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2003年7月29日 入社
日本猫
男の子♂
血液型
：不明
好きなこと：他の子のごはんを食べること
嫌いなこと：しつこくイチャイチャされること
大好物
：ほかの子のごはん
特技
：お部屋の隙間からご飯を盗みとる

部長

wakasa

2009年1月8日 入社
日本猫
男の子♂
血液型
： A
好きなこと：高いところに登る
嫌いなこと：お腹を触る
大好物
：小さな隙間
特技
：おもちゃ遊び

課長

norakuro

ko

主任

2013年9月21日 入社
日本猫
男の子♂
血液型
： A
好きなこと：お腹をなでる事
嫌いなこと：脅かされること
大好物
：なんでも大好き
特技
：上手に歩く

係長

2011年5月29日 入社
日本猫
男の子♂
血液型
： A
好きなこと：SAWARAとおっかけっこ
嫌いなこと：しつこくされること
大好物
：またたび
特技
：お部屋の隙間から
人の頭をなでること
2012年6月12日 入社
日本猫
男の子♂
血液型
： A
好きなこと：KOちゃんと遊ぶこと
嫌いなこと：知らない場所
大好物
：おやつ
特技
：人に抱き着くこと

sawara
akko
新入社員

tora

次長

監査役

2014年9月9日 入社
日本猫
女の子♀
血液型
： 不明
好きなこと：人間観察
嫌いなこと：色々なことにしばられる事
大好物
： 猫缶
特技
： サイレントボイス
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2005年2月13日 入社
日本猫
男の子♂
血液型
： A
好きなこと：ごはん！
嫌いなこと：だっこ
大好物
：ごはん！
特技
：もみもみ

日向ぼっこのベストポジションをめぐるいざこざかなにかで激しく取っ組み合ったネコたち。
あっ、結構いたそうだったな、今のパンチ。
もうひとりの子、足引きずってる!?
そう思った瞬間、車か何かが通ってふたりに危険が迫った時、
何事もなかったかのように平静を装って我に返るふたり。
動物は病気や怪我を隠そうとすると聞いたことがありますか？

野生動物の世界では、弱いものは敵に襲われ、怪我をしたものは
仲間からも見放されてしまう場合もあると言います。
つまり『大丈夫！！』なふりをしていないと生きていけないと、
本能で思っている結果なのかもしれません。
大好きな家族には心配かけないよう、ついつい隠し事をしているかもしれません。
そんなとき私たちにはそっと教えてくれるかも。
医療の目的とは、ただ単に病気を治すだけではなく、
早いうちから何かに備えたり、また何かが悪くなったりしないように
ちょっとした動物たちが出してくれるヒントに気付く事。
そして今よりもっと楽しく生きてもらうためにできることを
日々日々探していくことなのかなと思うのです。

【特集1】冬って意外と危険!?

冬に悪くなりやすい病気
危険なサインと対処法
・関節炎
・認知症
・泌尿器系疾患
・心臓疾患
・呼吸器系疾患

クローズアップ 『猫下部尿路疾患』
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【特集1】冬って意外と危険!?

呼吸器系疾患

ヒトも冬になると風邪を引きやすくなります。
それは、外気の乾燥や、寒さによる免疫力の低下からくるといわれています。
ワンちゃんも呼吸器のバリアが弱まって、
感染を起こしやすくなります。
もともと呼吸器の疾患を抱えている子や、高齢の子は、
特に冬に悪化しやすいので注意が必要です。
咳・くしゃみ、鼻水や異常な呼吸音は病気のサインです。

対処法

部屋の加湿・保温
十分な換気
お散歩前の注意：暖かい部屋から「急に」寒い外に出ることは避けましょう

認知症

なんと、認知症の発症は冬に多いといわれています。
高齢のワンちゃんはここにあげた他の各疾患を持っていることも多く、
冬は特に運動量が減り、家で寝ていることも増えてきます。
今から対策を始めていくことで、
認知症の発症を予防していきましょう。

対処法

積極的な運動：お散歩

おもちゃで遊んであげる

生活に刺激を：ごはんやおやつを上げる際、遊びながらもしくは
考えながら食べられるグッズの利用
お散歩コースを変える
※わんちゃんの認知症に対するご相談も受け付けています。
詳しくは病院スタッフまで

泌尿器系疾患

寒くなると、暖かいところでじっとしていることが増え、
飲むお水の量が減ってきます。
その分トイレに行くことが減るために、濃い尿が膀胱内に長時間たまって
膀胱炎になることが考えられます。
また、特に高齢の動物はもともと脱水傾向にあるので、
飲水量が減ることで急に脱水が進むことがありますので気を付けましょう。

対処法

飲水量を増やす：飲み水を少し温める、水分量の多い食事にするなど
家の中でもトイレ（排尿）ができるようにする
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【特集1】冬って意外と危険!?

心臓疾患

おうちはあったか、お外はひんやりのこの季節、
全身の循環はこの外気温に大きく影響を受けます。
温度に反応して急な血圧の変化が起きたり、呼吸器に負担がかかったりすると、
心臓疾患を持っているわんちゃんはその変化に対応できず、
症状が悪化することがあります。
咳がでる、疲れやすくなる、安静時の呼吸が速くなるといった症状は
おうちで発見できる大事なサインです。

対処法

お散歩前の注意：暖かい部屋から「急に」寒い外に出ることは避けましょう
寝ているときの呼吸数のモニター（1分間に40回を超えるときはすぐに病院へ）

関節炎

動きが鈍くなった、大好きだったお散歩に行きたがらなくなった、
寝てばかりいる、、、など、
年齢のせいかな？と思ってしまうような症状は、
実は関節炎によるものかもしれません。
関節炎とは、関節にあるクッション材の役割を果たす軟骨が変性して
関節に炎症を起こし痛みを伴う病気です。
冬になると、寒さのために血行が悪くなって筋肉が固くなって
より一層関節に負担がかかるため、症状が強く出てくることがあります。

対処法

適正体重の維持：肥満は関節に大きな負担を与えます
サプリメント：関節保護のサプリメントは様々出ていますが、続けることが大切です。
マッサージとストレッチ：血行を良くしてあげるために、全身のマッサージと
四肢のストレッチでお散歩前の準備運動をしてあげましょう。
ただし、痛みが強い時は無理をしないでください。
診察の上、痛みどめなどの治療も必要です。
※関節炎かな？と思ったら、まずは診察を。一緒に対策を考えていきましょう！

冬の室内の温度は

冬に最適な

大体22～23°Cぐらいを目安に

温度と湿度

温度計を設定しましょう。

湿度は40~60%くらいを目安にすると
良いでしょう。

4

【特集1】冬って意外と危険!?

クローズアップ！

冬に多い病気
☆こんな症状がありませんか？

猫下部尿路疾患
オシッコは腎臓でつくられ尿管を通り膀胱にたまり、

□

頻回にトイレに入る

最終的に尿道を通って外に出ます。（下図参照）

□

オシッコ体勢がいつもより長い

この一連の通路を尿路といい、このうち膀胱から尿道の出口までを

□

いつもと違う場所でオシッコしてしまう

□

オシッコの１回量が少ない

□

オシッコの色が赤い

□

陰部をしきりに舐める、下腹部の脱毛

しかし乾燥には強いため、元々あまり水を飲まないという性質があります。

□

オシッコの時に痛そうに鳴く

冬になるとさらに気温が下がり、日中の運動量が下がりがちにもなり、

□

おなかを触ると嫌がる、怒る

下部尿路といい、ここにおこる病気を
下部尿路疾患といいます。

猫の祖先は暖かい地方の動物であるため、寒さに弱いと言われています。

夏に比べると更に飲水量が減り、オシッコの量や回数が減ります。

【特発性膀胱炎】
特発性膀胱炎とは、検査上そのような結石や
尿路感染症が認められず原因がわからない
膀胱炎のことを言います。
再発が多く、ネコちゃんの下部尿路疾患の
約60%を占めていると言われています。

【尿石症】
オシッコの回数が減ると、濃さが濃くなり

オシッコに含まれるミネラル成分が結晶化しやすくなり、
尿道を刺激することで炎症が起こります。
とくに男のコは尿道が長く細いため、
膀胱や尿道に結晶成分や結石・炎症産物が尿道に
詰まって排尿困難になりやすいといわれています。
オシッコが全く出なくなってしまうと
命にも関わる重篤な状態になってしまうこともあります。

☆なんでなってしまうの？
元々持ってる猫の性質や解剖学的な要因の他に、冬になると飲み水が減り、オシッコが濃くなることとともに、
ストレスが引き金となっているかもしれません。
ミネラル成分の多い食事や消化の悪い食事、生成されるオシッコpHも関わっています。
写真・表：ロイヤルカナン提供
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【特集1】冬って意外と危険!?

☆どうしたらいい？？
□

オシッコが全く出ていない（個人差がありますが半日～丸一日以上）
→これは緊急性があります。尿道閉塞が起こっていると急性腎不全を起こし、
命に関わる可能性があります。 すぐに病院へ！

□

左ページのチェック項目に当てはまる
→尿検査やレントゲン、超音波検査へ

☆治療とお家でできること
1.

ストレスフリー環境
・トイレは清潔ですか？
・ネコちゃんトイレの数は適切ですか？

→共存しているネコちゃんの頭数+１のトイレが必要

・トイレの場所は静かなところにありますか？
・環境の気温は適切ですか？

2.

食事の変更
・尿量が増えるようにドライフードからウエットフードにしてみる。
・それぞれの疾患に適した療法食の相談をする。
例えば尿石症…ミネラル成分やpHなどが調節され、尿石形成されにくくするもの

3.

尿路感染症の予防
尿路感染症に対しての適切な抗生物質の投与が必要な場合もあります。
感染によって尿石症になりやすい環境を作り出し、再発が起こりやすくなります。

4.

十分な水分がとれるように
・水飲み場は清潔ですか？
・水飲み食器は好みに合っていますか？？数は足りていますか？？

5.

ダイエット！
肥満による運動不足は、ストレスや尿路結石をつくりやすくしてしまう要因の一つになります。
ただし急激なダイエットは危険です。まずは相談を。

6.

定期検診に！まずはオシッコ検査から！
ネコちゃんはなかなか症状を隠してしまいがちです。早期発見で重篤な状態を回避できることがあります。
また再発が多い疾患ですので、定期的チェックを受けていくアドバイスをもらってみませんか？

5歳齢以上のワンちゃん・ネコちゃん
→１年に2回以上の検診をお勧めします

『ストレスも大きくかかわっている？

おすすめは･･･

フェリウェイ（フェロモン製剤）※猫ちゃん専用

ジルケーン（サプリメント）※犬・猫兼用

お部屋の隅で尿スプレーや爪とぎをしてしまう子に・・・
フェイシャルフェロモンを含むフェロモン製剤です。
フェリウェイスプレーは、院内でも使用しています。

カプセルタイプのサプリメントです。
ミルクのような匂いで嗜好性が高くご飯にふりかけてあげ
ると好んで食べてくれるかも！

詳しくはスタッフまでお尋ねください♪
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【特集2】冬のあいだに

・あなたのワンちゃんネコちゃんは大丈夫？
歯周病はとってもこわ～い
・はみがきできるかな？

・健康診断のススメ

実は歯のお病気は見逃しがちだけれど、
ご飯をおいしく食べることに代表されるように、
幸せに生きていくための大事な臓器の一つです。
ワクチン接種などの予防にかかる出費が少ない今こそ、
気にはなっていたけど後回しにしてたお口の事、
ちょっと一緒に考えてみませんか。
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【特集2】冬のあいだに

あなたのワンちゃんネコちゃんは大丈夫？

・

歯周病はとってもこわ～い
歯周病とは…
歯の周辺の組織が、歯垢中の細菌により破壊される疾患です。
３歳以上の犬猫の約80％以上がかかっているといわれ、
歯周病を放っておくと、歯根部に炎症を起こし、
その周囲の組織が膿んだり出血したりする事があります。
また、小型犬では歯周病により顎の骨が薄くなり、
硬いものを噛んだだけで骨折する事もあります。(下図)
さらに、歯周組織から細菌や毒素が血液内に入り込み、
心臓疾患や内臓疾患の原因になる事もあります。

歯肉炎

歯周炎軽度

歯周炎中程度

歯周炎重度

レントゲン画像

口腔内チェックをしよう！

□ 口臭がある

□ 歯の汚れが気になる

□ よだれが多い

□ 口を触られるのを嫌がる

□ 口の中から出血がある

□ 歯がぐらぐらする

うちの子１つでも当てはまる…
ちょっと気になる…
この冬の間に一度診察にいらしてみてはいかがでしょう。
歯周病の進行レベルに合わせて、軽度の場合は歯みがき指導、歯垢・歯石除去、
また、重度の場合には全身麻酔下での抜歯を含む歯科処置を行います。

※ネコちゃんへの無麻酔スケーリングは行っておりません。
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【特集2】冬のあいだに
おうちでできる予防ケア

はみがきできるかな？
歯垢を付着させないことが歯周病の最大の予防法です。
スケーリング後も健康とキレイな歯を保つ為にホームケアを続けましょう。

はみがき教室
第2・4木曜日12：30～
第3土曜日18：30～
予約制 教室参加費500円(抜）

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

デンタル商品の紹介
『 LION デンタルブラシ 』
①歯ブラシ
『 LION

デンタルブラシ 』

②ガム
￥756

幅が小さい為、お口が小さい子にも使いやすく
価格もリーズナブルです。

『 ビルバックチュウ』(犬用)

『 ビルバックチュウ 』(猫用)

牛皮を主原料としたガムで、
ハミガキ効果に優れています。

ネコちゃん用は

幅が小さい為、お口が小さい子にも使いやすい！

『 ペリエイドデンタルブラシ 』

魚を主原料としています。

猫用 ￥1,851

Lサイズ ￥1,800
Sサイズ

Mサイズ

￥1,285

￥1,800

￥464

大型犬から小型犬、猫と幅広く使用でき、
ダブル植毛が歯周ポケットまで届く！

『 ベジタルチュウ エクストラ 』(犬用)

植物由来の原料（低アレルギー）を使用し嗜好性に優れたガムです。

③歯みがきペースト
『 チキンフレーバー
(犬猫用) 』
『 チキンフレーバー 』

Lサイズ ￥3,024

各 ￥1,132

Sサイズ
￥1,944

『 モルトフレーバー 』

ハミガキが苦手な子にも！
すすがずなめるだけ！

④ジェル
『 マキシガード 』
￥1,080

口内炎予防に！
液体と粉末を混ぜて
使用してください。

⑤food （犬猫用）
『ｔ/ｄ （小粒・大粒）』各1㎏ ￥2,387
『ｔ/ｄ （CAT）』 400g ￥1,471

繊維質が豊富に含まれている為
歯石や歯垢を絡め取ってくれます。
よく噛んでキレイな歯に！
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Mサイズ ￥2,376

【特集2】冬のあいだに

健康診断のススメ
動物たちはいつまでも子供のようでいても、
私たちの約4倍のスピードで
年をとって老いていきます。
それに少しの異常を感じていても我慢してしまうことが多く、
異常を私たちのように言葉で伝えることもできません。
このため、普段から声を掛けたり触ったり
コミュニケーションをとることや定期的な健康診断で
病気の予防をしっかり行うことが大切になります。

人間と動物の年齢比較表
わんちゃん、ねこちゃんの年齢を、人間の年齢に換算すると右のようになります。
小型・中型犬
猫の年齢
１カ月齢

人間の年齢

大型犬の年齢

人間の年齢

1歳

20日齢

1歳

2ヵ月齢

3歳

3歳

3ヵ月齢

５歳

５歳

１歳

18歳

１歳

12歳

2歳

24歳

2歳

19歳

※犬・猫・種類により多少差があります。

3歳

28歳

3歳

26歳

１歳を超えると人間にとっては1年でも

4歳

32歳

4歳

33歳

5歳

36歳

5歳

40歳

6歳

40歳

6歳

47歳

7歳

44歳

7歳

54歳

8歳

48歳

8歳

61歳

9歳

52歳

9歳

68歳

10歳

56歳

10歳

75歳

11歳

60歳

11歳

82歳

12歳

64歳

12歳

89歳

13歳

68歳

13歳

96歳

14歳

72歳

14歳

103歳

15歳

76歳

15歳

110歳

16歳

80歳

16歳

117歳

17歳

84歳

17歳

124歳

18歳

88歳

18歳

131歳

19歳

92歳

19歳

138歳

20歳

96歳

20歳

145歳

★小型・中型犬や猫にとっては
→ 4年
★5歳齢以下のわんちゃんネコちゃん
→ 7年にあたります。

☆５歳齢以下のワンちゃん・ネコちゃん
→1年に1回以上の健診
☆５歳齢以上のワンちゃん・ネコちゃん
→1年に2回以上の健診

健康診断の主な検査内容
血液検査 ：貧血や炎症、肝機能・腎機能の異常・脂質代謝や血糖値など健康状態を確認します
X線検査

：胸部（心臓・肺）や腹部臓器・骨の形状、位置、大きさを確認します

超音波検査：各種臓器の構造・形・動きに異常がないか確認します
心電図検査：心拍数・不整脈の確認、心臓病の可能性を探ります
尿検査

：糖尿病・腎臓病・尿路疾患・尿結石症などの異常を確認します

便検査

：寄生虫の有無・腸内細菌バランスの確認をします
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【特集2】冬のあいだに

うさぎさんの貸し切り外来・相談室

場所：当院併設トリミングサロンcocoeにて

毎週木曜日は
トリミング
定休日です

ご希望の方は事前にお電話にてご連絡下さい
予約制診察、うさぎさん専用の待合室を設けるなど、

“うさぎさんへのストレスを最小限にする”
ことを第一に考えました。
飼い主さんだけの来院相談も可能です。
長年うさぎさんを飼われている方はもちろん、初めてうさぎさんを飼う
という方もどうぞお気軽にお尋ね下さい。

うさぎさんの健康診断
問診、血液検査、レントゲン、超音波検査など

うさぎさんの外来・相談とともに、健康診断を行うことができます。
うさぎさんにはワクチンがなく定期的な来院機会が少ない傾向にあります。
またうさぎさんは体調が悪くてもなかなか訴えてくれず、病気の発見が遅くなりがちです。
健康で生き生きとした暮らしを送るために、ご自宅のうさぎさんの健康状態を把握し,
一緒に対策を考えていきませんか？

うさぎさん の グルーミング
うさぎさんにブラッシングは必要！？
うさぎさんの毛が抜けやすいのは
主に冬毛から夏毛に生え換わる春と、夏毛から冬毛に生え換わる秋です。
エアコンが効いた室内でペットとして飼われている子の場合、
自然のサイクルにしたがって毛が生え換わるとは限りません。

うさぎさんは頻繁に毛づくろいをします。

グルーミングの内容

そのため毛づくろいの際に抜けた毛を飲み込んでしまい、
お腹の中に飲み込んだ毛が溜まって詰まってしまうという

爪切り
毛球症という病気になってしまう可能性が高くなります。
ブラッシング
毛玉・抜け毛取り
必要に応じて部分シャンプー
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【特集3】

photo shot☆
第一回
～ スタッフの家族紹介 ～

（ アイコンの説明 ）

うちの子の
変なとこ紹介

『smile』よりお知らせ

photo shot

第二回目より

飼い主様からのお写真を公募いたします。
次回テーマは

『春』

皆様からのご応募お待ちしております。
smile次号（春号）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。

smile@jamc.co.jp
件名に『春号写真募集係り』
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。
※公募写真は本誌に掲載のみに使用し、他の目的には使用いたしません

中川 ネオ

竹村

食べること、泳ぐことが

ポン

人見知りですっ！

大好き★

倉本

きなこ

倉本

おはぎと

マイペース

常に一緒にいたい

油谷

油谷

シェリ

アンディ

食い意地が

下あごがでてる

本間

おはぎ

とっても

すごいっ!

桃太郎

痩せない・・・

村野

だっくん

舌だして半眼で寝る
１７歳のおじいちゃん

笹原

うに

性格も体格も正反対な２人♪
真夜中の運動会が止められない
仲良しさん★

笹原

まめ

麻生

みーこ

龍之介の上に
乗る！！！

瀬尾

くるみ

コタツに入ると

円谷

つくし

必ずオシッコしちゃう･･

皆皆がビックリしようが
お肉がはみ出ようが

浦上

ここで寝たいんです！

晃太

ツンデレ♡

麻生

龍之介

みーこに上に
乗られる！！！

杉浦

らっせ

アゴをのせるのが
大好き♪

高橋

ケイティ

佐藤

電化製品の温もりが大好き！

ちび

ちょっと太り気味･･･

お気に入りはビデオデッキ★

上野

上野

ミル君
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パピ子

佐藤

そぼろ

甘え方がイヌなネコ

福島

ゆず

付かず離れず…
絶妙な教理を保つ
この二人・・・

相澤

ここあ

大根の葉っぱが
大好き★

坂本
福島

モカ

足の裏の臭いを

ぽんず

嗅ぎたがる

島田

ちょび丸

赤ちゃんのお世話を

相澤

お手伝いします♪

おやつ大好き★

ちろる

ゴハン入れる時だけ
ブブって怒るんです

富田
富田

宮本

チェリ

長沼

す～ちゃま

にゃックス
数日離れると

にゃックスに譲る

飼い主をちょっと忘れ、

優しいおにいちゃん

逃げ、隠れる…

ミミ

呼ぶと『にゃっ、にゃっ』と

どこでも

しゃべりながら走ってきます

いつでも
転がります

有藤

ごま

有藤

メイ

板倉

ハリー

元野良なのに
クラナミ KEN

ヘビ大嫌い！

言葉が分かり、
クラナミ ミータン

貶すと怒る･･

そこにトイレットペーパーの
芯があるなら…
抜けなくなろうとも･･入りたい！

佐藤

メア

とってもお利口さん♪

クラナミ じゃじゃ丸

すぐお尻みせる。
番犬なのに・・・

井川

クラナミ 夜叉丸

クラナミ ちゃちゃ丸

人が好きすぎて
「ンナッ」と鳴き

怖がり屋さんすぎて

「ごはん」としゃべる！

番犬なのにハウスから
でない・・・

ごん太

お庭で背中を
ゴリゴリするのがたまらない

最強のツンデレ

小池 ATOM

小池 美ら

トイレに駆け込んできて
膝の上に乗り甘えたおす

祐島

ティアモ

與名本

うつ伏せ地蔵！

小池 〇
（えん）

デイビー

誰かのゴロゴロが聞こえると
走ってきて割り込む子･･

現るっ！！

からのお知らせ

5th

anniversary
SPAメニュー 50％OFF キャンペーン

the

2010.1.9リニューアルオープンから
5周年を迎えることが出来ました。
cocoeをご利用いただいている皆様に
スタッフ一同日々の感謝を込めて…
期間限定キャンペーンをご用意いたしました。
初めての施術の方も、以前施術したことがある方でも
基本料金より50％OFFさせていただきます
小型犬￥4320（込）～
中型犬￥5400（込）～
猫

￥4860（込）～

ハーブパック

小型犬￥3240（込）～
中型犬￥4320（込）～
大型犬￥5400（込）～

アロママッサージ
その子に合わせて
タイプ別にブレンドしたアロマオイルを用いて、
心地よい精油の香りと手の温度、優しい刺激で
全身をマッサージしていきます

ハーブパック
肌のタイプから「ビューティー」「ドクターズ」「モイスティー」
3タイプから選び全身をパックしていきます。
天然成分100％の完全オーガニック製品を使用しています。

ハーブ湯

全身のパックが難しい子（高齢・大型犬）におすすめなメニュー
ハーブパックと同じ天然成分100％完全オーガニック製品を使用。
ハーブパックの入門編としてもお試しください

￥1080（込）～

トリートメント
アミノ酸系保湿成分・18種のハーブエキスの働きで被毛に潤いを与え、
心地よいサラサラ感を持続させます。
静電気や毛玉・もつれが出来にくく、
艶やかな仕上げになります。

（施術のご案内）
◆予約時、もしくは当日のお申し付け、
どちらでも対応いたします
◆一回のご利用時に上記4つのSPAメニューより
お選びいただき施術いたします
◆ 期間内に2回目の施術をご希望の場合、
前回施術したメニューを除く残り3種類の中より
お選びいただき施術いたします

小型犬￥2160（込）～
中型犬￥2700（込）～
猫

※同日に複数のメニューは施術できかねますのでご了承ください
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￥2430（込）～

『ばにっちょの闘病日記』
Profile
2007年5月4日 日本動物医療センター入社
バーニーズマウンテンドッグ
女の子♀
血液型
：DEA1.1(+)
好きなもの：にんげん
嫌いなこと：無視されること
大好物
：にんげん
特技
：お尻で挨拶
相方
：ダル男（ダルメシアン♂）
2008年5月14日コンビ結成

『ばにっちょの闘病日記』vol.2
前回の秋号（2014)で紹介しました当院の
バーニーズマウンテンドック
『ばにっちょ』。

左肘のしこりが
『組織球性肉腫』という

悪性組織球腫とは…
‘組織球～’と名のつく病気は、全身に存在する免疫を司る細胞が
起源で起こる病気とされています。

悪性腫瘍であることがわかり、

炎症性の疾患で免疫系の異常が起こり、家族性（遺伝性）の報告がされています。

8月11日.

そのため限られた犬種での発生が報告されています。

無事手術を終えました。

（バーニーズマウンテンドック、ゴールデンレトリバー、
フラットコーテットレトリバー、コーギーなど）
組織球性疾患のなかで腫瘍性のものには、組織球腫と組織球肉腫があり、
前者は良性でたいていは治癒しますが、後者は悪性の腫瘍です。
治療法の多くはまだ効果が確立されておらず、
多くの抗がん剤への反応は少なく、
数週間から数か月の経過で転機をむかえると言われています。
断脚手術により早期であれば転移はおこらない可能性もありますが、
再発はいつ、どこにでも起こりうる可能性もあるとても怖い病気です。

『手術に向けてしたいこと･･･

【その一】
青空の下でお散歩♪

【その二】
きれいきれいにシャンプー♥
【その三】
みんなと遊ぶ
そして。
いざ、手術を乗り越え・・・・

術後4か月経過した現在、
前よりも若々しく、前よりも甘えん坊で、
リハビリを頑張っています。
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【スタッフ紹介

各種お知らせ】

1.この仕事に就いたきっかけは？
学校帰りによく近所の野良猫の面倒をみていて、
その子たちを治してあげられるようになりたかったからです。
2.どんな事に気を付けて仕事をしていますか？
動物たちにとって一番良いことをしてあげたい。
気づけることには気づいて、してあげられることはしてあげて、
その子にきちんと向き合いたい。
3.2015年の豊富は？
動物たちにも飼主様にも正面から向き合います！
4.セミナーに向けて一言！
2月7日に開催予定の院内セミナー
「複数のねこを飼うために大切なこと」を担当します。
私自身猫をいっぱい面倒みている経験があるので
猫好きの方とたくさん色々なお話をしたいです！
5.今ハマっていることは？
高校まで習っていたピアノをまた弾きたいです。
気軽に弾きに行けるところがあれば教えてください！

永田 理紗
Risa Nagata

うちの子紹介♪ ズリちゃん
交通事故にあって保護され、ご縁あってうちに来ました！
後ろ足が麻痺しており歩けませんが、前足で自由に動き回り、
私の後ろをついてくる可愛い子です。
障害を感じさせない元気な姿に、いつもパワーもらってます！

献血の募集

献血してくれる子募集中！

こんな子を募集しています！
＊健康なわんちゃん (満１～７歳)

わんちゃん、ねこちゃんも輸血が必要なことがあります。
しかし人のように献血システムが確立されておらず、
必要な血液の確保が困難な状況です。

健康でお部屋飼いのねこちゃん
(満１～８歳)
＊交配経験のない男の子

そこで当院では輸血プロジェクトを立ち上げました！
ご協力頂けるわんちゃん、ねこちゃんを募集しています。
詳細な献血の条件、当日の流れなど詳細に関しましては、チラシやHP、

妊娠、出産歴が無く、
現在妊娠中でない女の子
＊定期的に必要な予防を受けている子

またはスタッフまでお気軽にお問い合わせください。

【院内でのマナー】
人も動物も気持ちよく過ごすために
＊オフリードはご遠慮ください＊
当院には５種類の動物たちが来院するほ
か、中には他の子が苦手な子もいらっしゃ

【待合室のご案内】
＊ねこ、ウサギさん優先席＊
待合奥のピンクのソファは、ねこ・うさ
ぎさんの優先席となっています。わんちゃ

います。お待たせしてしまう事が多々あり

information

んの隣だと緊張してしまう子も多いので、

ますが、トラブルを未然に防ぐために、ご
協力をお願い致します。

＊携帯電話はマナーモードに＊
音に敏感な子もいらっしゃいます。びっ

席に余裕がある場合はどうぞお譲り下さい。

くりさせてしまう事のないよう、音の出な

＊デンタルコーナー＊
待合室中央のラックに当院おススメのデンタルグッズを展示しております。ぜひ実物

いような設定をお願い致します。また入院

を手に取ってお気軽部ご覧ください。また、待合室入ってすぐも左手のラックにはわん

の子にご面会される際は、電源をお切りく

ちゃんの「歯石の見えるライト」の体験コーナーがあります。体験した方にはデンタル

ださるようにお願い致します。

用品のサンプルを差し上げていますので、どうぞお試しください。
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院内セミナー
スケジュール

【パピークラス】

院内セミナー
テーマ

毎週火曜日（祝日除く） 12：30～

『ねこ』

予約制 教室参加費500円

予約制（先着5組）

【しつけ教室】
毎週月曜日（祝日除く）12：30～

1/17（土）【ねこを迎えよう！迎えたら！！】

予約制 教室参加費500円

19：00～

【はみがき教室】

2/7（土）【複数のねこを飼うために大切なこと】

第2・4木曜日12：30～ 第3土曜日18：30～

19：00～

予約制 教室参加費500円

2/28（土）【シニアねことの暮らし方】

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

19：00～

3/21（土）【ねこ 座談会～ねこの予防～】
19：00～

Tel
18

03-3378-3366

無麻酔スケーリング

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。
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。
昼間より少ない人数体制で診療にあたっておりますのでお待たせしてしまうこと
があります。看護師がまずご様子をみさせていただき緊急の場合はお預かり、迅
速な対応をさせていただきます。

夜間など時間外診療においては、別途料金をいただいております。

http://www.jamc.co.jp

