深い犬種での発生が多く、食

べ過ぎ、食後すぐの運動、消化に時間のかかる

食事などは胃拡張捻転を引き起こしやすいと言

われています。また、直接の血縁に胃拡張捻転

を引き起こしたことがある子や、食事のスピー

ドが速い、食後に激しい運動をすることで発症

リスクを高めることが分かっています。 

こんな症状が出たら注意！ 

腹痛、悪心、流延、嘔吐、急激にお腹が張っ

てくるなど、捻転で通過障害が起こった場合

は、吐く仕草はしますが何も吐物が出ない

「空吐き」が見受けられます。  

 

検査 

レントゲン検査、腹部超音波検査 

 

・食事の１回量を少なく、１日２−３回に分ける。                           

・消化の良いフードにする。  ・食べやすい食器にする。       ・水の一気飲みにも注意。 

・食後３−４時間後の運動は控えて、少し休んでから遊びましょう。 

 

治療 

診断が確定できたらすぐに治療へ！ 

スピード勝負です！ 

輸液によるショック症状の改善など一般状態の安

定化や胃のガスを排出する処置を行います。胃が

捻転している場合は脾臓などの周囲の臓器も巻き

込まれていることがあるため、整復には手術が必

要です。再発予防のために胃の固定も同時に行い

ます。 

予防で発生率は下がります！ 
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拡張型心筋症 

心筋の収縮力が低下し、心臓が大きく拡張してしまうのが特徴であり、特に純血種大型犬の雄に多発傾向が認められています。 

 

残念ながら予防法はないため、 

早期発見が重要です。 

 

・中年齢以降はレントゲン検査や心臓超音波検査を 

 検診で行いましょう。特に最近疲れやすいのかな？ 

 と思ったら早めに受けることをお勧めします。 

 

進行を遅らせるために・・・ 

 

・心臓の病気はどうしても進行してしまうもの。薬は生涯 

 飲み続けることが一般的で、日々の投薬は大変な面も 

 ありますが、きっちりあげましょう。 

・過度に興奮させたり、激しい運動は避ける。 

・定期的に体重を測り、キープできているかチェック 

 しましょう。 

・心臓の負荷を軽減させるため心臓用の療法食も 

 有効です。 

 

 

【心臓超音波検査】 

心臓の収縮力がさがることで、 

拡張した時（青矢印）と 

収縮した時（赤矢印）とで 

ほとんど心臓の大きさが変わらな

くなってしまっています。 

           

治療 

胸や腹腔内に液体が溜まり、呼吸が障害されて

いる場合は針を刺して水を抜く必要がありま

す。 

さらに、心臓の収縮力を補ったり、血液量を調

節するお薬などを使用します。 

脱水や循環の低下、腎臓への負荷がみられる場

合は輸液療法を行います。 

 

どんな子に起こりやすい？ 

ボクサー、ラブラドール・レトリバー、ゴールデ

ン・レトリバー、グレート・デン、アメリカン・

コッカー・スパニエルといった種で多発傾向があ

ることから、遺伝の関与が強く疑われています。 

 

 

こんな症状が出たら注意！ 

運動をするとすぐに疲れてしまう、痩せてき

た、また心臓がうっ血することで肺・胸の中に

液体が溜まり呼吸困難になったり、腹水が溜ま

りお腹が張ってくる事もあります。 

また、血管内に血栓が詰まってしまう血栓塞栓

症が随伴した場合、前肢や後肢の不全麻痺がみ

られることがあります。 

 

 

検査 

レントゲン検査、心臓超音波検査 

 

【拡張型心筋症の犬の 

      レントゲン画像】 

心臓が拡張して通常より大きく、 

丸い形状をしています。           



こんな症状が出たら注意！ 

足を引きずる跛行がみられたり、散歩や運動を嫌がる、

頭を下向き加減に歩く、腰を左右にゆらしながら歩く

（＝モンローウォーク）、うさぎ跳びをする、横座りす

る。 
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  股関節形成不全  

身体が形成される成長期に股関節の発育がうまくいかないと股関節の変形や炎症を起こします。これが進行すること

で股関節の緩みや脱臼、亜脱臼が起こります。 

↑モンローウォーク： 

腰を左右に振りながら歩く。後ろ足の歩幅が狭く、踏み込みが少ないです。 

↑うさぎ跳び：走るときに左右の後ろ足が同時にでます。（足先の間隔2㎝～5㎝） 

後ろ足は歩幅が狭く、引きずるケースもあります。 

 引用：NPO法人日本動物遺伝病ネットワークより 

検査 

立ち姿や歩様を見たり、触診、レントゲン検

査、関節液検査、ＣＴ検査、ＭＲＩ検査などで

診断していきます。 

【正常な股関節のレントゲン画像】 

 矢印で示した部分の股関節は 

 きれいにはまっています。 

【股関節形成不全な犬の 

       レントゲン画像】 

 矢印の部分の骨が 

 いびつな形をしています。 

予防が大切です！ 

幼少期からの体重管理はとても重要です。 

フローリングは滑りやすいため、滑り防止のカーペットやマットなどを敷いたり、段差を減らすことも効果的です。 

どんな子に起こりやすい？ 

ラブラドール・レトリバー、ゴールデン・レトリ

バー、ジャーマン・シェパードドッグ、バーニーズ・

マウンテンドッグなど大型犬で多発します。成長期で

ある生後4～12ヶ月に症状が出始めることが多いです

が、症状が出ないこともあります。70％が遺伝的要

因、残りは肥満による環境要因が原因とされていま

す。93%で両側の股関節に異常がでると言われていま

治療 

内科療法としては体重制限、運動制限、消炎鎮痛

剤やサプリメントなどの内服薬があります。 

また、運動療法、理学療法といったリハビリも効

果的です。内科療法で改善が認められなければ、

外科療法（「骨盤 3 点骨切り術」「股関節全置

換術」「大腿骨頭切除術」など)があります。 
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骨肉腫 

骨肉腫は骨の細胞が腫瘍化する悪性の腫瘍です。進行が早く、高い確率で肺への転移が認められます。また痛みの強い病気

なので、可能な限り早期に診断を確定し、治療を開始することが重要です。 

細胞診といってしこりに細い

針を刺して中の細胞を見ま

す。 

 

治療 

骨肉腫は非常に進行の早い腫瘍であり、発生部

位は激しい痛みを伴います。鎮痛薬では緩和で

きない痛みのため、第一選択は外科手術(四肢

の場合は断脚術)が一般的です。また転移を制

御するため、補助治療として抗がん剤治療をプ

ラスして実施していくこともあります。 

外科手術が不可能もしくは希望されない場合

は、放射線治療や内科療法で疼痛の緩和を行い

ます。 

骨肉腫は悪性度の高い腫瘍のため、治療を行っ

ていても1年生存率は約50%、2年生存率は約

20%程度との報告もあり、非常に進行の早い

病気です。 

 

【骨肉腫のレントゲン画像】 

腫瘍によって正常な骨の構造が破

壊された状態です。 

強い痛みと炎症を伴います。 

 

【骨肉腫が肺に転移した際のレントゲン画像】 

胸の中に丸い影（青矢印）が映っており、 

肺への転移が考えられます。 

予防は難しく、早期発見、早期治療が何より大切になってきます。 

しこりを見つけたり、歩き方が変わった、などあればすぐに病院で診てもらいましょう。 

 

 

 

どんな子に起こりやすい？ 

ゴールデン・レトリバー、ラブラドール・レト

リバー、グレート・ピレニーズ、シベリアン・

ハスキーなどの大型犬~超大型犬種に多くみられ

る腫瘍で、四肢の骨での発生が特に多くみられ

ます。 

 

 

 
こんな症状が出たら注意！ 

四肢での発生の場合は跛行(不自由な足取り)、患

部の骨が腫れるなどの症状が現れます。まれに顎

骨、頭蓋骨、肋骨などにも発生することがありま

す。肺転移があれば呼吸器症状も出てきます。 

 

 

 検査 

レントゲン検査、CT 検査 、細胞診(細い針を刺し

て細胞を採取する) 、組織生検(太い針で組織をく

り抜く)などで診断していきます。 

 



五月女  
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（1）どうしてこの仕事を選んだか 

（2）飼っている子の写真とひとこと♫ 

（3）センターでのこれからに、 

   意気込みを！ 

質問内容 

（1）昔飼っていたわんちゃんがお世話になった動物病院で、獣医師さん 

  はじめ看護師や受付の方に本当に良くして頂いて、飼い主である 

  私達家族も不安な気持ちを受け止めて支えて下さった経験がきっかけです。 

 

（2）雑種猫の りんちゃん（1歳10ヶ月） / 雑種猫の こたろーくん（1歳2ヶ月） 

  どちらも保護した猫で、りんちゃんは生後約1ヶ月頃、こたろーくんは生後3日で保護しました。 

  とても小さな頃からお世話しているので、眼の中に入れても痛くないくらい可愛いです！ 

  本当の姉弟かの様に仲良しな2匹です♪ 

 

（3）ご家族様の不安な気持ちを支えられ、動物さん達の細かなケアもできるよう 

  頑張っていきたいと思います。センターにまず入った時に安心してもらえるような 

  受付になれるよう、日々努力していきますので、見守って頂けたら幸いです。よろしくお願い致します！ 

（2） (右下）柴犬のまるちゃんは9歳の女の子です。しっかり者ですがこの頃ちょっと頑固になってきました笑 

   （左上）ビーグルの平蔵ちゃんは5歳の男の子です。おっとりさんでとても面倒見がいい子です！大和の良いお兄ちゃんです！ 

   (右上）柴犬の大和ちゃんは8ヶ月のやんちゃ坊主です。まだまだ手がかかりますが可愛くて仕方ないです♡ 

 

（3）まだまだ未熟者ですが、沢山の動物を綺麗に可愛くそしてご家族様にも信頼して 

        頂けるようなトリマーになれるよう日々精進して参ります！皆さまどうぞよろし 

        くお願い致します！ 

舞子 
赤坂  

愛 

Akasaka 

Maiko 

Sotome 

Ai 

～スタッフ紹介～ 

New Face ♪ 
よろしくお願いします(#^.^#) 

2018  

（1）私は動物が大好きで、幼い頃からトリマーという職業に強い憧れ 

  をもっていました。沢山の動物を綺麗に可愛くする事で人と動 

  物が幸せになれるようなトリマーを目指しています。 
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～スタッフ紹介～ 

（3）大変な事も多いですが何事にも感謝と笑顔を忘れずに頑張って行きたいと思います！ 

        改めてこれからよろしくお願いします！！ 

（3）「想いを持って常に安心を提供する」という理念を柱にして精いっぱい頑張ります。 

 

 

（1）野良猫が目の前で亡くなってしまいそれを救える 

   知識を持ちたいと思ったのがきっかけです。 

   (その知識を持ちご家族と深く関わることができる動物 

    看護師に魅力をもちこの職業を目指しました) 

（2）今はデグー チンチラのねずみ二匹が家にいます。 

        歴代のペットは皆エキゾチックでした笑(うさぎ 亀 ハムスター) 

        将来ゴールデン・レトリバーと猫を迎えられたらいいなと思ってます。 

（1）「人と動物の双方をより幸せにする手伝いをしたい」 

          というのが小学生の頃からの夢だからです。 

（2）トイプードルの モカ (14歳)。 

         貧相なしっぽが愛おしいです♡ 

（2）猫7匹とマウスを飼っています。 

        写真は やらおくん です♪ 

（3）動物達とご家族が、より良い生活を送れるように尽力していきたいと思います！ 

 

Kamei 

優 
亀井  

琴音 
三品  

優子 
梶  

Yu  

Mishina 

Kotone  

Kaji 

Yuko  

（1）昔から動物が好きなのと、以前飼っていた子に対して、もっとやっ 

   てあげられることがあったなという後悔がずっと残っていたため、多 

   くの子がよりよい生活を送れる手助けをしたいと思い、獣医師になり 

   ました。 



photo shot ☆

  

photo  shot☆ 
       

【表紙】 （スタッフからひとこと♪） 

 

宮古島へ出張して2年ぶりに

帰ってきたばにちゃん★ 

雨の日も晴れの日もとなりで過

ごしてくれた大好きな相方！ 

 

ぼくも海へ連れてってー！！ 

JAMCわんこスタッフ  

ダル男より 

 

 

【特集2の表紙】 （スタッフからひとこと♪） 

 

笑顔がとってもかわいいネオちゃ

ん★ 

ネオちゃんのハウスで一緒に過ご

した事、大事な思い出です♪ 

あたしと遊んでくれてありがとう

(#^.^#) 

 

トリマー 堀田より 
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瀬尾 ばにっちょ ちゃん 中川 ネオちゃん 

六島 こももちゃん 竹間 ココアちゃん 

吉越 ゆづくん 



photo shot ☆

 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 

橋詰 タロくん 小野 しんじくん 

堀田 さくらちゃん 

小池 美らちゃん 

宮本 マフィンちゃん 
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~ 絆プロジェクト ~ 

 

『６月は歯と口の健康月間』 

トリミングにいらっしゃった子と、診察に来て希望された子に歯科チェックキャンペーン行いました。 

最近、我が子の口臭が気になり顔を近づけるのを避けてしまったり、この子は絶対に歯みがきはさせてくれないからとあきらめてしまってはいませんか？ 

歯周病を放っておくと、歯周病の原因菌は口腔内から血液を循環し、腎臓や心臓などに影響を及ぼし、命に関わる危険性もあります。動物は自分で歯をみが

くことができないので、ご家族の手助けが必要なのです。健康で長生きし、QOL維持のためには口腔ケアは非常に大切です。 

 

 

 

 

 

②お口の中の細菌の活動を測定するクイックチェック 

専用のライトを照射すると、歯石がピンク色に光って、 

どの部分にどれくらいついているかがわかります。猫ちゃんも確認ができます。 

歯ぐきに沿って測定シートを滑らせるだけの簡単チェック 

10秒で簡単に口腔内の細菌濃度を測定できます。 

見た目ではわからない、口臭の原因菌を視覚化しチェックすることができます。 

 

 

 

お口や歯のことで気になることがありましたら、歯科診察を受診しましょう。 

①専用の歯石ライトを使って、歯石の付着具合をチェック 

健康でいられますように   

 ～ 絆プロジェクト 第3回～ 

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、動物とご家族が快適に楽しく過ご

せますように、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

くところでもあり、動物病院に行くのが楽しい！と

多くの方に思ってもらえるようになれば幸いです。 

皆さま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さま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。皆さまのお声をお聞かせ下さ

い。 

 

歯科予防強化月間 

2018年度 春の活動報告 

2018年6月1日～6月30日開催 

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 
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～ 絆プロジェクト ～ 

ウチの子、もうどうして、こんなことするの～！？こんな時はどうしたらいい！？ 

吠える、拾い食い、わんちゃんたちのこの困った行動のなぜ、どうするの？ 

をテーマにわんちゃんのしつけで困った行動は何か？というお声を集めたところ、 

１位 無駄吠え ２位 誤食（食べてはいけないものを食べてしまう）という結果になりました。 

今回のセミナーはその上位２位にスポットを当てて、動物の行動学専門医のスペシャリスト・入交眞巳先生がその解決方法についての解説と 

問題行動を治す具体的なトレーニング方法を教えて下さいました。 

 

質疑応答タイムでは、参加されたご家族さまの全員が、それぞれの状況のお悩みを質問されて、とても熱心にお話を聞かれていました。 

今回のセミナーは遠方から来て下さった方、お子様と一緒にご家族みんなで参加してくださった方、そしてわんちゃんも一緒に参加して、 

この子のために良くしてあげたいという愛情と家族の絆を感じました。 

療法食だけでなく、一般食も目的別に豊富な種類があります。 

年齢や犬種、体重や性格などによって、どんなご飯がおすすめかを日本ヒルズコル

ゲート株式会社様のご協力の元ご家族さまにアドバイスしていただきました！ 

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 

入交 眞巳先生の 

行動学セミナー&フード相談会 

2018年4月14日 開催 

～お悩みの例～ 

散歩中に他の犬に吠える 

お客様に吠えたり攻撃する 

お散歩中の拾い食い など 

様々な悩みに対しての講習会。 

 

おやつを使ってトレーニングの実践！ 

フード相談会  

～健康の原点は正しい食生活～ 

2018年4月14日 同日開催 

●とても為になる

セミナーありがとう

ございました！ 

●色々なお話、と

ても楽しかったで

す。ありがとうござ

いました。 

●大変、勉強になりました。 

具体的な事も含めて、もう

少し時間があればよかった

ですが、これからも機会を

設けていただきたいです。 

いりまじり 



世界最大級のペット保護施設

ペットの殺処分ZEROを目指す
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2018年6月某日、以前より協賛している『ペットの里』を院長とスタッフ数名で訪問してまいりました。 

ペットの里は「ペット保護の聖地」を作ることでペットの殺処分をなくす事を目標に掲げ、田中亜弓さんが2014年9月に立ち上げた

岩手県滝沢市にあるペットの保護施設です。 

小岩井農場にほど近く、雄大な岩手山を望む広大なこの施設の敷地面積は世界最大規模で12万坪(東京ドーム10個分）もあります。

ここで保護されている犬たちはここのドッグランで交代交代に走り回っていました。印象的だったのは保護されている40～50頭の犬

猫たちがなつっこく、栄養状態も良くふっくらしていることでした。何かの縁あってここに預けられたコたちがまた新たな良縁に恵

まれ巣立っていけるよう、私たちは今後も積極的に協力していきます。 

 

左から 上野院長 田中代表 当院スタッフ長沼、竹内 

ペットの里に行ってきました！ 
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【 施設概要 】 

ペットの里  

〒020-0682  

 岩手県滝沢市鵜飼臨安102番地 

Tel：019-601-7775 Fax：019-903-0501 

代表：田中 亜弓 

お車の場合：東北自動車道 盛岡I.Cより15km  

秋田・雫石方面直進、小岩井方面へ右折  

小岩井農場通過後右折約5分 

 

 

 

いろいろな寄付の方法 

ペットの里の支援はいろいろな方法で行うことができます。 

里親になる、会員（里人）になる、直接資金的援助をする、物資を送る、

施設でボランティア活動をする、募金箱や自動販売機を用いた間接的な寄

付型アイテムを設置する、などなど。当院にも下記のような自動販売機や

受付カウンター横に募金箱を設置させていただいており、この度皆様から

寄付していただいた募金を田中代表に直接お渡しすることができました。 

一本買うとペットの里に3円～寄付される

寄付型自動販売機です。当院では本館と

新館の間に設置されております。 

受付カウンターに設置されております。 

集まった募金を毎月ペットの里に振り込んでおります。 

ご協力ありがとうございます。 

物資を提供する 

寄付型アイテムを用いて支援する 

詳しくはHPに掲載されておりますが、以下のようなものが現在必要とのことでした。(一部抜粋） 

for DOG

成犬用ドライフード 総合栄養食であればメーカー・商品問わず

大型ケージ 犬舎が満杯のため大きなケージが必要です。

ペット―シーツ 特に大きなものが重宝します。

for CAT

成猫用ドライフード 総合栄養食であればメーカー・商品問わず

猫用トイレ砂 ゴミとして処理しやすいもの

爪とぎ 大きさ問わず

猫タワー 猫たちがくつろげるものをご支援ください

for　ALL

タオル、洗濯機、動物のためのフリース素材の布、ペット用ヒーター

ペ ッ ト の 里 

pets-sato.net 
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大型犬の老犬のShampoo 
大型犬のシャンプーは大変ですよね。 

特に老犬になるともっと苦労が必要になると思います。 

ご自宅でのお手入れで困った事ありませんか？ 

どうしても部分的にシャンプーが必要な場合には 

すのこを使用すると便利です。 

すのこの上に動物を乗せて、 

ななめにして必要なところだけ洗う事ができます。 

・時間がかかる 

・洗うスペースがない 

・重労働で疲れてしまう 

・やり方が分らない 

 

介護用マットの上に敷くことで、 

吸収性に優れ通気性を保ったまま 

オシッコを吸収します。 

お肌にやさしい石鹸と保

湿・肌保護の成分を配合

した、水で洗い流さず使

える洗浄液です。 

その他にもウォー

ターレスシャンプー

やオーツスポット

フォームもございま

す。こちらは泡タイ

プでちょっとした気

になる汚れに使用で

きます。 

介護用マット 

おしりまわり 

洗浄液 

介護用 

デオシート 

その他 

すのこ 

高反発クッションで体圧を分散し、 

体への負担を軽減します。 

通気性向上による温度コントロール

で、 

夏は涼しく、冬は暖かく快適な環境を

維持できます。 
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How to Shampoo 
@cocoe 

 

大型犬でも対応できる大きいシンクを使用します。 

お湯の温度はだいたい36～37度。 

お湯をかけ始める場所はお尻から流していきます。 

びっくりさせないように進めていきます。 

シャンプー剤を泡立ててから優しく手早く洗います。 

特に汚れやすい、目回り、口回り、耳、脇、内股、肛門周りは

念入りに洗います。 

ここで汚れが残っているとブローの際に時間がかかってしまい

ます。二度洗いする→1回目では、サッと洗い、2回目ではしっ

かり素早く洗います。 

ブローはシャンプー同様大切です。生乾きでは皮膚病になってしまう恐れがあります。 

最初に全身の水分をタオル（吸水性あり）で拭き取ります。 

そのあとにエアホースという道具を使用して一気に水分を飛ばします。 

トリミング台での乾かしが不安定な場合はシンクの中や床にマットを敷いてエアホースを行います。 

その後はドライヤーを使用し、ブラッシングしながら皮膚の状態もチェックしていきます。 

エアホースによる強風が苦手な子の場合は、ドライヤーの風も弱にし、ゆっくり進めていきます 

 

トリミング台で出来ない場合は床で行う場合もありま

す。 

足腰が弱くなり、不安定な子などはヨガマットを敷いて 

踏ん張りがききやすいように行います。 

安全の為、フセやおすわりをさせた状態で行います。 

また、お迎えを待っている時間などにも、床に敷いて床

ずれ防止に使用しています。 
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2018.4～2018.6 



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 

リニューアル中です 

マンツーマンレッスン   グループレッスン   
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information ～各教室のご案内～  

※すべて税抜き価格でのご案内 

次回は… 

小動物特集！ 
うさぎ・フェレット・ハムスター 

 

 Smile秋号も乞うご期待! 



● 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 


