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わんちゃんが笑顔で散歩をしていたり、 

ふと見た窓辺でねこちゃんが日向ぼっこをしていたり、 

金魚とか小さな動物に、毎朝ご飯をあげる風景だったり。 

当たり前のような光景ですが、私の知らない所では 

そうでないこともあるかもしれません。 

 

その国や地域の幸福度はいろいろな尺度から測られますが、 

動物たちが幸せに暮らせているかどうか 

それがその国の幸福度の指標だといってもいいきがします。 

 

私たちはこれからも、そんな私たちの幸せを支えてくれている 

動物たちの幸福度指数をあげていくために、 

日々悩んで、考えて、行動していきたいと思っております。 
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【特集1】      

そうだ、 

予防について知って、 

健康診断してみよう 

ポチ君は飼い主のクマさんパパのことが大好き！ 

毎日お散歩で一緒に公園へ行きます 

  

土をホリホリ、 

元気いっぱいで大はしゃぎです 

  

ポチ君  

クマさんパパ 

  

ところが数日後… 

  

と思いましたが 

お散歩に行って 

お友達に相談すると、  

ん？病院？？ 

  

  

おや？ 

なんだかポチ君の様子が 

おかしいかな？ 

お家に帰ってポチ君は 

クマさんパパにうったえてみたのです 

  

お散歩では 

仲良しのお友達にあったり… 

 

  

病院に 

行ってみたら？ 

  

悪いところを 

探したり、 

治してくれるんだよ 

  



  

心配に思ったクマさんパパは 

ポチ君を病院に連れて行き、 

診察を受けました。 

  

『なんだか元気がないみたいで…』 

『いつもは公園で元気に遊ぶのに…』 

 

【特集1】 そうだ、予防について知って、健康診断してみよう 

初めてだったけど思い切って病院に行ってみてよかった！ 

だけど、毎日見てるけどやっぱり詳しく検査してもらわないと 

わからないことってあるんだな… 

早めに異常に気付く方法ってあるのかな？ 

  

病院で治療してもらってすっかり元気！ 

クマさんパパもポチ君もほっと一息。 

  

 その後、クマさんパパは先生に相談をしてみたのです。 

 

 ポチ君は 

普段どんな予防や健康診断を 

うけていますか？ 

  
予防…？ 

健康診断…？ 

混合ワクチン 
 
かかりやすい、かか

ると重篤化しやすい

病気のワクチンを数

種組み合わせたもの

です。仔犬・仔猫は

母子免疫が消える後

まで数回、成犬・成

猫は年１回接種する

ことで病気を効果的

に予防することが出

来ます。 

  

狂犬病ワクチン 
 
近年日本での発生はあ

りませんが、輸入感染

例はあります。 

わんちゃんにかかって

しまったら致死率はほ

ぼ100%という恐ろし

い病気です。日本では

「狂犬病予防法」で年

1回の予防接種が義務

付けられています。  

  

  

  
  

フィラリア予防 
 
蚊が媒介する寄生虫の

病気です。わんちゃん

やフェレットちゃんは

主に心臓に寄生し、死

亡率が非常に高いです。 

ねこちゃんにも重篤な

呼吸器症状を引き起こ

し、突然死を招く可能

性もあります。 

  

外部寄生虫対策 
（ノミマダニなど） 

 
とくに春先から秋に

かけての暖かい時期

に発生します。犬は

激しい痒みだけでな

くアレルギー性皮膚

炎を起こしたりもし

ます。人に感染する

病気を媒介すること

もあります。 

 
＊うさぎやフェレットには犬

猫用駆虫薬は使えないので、

まずは環境を整えてあげる必

要があります。 

  

  

内部寄生虫対策
（お腹の中の虫） 

 
主に回虫・鉤虫・瓜

実条虫といった腸内

に寄生する虫のこと

をいい、様々な消化

器症状を引起こしま

す。ノミなどの外部

寄生虫と違って目に

見えず感染を見過ご

してしまいがち。知

らない間に飼育環境

を汚染してしまう事

があります。定期駆

虫がポイントです。 

  

  

  

クマさんパパは先生に 予防 の内容を教えてもらいました。 

 

フィラリアと 

内部寄生虫を 

同時に駆除できる 

予防薬もあります！ 
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改装に伴い、 

当院では5月中旬より 

うさぎちゃん専用の診察室が 

設備される予定です。 

周囲の環境に敏感なうさぎさんのためだけの 

安心できる空間で検診が受けられます。 
 

【特集1】 そうだ、予防について知って、健康診断してみよう 

 

       これらをその子に合わせて健康診断プログラムを作る事もできますよ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

こんなにイロイロあるんだね。 

先生に相談して 

ポチ君に合った 

健康診断プログラムを 

組んでもらわなくちゃ。 
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動物は具合が悪くなってもそれを隠しがち。 

ちょっとしたサインも見逃さないことが大事です。 

毎日のコミュニケーションを大切にしましょう！ 

 飼い主さんが、わんちゃんのおうちでの些細な変化に気づいてあげられると 

早く病院にきてチェックすることができますね。 

 

 

 

  

身体検査         

血液検査  

便検査 尿検査 

レントゲン 

超音波検査 

特殊 

血液検査  

うさぎさん専用外来 

 

        

ちなみに… 

予防と健康診断はとっても大事なものなんだね 

これからもずーっとポチ君に     

  元気でいてもらわなきゃ！ 

 

  

なんていうのもあるんですよ 

 健康診断もたくさん種類がありますよ。 

年齢や生活環境に応じて必要な検査はかわってきます。 

相談しながら決めていきましょう！ 



吐く・下痢をする 

１日何回？どんなものを吐く？ 

どのような形状の便？ 

   ・感染症 

   ・消化器の病気 

   ・腎臓や肝臓、膵臓などの病気 

   ・誤飲、誤食、中毒 など 

  

呼吸 

・早い（40回以上 /分） 

・呼吸しているときの 

 舌の色が白っぽい 

・咳き込む 

   ・感染症 

 ・心臓病 

 ・呼吸器疾患 

 ・何かの痛み など 

食欲がない・痩せてきた 

・匂いは嗅ぐのに食べられない？ 

 匂いも嗅ぎたくない？ 

・あばら骨が浮き出て 

   簡単に触れる 

 

   ・口腔内疾患  

   ・消化器疾患 

   ・腫瘍 

 

目・鼻 

・くしゃみ 

・はなみず（白～黄緑色） 

・めやに（黄緑色） 

 

   ・感染症 

   ・眼の病気 

   ・お口からくる病気  

                      など 

  

お口の中・まわり 

・臭いにおいがする 

・歯ぐきや舌の色が白い 

・歯ぐきが赤く腫れたり出血 

・よだれがついている 

   ・歯周病 

   ・消化器の病気 など 

  

おしっこの異常 

・尿が１日以上出てない 

・排尿時痛そう 

・変な色（透明、赤、茶など） 

・何度もトイレに出入りする 

・いつもと違う匂い 

・いつもより量が多い 

   ・泌尿器の病気 

   ・生殖器の病気 

   ・中毒 

   ・その他の内臓の病気 など 

 

 

  

毛・皮膚・耳 

・痒い、赤い、腫れてる 

・フケが多い 

・毛ヅヤが悪い、はげている 

   ・感染症 

   ・アレルギー 

   ・ホルモンの病気 

   ・腫瘍 など 

 

  

体の動き 

・足を引きずる 

・立てない 

・まっすぐ歩けない、回る 

・けいれん 

   ・神経疾患 

   ・整形疾患 

   ・中毒 耳の病気  

                        など 

 

  

お家で気づけるポイントはどんなところでしょう？ 

異常チェックリスト 

  

【特集1】 そうだ,予防について知って、健康診断してみよう 
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お家でどこを見ればいいかわかりやすいように 

チェックリストにしてみました。 

是非活用してみてください☆ 

  
画・イラスト：AKIKO KURIHARA 

イラスト編集：MINA ITAKURA 
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 【特集2】 

疾患シリーズ 

-関節- 
 

 

メタボリックシンドローム・ロコモティブシンドロームをご存知ですか？ 

近年、ヒトの医学領域ではメタボリックシンドローム（メタボ）は、 

「肥満」が原因で将来的に「内臓の病気」になったり「要介護状態」になるリスクが高くなるのに対し、 

ロコモティブシンドローム（ロコモ）では、 

「運動器の障害」が原因で将来的に「要介護状態」になるリスクが高くなると言われています。 

動物にも同様のことが当てはまります。 

歳をとって、寝たきりや生活に支障がでることはできるだけ避けたいものです。 

今回はわんちゃんねこちゃんに多い関節の疾患についてまとめてみました。 

 

 



【特集2】疾患シリーズ『 関節 』 

☆外科療法 
手術によって膝蓋骨「膝のお皿」が 

正しい位置にくるように筋肉や骨の配置を整え、 

さらなる骨格変形を予防する。 

☆内科療法 

炎症・痛み止め 

手術前 手術後 

手術内容はその子の状態や症状によって変わります。 

この子は術前は後ろ足を挙げたままで痛がっていましたが、 

術後痛みなくお散歩出来ています☆ 

骨の変形を予防する

にはできるだけ早期

の手術が必要です。 

うちの子なんだかいつもと歩き方が違う気がする...  

なんてことありませんか？ 

わんちゃんの膝蓋骨脱臼 

わんちゃんで多くみられる関節疾患No.1!! 

こんな症状ありませんか？ 

 

□ 後ろ足を挙げて歩く 

□ 足がポキポキなる 

□ 突然足を痛がる 

□ 散歩中に立ち止り動かなくなった 

□ 極端なX脚・O脚 

【特に多い犬種】  トイプードル、チワワ、パピヨン、ポメラニアン、マルチーズ、ヨークシャー・テリアなどの小型犬 

●膝蓋骨ってご存知ですか？ 

 膝蓋骨とは膝の骨、俗に言う“膝のお皿” 

●膝蓋骨脱臼とは 

 わんちゃんの膝蓋骨が正常な位置から 

 外れてしまうことを言います。 

 そうすると、膝の屈伸運動が 

 思うようにできなくなってしまいます。 

治療 

おうちでできること 

 

悪化予防がとても大切！！ 
膝に負担をかけないことが一番大切☆ 

 

・ 硬くて滑りやすいフローリングは膝への負担がかかりやすいので、じゅうたんやマットを敷いてあげましょう。 

・ 太りすぎ注意、体重コントロールをしましょう。 

・ 膝関節周りの筋肉を付ける為にも適度な運動を。ただし、過度な運動は禁物。 

  

        もしかして・・・とおもったらまず獣医さんに聞いてみましょう！ 

膝蓋骨が 

内側にずれていたものを 

正しい位置に戻します 
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【特集2】疾患シリーズ『 関節 』 

骨同士の接合面を保護して動きを滑らかにしている軟骨が摩耗・変形して、 

関節の炎症を引き起こし、徐々に悪化していく病気。 

猫の場合、派手な症状を出さず、食欲の低下や活動性の低下などのわかりづらい症状として現れることが多い 

と言われています。 

関節鼠（かんせつそ）と呼ばれるこのトゲトゲが、痛みの原因になっています 
 

こんな症状ありませんか？ 

□ ジャンプができなくなった 

□ 階段・段差の上り下りをしなくなった 

□ 立ち上がるのがつらそう 

□ 食欲・元気がなくなった 

□ 尾を下げていることが多くなった 

□ 歩き方が変 

□ 寝ている時間が長くなった 

□ 別のところで排尿・排便してしまう 

最近うちのねこちゃん、寝てばかり…  

歳のせいかな…                            

と思うことはありませんか？ 

それって、本当に歳だけのせい？                    

ねこちゃんの関節炎 

歳をとると膝や肘が痛いなぁと 

感じることありますよね？ 

ヒトだけでなく、ねこちゃんも同じ。 

実は慢性的な痛みに苦しんでいるかも 

しれません。 

 おうちでできること 

 

・ 太りすぎ注意！！ 

・ 無理なく上り下りできる段差を用意したり、フローリングは関節に余計な負担をかけてしまうため、 

  滑りにくいじゅうたんやマットを敷いてあげましょう。 

       ねこちゃんは元々高いところに上るのが大好き♪ しかし足腰が痛いと動きたくなくなるもの。 

                   動けないとそれもまたストレスなんです・・・ 

なんと、12歳以上の90%のねこちゃんが関節に異常が認められていると言われてます！！ 

高齢になっても元気にすごしてもらうために、今一度見直してみませんか？ 

できることはあります！お気軽にご相談ください。 
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photo shot☆ 
       第5回 

   ～  お気に入りの場所 ～ 

おめでとうございます！！ 
～スタッフからのコメント～ 

「とても気持ちよさそうですね♪ 

ティアモちゃんが元気に走り回る姿が 

目に浮かびます(#^.^#)」 

 

【表紙の写真】 

祐島 ティアモちゃん  
 

『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（夏号）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『夏号写真募集係り』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。 

※公募写真は本誌に掲載のみに使用し、他の目的には使用いたしません 

smile@jamc.co.jp 
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【特集3】photo shot ☆ 

 

 

 

 

   

★ メルちゃん（1才） ★ 

あ”～～～あったかい(#^.^#) 

★ ティアモちゃん（9才） ★ 

河原のお散歩 

風が気持ちいぃぃ♪ 

★ くろちゃんと子供たち★ 

ママの側が一番好き(*ﾉωﾉ) 

★ どろぼちゃん（10才） ★ 

腕の中が落ちつくの(#-.-#) 



【特集3】photo shot ☆ 

 

 

 

 

   

★ トット君（2才） ★ 

お外が見えるこの場所が指定席 

皆さまからの 

たくさんのご応募 

ありがとうございました☆ 

次号もお気軽に 

ご応募ください☆ 

皆さまからの可愛らしいお写真 

お待ちしています☆ 

 

（＾ｖ＾） 

smile編集部 

★ イオンちゃん ★ 

on座・布団！！ 

 

それぞれにお気に入りのかごに入って 

日向ぼっこ(#^.^#) 

★ きなこちゃん（3才） ★ 

★おはぎちゃん（3才）★ 

ハンモックの上が大好きなの♪❤ 

★ ごま君（8才） ★ 

どんなにはねのけられたって！ 

何度でも膝によじ登る！！ 



【information】 

vol.2で全体の完成予定の間取り図を紹介いたしました！ 

今回は工事が仕上げに取りかかっている箇所の 

ご紹介をさせていただきます★ 

車いすの方も 

ご利用いただける 

広々としたトイレ。 

2016.3.～ 

改装工事中・・・ 

1Ｆの半分 

新しい診察室が出来ました★ 
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次号では（夏号） 

ねこ診察室やうさぎ診察室、入院室。 

検査室などをご紹介させて頂きます。 

引き続き、 

みなさまにはご迷惑をおかけしておりますが、 

ご協力をお願い申し上げます。 

 

白を基調とした清潔感のある 

明るい印象の待合室と診察室。 

床は木目調、 

手の触れる箇所も木でぬくもりを。 

飼い主様専用の手洗い場を完備。 

『リニューアルへの道』 



ねこちゃんもシャンプーはできるの？ どんなペースでシャンプーすればいいの？ 

その子の毛のサイクルや 

生活パターンなどによるものですが、おすすめは 

 

短毛のねこちゃんは2～3ヶ月 

長毛のねこちゃんは1～２ヶ月 

（カットは3～4カ月に1回） 

足裏が伸びて滑っている。 

どうすればいいの？ 

足裏をカットしてあげることで、 

肉球が地に付き、滑りにくくなり、 

高い所からの落下防止になりますよ♪ 

YES！ 
ねこちゃんは自分で体をペロペロと舐めて、 

グルーミングをするのでシャンプーは必要ないと思わ

れがちですが、それだけではフケや脂が残っているこ

ともあります。 

また長毛のねこちゃんはもちろん、短毛であっても抜

毛が多くなる換毛期の時期、必要のなくなった被毛

（死毛）がそのまま体表に残っていると、毛玉ができ

たり、毛がごわつき、蒸れが原因で皮膚病になる可

能性があります。  

定期的に人間の手でシャンプーとブラッシングによっ

てお手入れしてあげるとねこちゃんにとって快適に過

ごせて、コンディションを保つことができます。 

ねこちゃんはカットできるの？ 

長毛猫飼っていて抜け毛・毛玉 

がすごくて。。。 

ね こ ち ゃ ん の  

ねこちゃんでもカットはできますよ♪ 

全身カットする際は、 

基本2mmのバリカンでカットします♪ 

ライオンさんのようでとっても可愛い♪ 

Before 

After 

After 

Before 

After 

shampoo  

cut 



換毛期の4月・5月に刈りました→夏場今までになく快適そうに過ごしてました。秋頃には生えそろい寒い冬も問題なく過ごせました！

それからは毎年春先に丸刈りするようになりました。

初めてカットしたねこちゃんの 

飼い主さん ♪ Voice ♪ 

ねこちゃんそれぞれ個体差があるので、 

一概には言えませんが、目安としては 

3ヶ月〜6ヶ月くらいで生えそろいます♪ 

カットしたらどのくらいで毛は 

伸びてくるの？ 

After 

ごまちゃん 
換毛期の4月・5月に刈りました。 

夏場今までになく快適そうに過ごしてました。 

秋頃には生えそろい寒い冬も問題なく過ごせました！ 

それからは毎年春先に丸刈りするようになりました。 

 

モンちゃん 
我が家は家族に喘息を持っている子がいる為に 

月1回カットしています。 

抜け毛がまう事も少なく、掃除も楽になりました。お 

互い快適に過ごしています。 

 

                        NO！ 
毛玉になってからでは、 

ねこちゃんに大きな負担が。。。 

皮脂で毛が汚れて絡まりやすくなります。 

小さな毛の絡まりができると、アッという間に大き

な毛玉になってしまいます。毛玉は毛が引っ張ら

れた状態が続き空気の通りも悪くなり、皮膚が赤く

炎症を起こし、ただれて不潔な状態になります。 

その為、毛玉になる前に取り除いてあげることが

重要です。毛玉ができてしまったら、皮膚がとても

デリケートな状態になり切れやすい為プロのトリ

マーさんにおまかせしましょう！決して自分では刈

らないで！！ 

毛玉は放っておいて大丈夫？ 

ト リ ミ ン グ 

アトムちゃん・美らちゃん・○（えん）ちゃん 
年に２回の換毛期の抜け毛の多さに悩んでました。 

特に冬場は、布団にもぐりこみ 

寝具が毛だらけになって掃除が大変でした。 

そこでトリミングをお願いしました。 

「掃除が楽!!」の一言に尽きます。 

毛玉を吐くことも少なくなりました。 

それ以降は半月に１回に刈って常に短い状態にしています。 

Before 

After 

からのお知らせ  
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【information】 

『ばにっちょの闘病日記』移住編 

『 新天地へ 』 

おひさしぶりです、ばにっちょです。 

この間、満9才を迎えてみんなに 

お誕生日をお祝いしてもらったの！ 

おいしいケーキももらったよ。 

2014年7月に『組織球性肉腫』という 

悪性腫瘍を発症し、断脚という大きな 

手術も乗り越え今の生活にもなれてきました。 

お誕生日の健診では、病気の転移やその他にも 

異常はなかったです！ 

 

それともう一つ、うれしいことに…新しい家族が決まりました。 

それは私と一緒にずっとお仕事をしてきた 

当院のスタッフ瀬尾先生。 

瀬尾先生は当院のグループ病院である宮古島 分院に 

これから赴任することになり、 

そこへ私も一緒に連れて行って、 

家族の一員として迎え入れてくれることになったのです。 

  

しばらくはみんなと会えなくなってしまって寂しいけれど、 

わたしはこれから新しい土地で幸せに生きていきます！ 

みんなどうもありがとう。 

宮古島に来た時は、 

またわたしと遊んでね！！   by ばにっちょ 
 

  

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 
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【information】 

Name  タム  
 →獣医師 坂本家 

 

Name  トラ  
 →獣医師 川端家 

 

Name  のらくろ  
 →看護師 佐藤家 

 

インコちゃんに興味津々！ 

現在、当院改装中のため 

院内で飼育されているねこちゃんたちは 

各スタッフのお家に一時的に 

お引越し体験しています！ 

みんな元気にして…るみたいですね！！ 

  



『スタッフ紹介』 【information】 

● なぜ獣医師に？ 
  大学受験の時、気がついたら志望してました。 

  小さい頃から動物は好きでした！ 

● 日本動物医療センターで得たもの 

  自分の獣医師として、そして社会人としての基礎を学びました。 

● 宮古島 分院への抱負 
  新たな環境で頑張ります！ 

● 趣味 
  ダイビング 

  ドライブ 

● 休日の過ごし方 

  温泉や釣りに行くのが好きですが、実際は家で寝てしまうことが多いです。 
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● なぜ獣医師に？ 

  動物がすきだったから。 

● 宮古島 分院で得たもの 

  色々な手術の経験。 

  一緒に働いてくれるスタッフの大切さ、ありがたみ。ダイビングの免許。 

● 日本動物医療センターでの抱負 

  宮古島での経験を活かして、センターがよりよい病院になるように 

   サポートしていきたい。 

● 趣味 
  辛いカレーの食べ歩き 

● 休日の過ごし方 

  お酒を飲みながらDVD鑑賞したり、辛いカレー作ったり。 

 

 

と み た   しょう 

せ お   か ず ま 

日本動物医療センターグループ提携病院 

麻布十番犬猫クリニック 宮古島分院  

 （沖縄県宮古島市西里928-1）       



Tel 03-3378-3366 

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  

【パピークラス】 
 毎週火曜日 

（祝除く） 12：30～ 
  

    

【しつけ教室】 
 毎週月曜日 

（祝除く） 12：30～ 
  

【はみがき教室】 
 第2・4木曜日12：30～  

        第1日曜日18：30～ 

 

いずれも予約制   教室参加費500円 

【information】 『院内セミナー・各種教室案内』 

information 

【ねこちゃん・うさぎちゃんへ】 

受付前の個室のピンクのソファーはねこちゃん・うさぎちゃん優先席と 

させて頂いております。 

緊張しがちなねこちゃんやうさぎちゃんが少しでも快適に待合室をご利用頂けるよう 

皆様のご協力をお願い致します。 

また、待合室でお使い頂けるようにキャリーカバーをご用意いたしました。 

ご希望の方は、受付までお申し付け下さい。  

【改装工事に伴い】 

待合室が狭くなっており、 

皆さまにはご不便をおかけしております。 

防寒のためブランケットをご用意しています。 

ご希望の方はお申し付け下さい。  

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。 

おかげさまで2015年度も 

ドナーになってくれた 

動物たちのおかげで54匹もの動物たちが 

輸血を受け治療に結びつけることが出来ました。 

ご協力して下さったわんちゃん、ねこちゃん、 

本当にありがとうございます！！ 

 

＊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

他、中には他の子が苦手な子もいらっ

しゃいます。お待たせしてしまう事が

多々ありますが、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。

びっくりさせてしまう事のないよう、音

の出ないような設定をお願い致します。

また入院の子にご面会される際は、電源

をお切りくださるようにお願い致します。 

引き続き、ご協力頂けるわんちゃん、 

ねこちゃんを募集しています。 

 こんな子を募集しています！ 

＊健康なわんちゃん (満１～７歳) 

＊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 

 ・妊娠、出産歴が無い女の子 

 ・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 
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