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アニマルスタッフからの新年のご挨拶   

皆様、昨年は当院のアニマルスタッフ

たちを可愛がってくださって本当にあり

がとうございました。 

長老のタムちゃん(享年22歳2ヵ月)が6

月に虹の橋を渡って行ってしまってから、

早いものでもう半年が過ぎました。寂

しい気持ちは変わらずありますが、残さ

れたわんぱくスタッフたちに元気をもら

いながら、やんちゃさに奮闘している毎

日です。 

今年もどうぞアニマルスタッフたちをよ

ろしくお願いいたします★ 

不運な交通事故で運び込まれ、大きな手術に耐えた末、当院のスタッ

フとなりました。片手は変形し、片足は断脚をし、2本足の生活…です

が何不自由なく過ごしている器用で強い男の子です。人が大好きでお

なかをごろんと出してくれます。絶賛ダイエット中！ガンバレー！ 

とっても恥ずかしがり屋さんだけど、本当は人が大好き。撫でてほしくて扉をす

りすり…だけど抱っこは嫌！な、猫好きにはたまらないツンデレさんです。 

小柄で痩せ気味を心配されて、頑張って食べたらなんだかとっても大きくなって

しまいました… 

1日3回のごはんと、屋上でのゴロゴロが大好きなおじちゃまダルメシアン。 

誰よりも大きな声で鳴いて、遊んでほしいとせがんできます。とってもパワフルです

が、こう見えてそろそろ体調が心配なシニア犬です。重度の食物アレルギーや皮

膚炎と闘っています。 

普段はおすましさんだけど、おもちゃが大好きでねこじゃらしを見ると 

眼の色が変わる、実はやんちゃBOYくん。 

とある獣医さんに溺愛されて、毎日ちょっと困っているのは内緒です…。 

チャームポイントはお鼻についてる黒い模様です。♡ 

とっても人が大好きな、アニマルスタッフNo.1のわんぱく小僧。 

最近なんだかおしっこの調子が悪いようですが、相棒のさわらのお部屋に

遊びに行こうと、仕切りをうまく外しては怒られているくらいには元気で

す。おしっこ早く治るといいね。 

2019 



昨年完成いたしました新館では、ご家族様向けに様々な情報 

提供をしてまいりたいとイベントスペースを併設いたしました。 

その場所を用いスタッフがご家族様に知っていただきたいことを検討し、 

イベントを企画しました。 

その中でも9月の防災の日に合わせて開催された9日間の防災啓発イベントでは、300名

を超えるご家族様に関心を持っていただきご参加いただきました。 

企画チーム、スタッフ一同大変嬉しく思っております。 

本年度は、動物達を取り巻く環境がより豊かであり続けるための場所として、さらに

充実させていく所存でございます。 

皆様是非とも足を運んでいただけますと大変嬉しく存じます。 

   

夜間の救急動物医療は1969年の開業当初より獣医師泊まり込みで継続してまいりまし

たが、昼夜逆転の生活の動物看護師による24時間循環看護は今年で15年目に入ります。

この15年の歳月の中で夜間担当人員の増員と診療技術・看護技術の向上に努めてまい

りました。 

獣医師と動物看護師が24時間体制で常駐し診療・看護を行っている動物病院はいまだ

全国的にも数少ない現状ですが、この体制を進化させ続けられているのは一重に当院

を信頼してくださるご家族様のご理解の賜物であります。 
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院長より新年のご挨拶 

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。 

日本動物医療センター 院長 

上野弘道 



アンケートでも多くのお声をいただいている診察の待ち時間につきましても、大変申し

訳ない気持ちでおりまして様々な改善方法を院内で検討を進めております。当院はかか

りつけ医機能を中心としながらも、救急医療、高度医療、紹介型医療の特色を持ち合わ

せているために様々な状態の動物たちが混在して病院に来院されます。そのことは待ち

時間が予定を超えてしまうことの一因となっております。 

そこで今年はその解決策の一案として、ウェルネスプランをはじめとした予防医療や継

続治療を中心とした新しいシステムの病院を開設できないかと検討しております。 

この新病院では動物が健康であり続けるための啓発活動や教育支援を行い動物の平均寿

命が二十歳となることを目指したいと思っております。 

 

最後になりますが、当院の理念である「想いをもって常に安心を提供する」ために、 

診断精度のより高いハード面での充実だけでなく、質の高いコミュニケーション向上を 

実現させながら、より専門性の高い動物総合病院を目指してまいります。 

その一環として、2019年の1月第2週から毎週水曜日の午後の外来をお休みとさせていた

だきます。ご不便をおかけいたしますが、ご理解賜れますようよろしくお願いいたしま

す。なお、救急医療と24時間循環看護は続けてまいりますのでご安心くださいませ。 

 

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すべく努力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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特 集 1   

ねこってこんな動物！ 
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能力（五感） 

ねこってこんな動物！ 

分 類 

ねこ（イエネコ Felis silvestris catus） 

ネコ目（食肉目）ネコ科ネコ属に分類されるヤマネコ（Felis silvestris）の家畜種 

聴覚 

低音より高音の感度が高く、 

獲物であるねずみなどの発する高音を聞

き取る。 

触覚 

ねこの頭部および手根部には 

洞毛とよばれる太く長い毛が生えている。洞毛はわずかな振動を

感知し、夜間であっても環境やものの動きに関する情報を得るこ

とが出来る。 

視覚 

頭部前方に配置されており両眼視が可能な範囲が広い。 

これによりハンティングの際に獲物との距離を正確に測ることが出来る。 

味覚 

ねこは5つある味覚のうち3種類の味しか味わうことができないと言われていま

す。ねこの感じる味覚は酸味と苦み・塩味で、甘味やうま味は感じていません。

ねこの味覚で感じやすいのは①酸味：食べても中毒を起こさないかを判断する

大切な役割を果たす。②苦味：ねこには12種類もの苦みを感じる遺伝子があり、

他の動物に比べずばぬけて苦みを感じます。そのため新鮮なもの、そうでない

ものはしっかり分かります。 

嗅覚 

人より発達しており優れた嗅覚をもつ。臭い刺激に対して、

フレーメンとよばれる軽度の開口状態を示すことがある。 
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シンガプーラ 

世界最小の猫種と言われており小さい子だと2kgほどにしかならない。 

警戒心よりも好奇心が旺盛で、鳴き声は小さくあまり鳴かない。 

ねこの種類は100以上あるといわれています。長ければ20年近く一緒に居る家族のようなねこたち。 

ライフスタイルに合ったねこと出会えるといいですよね。今回はその中でも、体格や性格に魅力ある彼らをご紹介します。 

 

ベンガル 

基本は短毛だがまれに長毛が生まれることがある。 

野性的な模様が特徴で運動量も多く、ねこでは珍しく水

遊びも大好き。また、その賢さから洞察力や観察力が高

く、しつけそのものは難しくないかも。 

シャルトリュー 

ロシアンブルーにも毛色が似ているが、瞳の色（ゴールド、オレンジ、

カッパー）が見分けるポイント。また、ロシアンブルーよりも体格が

よく運動量が多いのが特徴。穏やかで従順な性格の子が多く、複数頭

で飼育することにも比較的向いている。 

※ロシアンブルーの瞳は鮮やかなエメラルドグリーン色 

アビシニアン 

体格は筋肉質で運動能力

も高く、性格は好奇心あ

ふれ、甘えん坊。声がキ

レイなことも特徴。観察

力や洞察力もあり賢いの

でしつけもスムーズにで

きる。 

 

マンチカン 

四肢が短いのが特徴だがマンチカンの中の2割しか存

在しないといわれている。性格は大変陽気で好奇心も

強く、遊び好き。長毛と短毛のタイプがあるがどちら

も定期的なブラッシングがとっても大事！ 

 

日本猫（模様は様々） 

丈夫な身体を持ち、気まぐれでねこ

らしい性格をしている子が多い。 

模様･色はサビ、キジ、三毛、ぶち、 

トラ、白、黒、茶などバリエーショ

ンが特徴的。 

アメリカンカール 

耳のカールが特徴だが1/2の確率といわれており半分は通常のねこと同じ耳をしている。 

性格は好奇心が強く活発で、体格も筋肉質。甘えん坊でいつまでも子猫の 

ような面があり、「ねこのピーター・パン」という愛称がある。 

テリトリーの執着が少ないため多頭飼育でもトラブルは少ない。 

猫の種類は・・・ 
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ねこにまつわる 

ウ・ワ・サ 

「なんと100種類以上！」 

ねこにもこんなに種類があるんです。種

類によって性格や特徴も違い、中には純

血種や品種改良された種類などさまざま

です。しかしながら、ねこは「ネズミを

狩る」役割をしていたため、犬のように

他の用途として改良されることがなく、

種類は犬ほど多くはありません。また、

日本特有の「日本猫」の中でも、その毛

色ごとに性格にも個性があるようです。 

 

「高いところがお好き？」 

「安全」「優位」「快適さ」 

ねこにとって高い場所は、外敵に襲われ

る危険性が少なく、広い視野で周囲を見

渡すことができ、いち早く危険を察知で

きる場所になります。そして、外敵のい

ない安らげる空間でもあり、寒い時は温

度の高い上のほうにとより快適な場所を

探して行動します。また、活発なねこ達

は、自由奔放に水平・垂直方向（３Ｄ）

に行動するため、その性質に合わせた環

境を作ってあげると喜んで遊びます。

キャットタワーやロフト、棚を階段状に

し上下運動ができる工夫をしましょう。 

ウワサ  

- その1 - 

「ねこは人より家につく」 

ねこは狩りをするため、単独行動で縄張

りを持って生活をしています。その性質

上、独立心が強く、無理強いされること

を嫌います。自由を好み、お家でも外で

も好きなように行ったり来たり、きっと

のんびりと過ごす事が多いでしょう。最

近では、ねこブームによる飼育頭数も増

え、犬のように従順で甘えん坊な子もよ

くみかけます。 

ウワサ  

- その2 - 
ウワサ  

- その3 - 
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  性別や年齢の相性 

高齢猫×高齢猫 

仔猫×仔猫 

成猫♂×子猫 

成猫♀×成猫♀ 

成猫♀×成猫♂ 

※高齢猫にとって仔猫との新しい生活はストレスになりかねないので注意してあげましょう。 

メリットとデメリット 

頭数が増えることにより、お互いに遊び相手になり、しつけの面で有用であるといっ

たメリットがあります。 

個人行動を好むねこたちですが、相性の合う仲間の中では、お互いにコミュニケー

ションを取り合いながら共に生活を楽しむことが出来ます。 

一方で、自分のテリトリーが侵害されストレスが溜まる、健康管理が難しくなる、 

お世話の手間や医療費が増える、などのデメリットもあります。 

いくつかの病気は、多頭飼育の環境下で発症率が上がることが報告されています。 

また、性格によっては多頭飼育が向かない子もいます。もしこれから多頭飼育を考え

ているならば、これらのメリットとデメリットをよく考え、新しい子を迎えるかどう

か今一度ご家庭で検討してみてください。  

 

とっても大事な健康管理 

頭数が増えると、それぞれの健康管理がおろそかになりがちです。 

1匹で飼育するよりも多頭飼育の方が健康管理には特に気を配らなければなりません。 

例えばいわゆる「猫風邪」のように飛沫感染する病気が多頭飼育の環境下で発生すると、

あっという間に全員へ蔓延してしまいます。 

頭数が多いほど通院が困難であり、医療費もかさみます。定期的な健康診断やワクチン接

種等をしっかり行い、病気の予防に努めましょう。感染するような病気が発生した場合に

は、速やかに隔離して感染を防ぐことが必要です。いざというときに隔離できるスペース

やケージ等を準備しておき、感染が拡がらないよう早期の治療を行いましょう。  

 

ねこの多頭飼育ってどうなの？ 

相性が悪い組み合わせ 

成猫♂×成猫♂ 

高齢猫×子猫♂♀ 
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快適な環境づくり 

ねこは自分のスペースを縄張りとして守り、侵害されることを嫌います。頭数を増やす前に、 

まずはそれぞれが快適に過ごせる十分なスペースがあるかをチェックしましょう。 

お互いに2m以上離れられる程度の広さを用意してあげることが理想的ですが、難しい場合は

キャットタワーなどを利用して上下にも移動できる空間を作り、パーソナルスペースが確保され

るよう工夫しましょう。 

個人行動を重んじるねこたちは、食事やトイレを他の子に邪魔されることを嫌います。 

食器は頭数分、トイレは頭数＋1個を用意しましょう。それぞれの場所や高さを変えて他の子の

姿が目に入らないようにすると、よりリラックスできます。 

そのほかにも、それぞれがくつろげるベッドや隠れ場所を確保することが必要です。  

 

多くのねこたちが仲良く丸まって眠る姿は、想像するだけでも癒されますよね。 

「ひとりだと寂しそう」「遊び相手が欲しい」「社会化のため」などの様々な理由により、多くのねこ

たちを一緒に飼育しているご家庭は多いかと思います。現在すでにねこと暮らし、これから新しいねこ

を迎える場合、どんなことを考えなくてはいけなくて、どんな準備が必要なのでしょうか。  

みんなで仲良く暮らすために 

新しくねこを迎え入れる場合、先住猫にとっては知らないねこが縄

張り内へいきなり入ってくることになるため、ほとんどの場合は警

戒して威嚇し場合によっては大きなケンカとなります。 

そのため、いきなり両者を会わせるよりもまずお互いのにおいの付

いたタオルやものを嗅がせてみるところからはじめてみましょう。 

次にケージ越しで対面させ、お互いが自然に歩み寄るのをじっくり

と待ち、威嚇せず興味がありそうな様子であれば直接会わせてみま

しょう。 

もしお互いの相性があまり良くないようでも、2週間程はそっと見

守ってあげてください。 

多くの場合は徐々にちょうど良い距離感を保てるようになります。仲良くなるまでの間に、それぞれが逃げ隠れできる場所を用意してあげて

ください。ねこ同士の相性は、実際に会わせてみるまでわかりません。お互いに激しくケンカをする、一方が体調を崩す等の場合には今後一

緒に過ごすことが難しく、部屋を別にする、ケージに入れる等の対策が必要です。 

その様な場合にもそれぞれが快適に過ごせる環境づくりができるかという点も、多頭飼育をする前に考えるべき大切なポイントです。 

 多頭飼育は、手間や苦労も増えますが、楽しみも多くなります。 

ただし、自分でお世話を出来ないほど多くのねこと暮らすことは、ねこにとっても人にとっても幸せなことではありません。本当に多頭飼育

が可能か、一緒に暮らす家族として十分に手をかけてあげられるか、ご家庭でよく相談してください。場合によっては「迎えない」という選

択をすることも、ねこに対する愛情となります。人もねこも快適に過ごせるように、多頭飼育ライフを楽しんでください。  

 



特集2   ねこの予防  



今回はねこの予防系についてお話ししたいと思います。 

ねこの予防はワクチンのイメージが強いですが、室内飼育のねこでもノ

ミ・ダニ、フィラリア予防もとても重要になっています。 

予防といえどいつどのタイミングで、どれくらいの間隔で予防したら良

いのかよくわからない・・・ 

今回は各予防ごとにまとめてみたので、ご自身のねこに抜けている予防

がないか、正しくできているのか、確認してみてください！ 

 

ねこのワクチンには、定期的に接種が必要とされているものをコアワクチン、その子の環境やライフスタイルによって必要に

応じて接種するものをノンコアワクチン（※）と言います。 

今回は主にコアワクチンとされている３種混合ワクチン（パルボ・ヘルペス・カリシウイルスに対する混合ワクチン）の接種

の仕方についてご紹介します。 

（※）猫エイズ、猫白血病などの予防ワクチン 

特集2 疾患シリーズ  ねこの予防 

13 

3種混合のワクチン接種  

←ワクチン接種時期→ 

ワ
ク
チ
ン
に
よ
る 

 
 

 

免
疫 

混合ワクチンとは 混合ワクチン（子ねこ） ノミ・ダニ予防 フィラリア予防 混合ワクチン（成ねこ） 混合ワクチンQ&A 

母
乳
か
ら
の 
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❶子ねこの場合 

６〜8週齢での初回ワクチン接種が推奨されるようになりました。子ねこは1回のワクチン接種

ではしっかりとした免疫機能が成立しないので、初回の接種後、基本的に２-4週間毎にワクチ

ン接種を行い、16週齢を超えるまで繰り返すことが推奨されています。16週齢以降は生後6か

月の際に追加のワクチン接種を行うことで、より強固な免疫力をつけられるとされています。 

❷16週齢以降で初めて接種する場合 

16週齢以降はお母さん由来の移行抗体の影響がないので、 

１回の接種でも可能とされていますが、 

十分な抗体を作るには2〜4週後に２回目の接種をした方が良いとされています。 

 

子ねこの免疫 

子ねこは人間の赤ちゃん同様に免疫力が低く、病気にかかりやすい状態です。 

生まれた当初は母ねこの母乳からお母さん由来の抗体（受動免疫や移行抗体といいま

す）を得て免疫力を付けますが、その後8週齢前後で移行抗体は減ってしまいます。 

そこで必要になるのが、ワクチン接種です。ですがワクチン接種を早く行いすぎると、

お母さん由来の移行抗体とぶつかってうまく機能してくれなかったり、逆に遅く接種

しすぎると免疫力のない時期が生じてしまいます。 

そのため、免疫力を持続させつつ、効率的に免疫力をアップさせるのに適したワクチ

ンプログラムが世界小動物獣医師会（WSAVA）で作られました。初回のワクチン接

種の時期によって以下のようにプログラムが分かれています。 

混合ワクチンとは ノミ・ダニ予防 フィラリア予防 混合ワクチン（成ねこ） 混合ワクチンQ&A 混合ワクチン（子ねこ） 

0週 4週 8週 12週 16週 20週 

ワクチン ワクチン ワクチン 

16週 12週 20週 24週 32週 28週 

ワクチン ワクチン 

特集2 疾患シリーズ  ねこの予防 
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混合ワクチンとは 混合ワクチン（子ねこ） ノミ・ダニ予防 フィラリア予防 混合ワクチン（成ねこ） 混合ワクチンQ&A 

成ねこになってからのワクチン接種 

初年度のワクチンプログラムによって免疫力をアップしたのち、やはり何もしていないとワクチンによる免疫は弱ってしまいま

す。そのため成ねこになった後も追加で接種することが必要です。 

日本では1年に1回のワクチン接種を行うのが主流でしたが、過去に接種されたワクチンの免疫力が長期的に残っていることが報

告されたため、最近では 3年に1度 のワクチン接種で免疫の維持が可能とされています。 

ただしこれには個体差があるので、できれば去年打ったワクチンが体の中に残っているかを確認した上で接種するべきかどうか

決めたい…、そこで血液検査によるワクチンの抗体量測定というものが近年行えるようになりました。 

当院では上記のような抗体量検査を交えて、今年度もワクチン接種が必要かどうかご相談することが多いですが、 

 

例1）よくホテルに預ける、多頭飼育、お外に出る、子ねこの時に猫風邪に感染したなど ⇨ 毎年接種 

例2）高齢の猫、過去にワクチンアレルギーを発症した猫              ⇨ 3年に1回の接種 

                                         （体への負担を考慮して） 

など、ご家族と相談した上で接種する頻度を決めています。 

図 当院における抗体価測定を交えたワクチン接種プログラム 

初年度ワクチンプログラム終了後 

翌年の抗体量測定 

一年以上効果が持続する

抗体量 

現時点では抗体量は足りているが 

1年以内に不足する 
現時点で抗体量が不十分 

一年間は追加接種しなく

てOK 
1年以内に追加接種が必要 すぐに追加接種が必要 

特集2 疾患シリーズ  ねこの予防 
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混合ワクチンとは 混合ワクチン（子ねこ） ノミ・ダニ予防 フィラリア予防 混合ワクチン（成ねこ） ワクチンQ＆A 

Q. ワクチンを接種すれば確実に防げるの？ 

猫汎白血球減少症（パルボウイルス）は感染防御が可能ですが、ネコへルペスウイルス・カリシウイルスは完全に防

御することは難しいのが現状です。ですが、接種されていることで感染しづらくなり、万が一感染しても症状の軽減

が可能です。またワクチンによる免疫は接種後7〜14日で安定すると言われています。 

 

ワクチンに関する Q & A 

Q. ワクチン接種日注意することは？ 

下痢している、食欲がいまいち…など体調がすぐれない時は延期しましょう。またワクチン後の副作用がでないか確

認するためにも、午前中に接種した方が良いです。 

Q. ワクチン後の副作用は？ 

食欲不振や元気がない、嘔吐や下痢、また接種部位を痛がったり腫れたりすることがあります。ワクチンを接種した

後は２〜３日は安静に過ごしてもらいましょう。また稀ではありますが、接種直後に起こるアナフィラキシーが生じ

ることがあります。急な血圧低下や呼吸困難など命に関わることもあるため、すぐに対応できるよう、接種後10分前

後は病院でお待ちいただいています。 

 

 
Q. 接種した部位が腫れてしこりになっている場合は？ 

ワクチンに限らずですが、注射などを接種した部位がしこりになってしまうことがあります。一時的な炎症のことも

ありますが、腫瘍に発展してしまうこともあるため、接種後１ヶ月以上腫れている場合は病院で診てもらいましょう。 

 

特集2 疾患シリーズ  ねこの予防 
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混合ワクチンとは 混合ワクチン（子ねこ） ノミ・ダニ予防 フィラリア予防 混合ワクチン（成ねこ） 混合ワクチンQ&A 

人獣共通感染症 

動物にも人にも共通して感染する病気のことを人獣共通感染症と言います。 

近年マダニを介した重症熱性血小板減少症（SFTS）に感染し、死者も出ていることから大きな話題になっています。人間にも脅威を及ぼす

SFTS、最近ではSFTSが猫に感染して激しい症状を示すことや、SFTSに感染した猫にかまれた獣医師がSFTSに感染したという報告もあります。         

 

予防薬についてはフィラリア症と合わせて次のページでご紹介します⇨ 

 

         

マダニは夏だけでなく冬にも発生しています。またノミに至っては年間通して発生しているため、お外に行くねこは通年通して

の予防が必要になります。室内飼育のねこはフィラリア症の予防と合わせて3月から12月までの予防が推奨されています。 

ノミ・ダニ予防 

ノミ・ダニ予防は、寄生するのを予防するためだけでなく、 

ノミ・ダニを介した感染症を防ぎ、また私たち人間を守るためにも非常に重要です。 

ノミは私たちが外から家の中に持ち込んでしまうこともあるため、お外に

出ないねこでも寄生されていることがあります。ノミは一旦寄生すると約

４ヶ月間生存することが可能と言われています。その間にも大人のノミは

吸血し、1日あたり20〜50個の卵を産卵するため、ノミはどんどん増えて

しまいます。寄生されたねこは激しいかゆみや皮膚炎、場合によっては貧

血に悩まされることになってしまうのです。 

マダニも同様に人が家の中に持ち込んでしまう場合もあります。ただしマ

ダニに咬まれてもかゆみや痛みが生じないため、吸血して大きくなったマ

ダニに人が気がついて初めてわかることも多いです。  

マダニの吸血量は多く、貧血を及ぼしたり、重篤な感染症を媒介させてし

まうこともあります。またマダニが吸血してしまうと皮膚から離すことは

困難なため、無理に引っ張ったりせず、病院で処置してもらいましょう。       

ノミ 

ダニ 

ノミ・ダニ、その他寄生虫の発生時期     

↑ノミ糞 

https://www.zoetis.jp より引用 

特集2 疾患シリーズ  ねこの予防 
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フィラリア予防 

ねこのフィラリア症はあまり知られていませんが、犬同様、蚊に刺されることで感染します。以前の調査ではねこの10頭に1頭

が、症状の発症は見られないもののフィラリアに感染している、もしくは過去に感染した経歴があることがわかりました。フィ

ラリア症が厄介なのは、診断が難しく、また確実な治療方法もないことです。 

まだまだねこのフィラリア症にはあまりなじみがないと思いますが、ぜひここで知ってもらえればと思います。 

 

 

 

 

混合ワクチンとは 混合ワクチン（子ねこ） ノミ・ダニ予防 フィラリア予防 混合ワクチン（成ねこ） 混合ワクチンQ&A 

＜感染＞ 

犬と同様、フィラリアを持った蚊にさされることで 

感染しますので、都内、室内、マンションの上層階で

も感染の報告がされています！ 

＜症状＞ 

実は特別な症状はなく、咳や呼吸が速くなる、嘔吐や

食欲不振などがでます。また感染してからも無症状で

進行し、突然死してしまう場合もあるのです。 

 

 ＜診断・治療＞ 

ねこのフィラリア症は犬と異なり、血液検査による検

出が難しく、他の検査を用いても確定診断が難しいの

が現状です。また治療も咳や食欲不振に対する対症療

法が基本で、根本的に完治させることはなかなか難し

いです。 

 

蚊がいる限り感染しうること、症状の特徴がないので他の病気との判別がしづらく、確実な検査方法や治療法が確立されていないので感染して

しまうと治療が難航することが多い・・・というのがねこのフィラリア症の特徴です。 

ですが、フィラリア症は他の多くの病気と異なり、予防できることも特徴の一つでもあります。 

では予防方法は？  

現在ノミ・ダニ予防と一緒に予防ができる駆虫薬がいくつか使われています。 

当院ではブロードライン、レボリューションの２種類を用いています。前ページで記載した通り、 

３月〜12月の間、月１回の予防を継続することをお勧めします。 

 

https://www.zoetis.jp より引用 

特集2 疾患シリーズ  ねこの予防 



photo shot ☆

  

photo  shot☆ 
       

【表紙】 
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竹森 しらたまくん 

（スタッフからひとこと♪） 

 

診察台でもすやすや寝

ちゃうのんびりなしらたま

くん。会うたびに大きく

なって、成長が楽しみで

す。まめちゃん先輩、もっ

ち先輩と仲良くね。 

  

獣医師 竹田より 

 

【特集2の表紙】 

奥田 ルフィくん ルナちゃん 

六島 こももちゃん 

（スタッフからひとこと♪） 

 

ちょっとお澄ましなルナちゃ

んにゴロンと出したルフィく

んのもっちりお腹が堪りませ

ん。 

今年のダイエットはうまくい

くかな？ 

 

看護師 相澤より 

 

小野 しんじくん 

小池 とっとくん 

宮本 マフィンくん 



photo shot ☆

 ご家族様からのお写真を公募いたします。  

smile次号（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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photo shot では 

小池 とっとくん 
中井 ゆきちゃん 

橋詰 タロくん 

小池 ルルちゃん 

六島 こももちゃん 

奥田 ルフィくん 



予約もあっという間に埋まり、5組のご家族様とわんちゃんたちが参加してくださいま

した。前半20分はクイズも含めた講義内容。後半30分で実際にトレーニングという内

容です。デンタルケアは初めての方から、自宅で既に歯磨きをしている方まで様々で

した。どのご家族様もとても熱心で、質問もたくさん飛び交い、わたしたちスタッフ

も一緒に楽しむことができました。参加してくれたわんちゃんたちもたくさん褒めら

れながらお利口さんに頑張りました。 
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~ 絆プロジェクト ~ 

 

健康でいられますように   

 〜 絆プロジェクト 第5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。 

 

 

歯みがき教室 

2018年度 秋の活動報告 

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 

 

2018年8月9日 開催 

歯みがき教室「ベーシック編」を開催いたしました！ 

▼講義を聞いて、いざ実践♪ 

デンタルケアは、まずは興味をもってもらうところからが第一歩です！ 

まだ何もしていないという方も、歯磨き教室「ベーシック編」なら 

誰でも気軽にご参加いただけます。 

わたしたちと一緒に、わんちゃんのお口の健康を守りませんか？ 

是非皆様のご参加をお待ちしています。 

（現在はまだ不定期ですが、今後も3ヶ月に一度のペースで開催予定です） 
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9月には防災週間に伴い、9月1日〜9月9日までの9日間 

「防災力」＝「飼主力」― BOSAI 2018 ― 

（共催）いっしょに逃げてもいいのかな？展 

と題し、防災イベントを実施いたしました♪ 

いっしょに逃げてもいいのかな？展 パネル展示 

JAMC BOSAI 2018 

「防災力」=「飼主力」 

↑大型パネルを使っての巡回展示 

〜 絆プロジェクト 〜 

昨今、私たちの想像を超える地震、豪雨、自然災害が発生しています。 

いざ自分の身にふりかかった時の準備はできていますか？ 

 

●動物たちを連れてどう逃げよう？ 

●動物と離れ離れの時に災害にあったらどうしよう？ 

●ごはんや薬のストックはどれくらい必要？ 

●避難所では、別々に過ごすの？ 

●そもそも連れていってもいいのかな？ 

 

このイベントではそういった疑問に対する回答やヒントをお伝えしていきました。 
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〜 絆プロジェクト 〜 

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 

来場者数！ 

☆352名☆ 

たくさんの方々にお越し頂きました♪♪ 

←↑災害時に準備しておくと便利なグッズの説明中 

  意外とこんなものが必要なの！？と 

  皆さま目からうろこでした♪♪ 

←↑被災地の現場の写真や避難場所で

あったことなど、皆さま真剣に熱心に

聞いてくださいました！わざわざ遠方

から来て下さった方も♪♪ 

↓「見て・触って・体験できる」 

 備えておくべき防災グッズのご紹介 

← 安全な家具配置シミュレーションができる 

    ミニチュア模型の展示 

  （左写真→地震が起こる前）   

  （右写真→地震が起こった後） 

 

↑一家族に与えられるスペースを実体験。 

 意外に狭い事に皆さまびっくりした様子。 



point 

★嫌がらない子におすすめ! 

★仰向けに抱っこして膝の上にのせる♪ 

 脇にそっと手を回し前肢、後肢と爪を切る。 
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アッシュくん 

犬の爪と猫の爪の違い 

猫の爪は二重構造になって

いて古くなると外側の爪が

剥がれ内側から新しい爪が

生えてきます。 

How To Cut 

ハサミタイプ 

方法① ひっくり返して切る 方法➁ そのままの向きでもOK 

ギロチンタイプ 

爪の透明な部分をカットします。 

ピンク色に見える部分には血管が通っています。ここを切ってしまうと出血します。 

手の中央辺り（指の根

本のあたり）を上から

軽く押してあげると、

隠れている爪がでてき

ます。 

point ★前に逃げようとする習性があるので進行方向をさえぎるようにする。 

 point 

★暴れてしまう子など、一人で難しい場合は1人が保定をし、 

 両手・両足を持ってもう1人が爪を切る。 

  

されるがままにゃ～ 

ウトウト 

Zzz......... 

にゃ！？ 

輪の中に爪を通し、刃をスライド 

させて切るタイプ。 

力が入れやすいので初心者でも 

使いやすいです！ 

ハサミのように爪を両側の刃で 

挟んで切るタイプ。 

切れ味がよく、太い爪や固い爪、 

巻爪にオススメです！ 

もし、とっても嫌がってしまうのであれば 

cocoeにいらしてくださいね★ 



point 

性格によってやらせてくれる方法を選択しましょう！ 

★怖がり・ペロペロ舐めてくる・よく動く・咬む →①タイプ 

★好奇心旺盛（何してるか見たがる）・抱えられるの（保定）が嫌い →②タイプ 

 ※まえ足は②、うしろ足は①など混合タイプもいます。 

  やっていくうちに最適な方法がきっと見つかります♪ 
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How To Cut 

 
 

ギロチンタイプの持ち方 

・先端が丸みを帯びている 

・引っ込めることが出来ない 

・爪が長すぎると歩きづらく、 

 関節に負担がかかります。 

point 

★体ごと自分に引き寄せ、全体を包み込むようなイメージで身体を支えます。その後、掌で優しく手首を包み込むようにし、足をあげます。 

★足を急に持ったり、高くあげすぎたりするとバランスを崩し転倒の原因になったり、無理な角度で曲げたりすると足を痛める原因に繋がってしまうので 

 注意してください。 

まえ足 うしろ足 

自分の体と腕を使って、ワンちゃんの体を固定します。 

point 

★うしろ足の爪を切るときは、お腹の下に腕をくぐらせ、持ち上げない方の片足に負荷がかからないようにしてあげてから、そっと持ち上げて切ります。 

★まえ足の爪を切るときは、お座りをさせてあげるとバランスを崩さずに安全に行えます。 

まえ足 うしろ足 
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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 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 

    

HPにて随時ご案内中 

マンツーマンレッスン   グループレッスン   

information 〜各教室のご案内〜  

※すべて税抜き価格でのご案内 

発行  |株式会社  日本動物医療センター 

発行所 |〒151-0071東京都渋谷区本町6-22-3 

編集長    |相澤菜野 

編集・構成  |小池百恵   竹田祐子 杉浦慧斗 眞鍋日登美 倉本亜紗美  土田明歩 堀田亜由美  

当院をご利用の皆様へ 

通常診療日変更のお知らせ  

 表題の件につきまして、より質の高い医療への研鑽、質の高いコミュニケーションの実現、 

及び設備メンテナンスなどのため、診療時間の変更を行います。  

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただけますよう宜しくお願い申し上げます。   

なお、救急・夜間診療・24時間看護については、これまで通り継続いたします。    

【通常診療日の変更】  

2019年1月9日から 

毎週水曜日の昼・夜の部の通常診療を休診とさせていただきます。  

日 月 火 水 木 金 土

朝の部   9:00 - 12:00 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

昼の部 14:00 - 17:00 〇 〇 〇 ー 〇 〇 〇

夜の部 18:00 - 21:00 〇 〇 〇 ー 〇 〇 〇

休診 

休診 



● 通常診療 9:00 - 21：00 (水曜午後・救急の時間は除く） 

        ※毎週水曜の昼・夜は休診となります 

                             ※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 (水曜午後・救急の時間は除く） 

      ※時間帯予約となります。30分程度を目安にご案内いたします。 

           ※緊急性・重症度に応じて対応させて頂きます。その為、順番の前後や待ち時間が長くなる場合がございます。 

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 

日 月 火 水 木 金 土

朝の部   9:00 - 12:00 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

昼の部 14:00 - 17:00 〇 〇 〇 ー 〇 〇 〇

夜の部 18:00 - 21:00 〇 〇 〇 ー 〇 〇 〇


