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18 『ウェルネスプログラム 2017始動！！』 

～ 病院と共に健康維持のためにできること ～ 

年が明けてからの三ヶ月ははやいもので、 

外はすっかり春の色となりました。 

 

年度始めのこの季節、 

新たなスタート地点に立つ人も多いのではないでしょうか。 

 

「卯（う）」の花が咲く「月」と書いて 

「卯月（うづき）」と呼びますが、 

 

諸説では、 

「初（う）」や「産（う）」の意味を持ち、 

「始まり」を示すともいわれているそうです。 

 

廻りくる四季の「始まり」を迎えるこの時期に、 

‘‘ちょっと寄ってみたよ‘‘なんて 

お顔をみせてもらえるような場所であれたらいいなぁと思います。 



特集1 椎間板ヘルニア 



【椎間板ヘルニア発症のしくみ】 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

背骨の間にある椎間板もしくはその中身（髄核）が上へ飛び出し、 

脊髄を圧迫することにより痛みや麻痺がみられます。 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

図：アニコムHP どうぶつ親子手帳より引用 

【 椎間板ヘルニアとは? 】 
背骨の間に挟まれている椎間板というクッションが変形・

突出し、背骨の中の神経（脊髄）を圧迫することにより生

じる疾患です。椎間板は首から腰にいたるすべての背骨の

間に挟まっていますが、特に背中から腰の部位での発症が

多く、この部位を痛がる場合は要注意です。 

椎間板ヘルニアには、比較的若齢(4～6才)の子で突然発症

するハンセン１型と、加齢に伴ってゆっくりと症状が発現

するハンセン2型があります。 

  

疾患 

シリーズ 

今回は 犬で（最も）多くみられる神経疾患 

椎間板ヘルニアについて 

 

椎間板ヘルニアという病気をご存知ですか？ 

突然腰の痛みや後ろ足の麻痺を生じ、 

重度な場合は歩けなくなってしまう怖い病気です。 

ダックスフンドなど、この病気を起こしやすい犬種では特に注意が必要です。 

症状や治療法から、おうちでできる予防策まで、わかりやすく解説します。 
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【 軟骨異栄養犬種 】 
 

■ミニチュア・ダックスフンド（最も多い） 

■ビーグル 

■シーズー 

■ウェルシュ・コーギー 

■コッカー・スパニエル 

■ペキニーズ 

【 原因は? 】 

■激しい運動や外傷 

ドッグランでの激しい運動、落下や衝突などにより腰に強

い衝撃が加わると、それによって椎間板の突出が起こり発

症します。 
 

■肥満 

肥満により腰への負担が増加すると、椎間板の変形や突出

を招きます。 
 

■老化 

加齢によって椎間板が硬化し、クッション性が低下するこ

とで、ハンセン2型椎間板ヘルニアが起こりやすくなりま

す。 
 

■好発犬種 

若齢時に軟骨の変性をおこしやすい犬種（軟骨異栄養犬種

と呼ばれます）は、発症するハンセン1型の椎間板ヘルニ

アを起こしやすいことが知られています。（表1参照） 

 

 

図1 

表1 



神経のダメージの具合によっては、症状の進行がはやい

場合があります。（表2参照） 

特にグレードⅤまで進行してしまった場合は、早く治療

を開始しないとその後の回復が難しく、歩けなくなって

しまうことがあります。 

特集1 椎間板ヘルニア 

【 どんな症状？ 】 

椎間板ヘルニアは、痛みはありますが歩行可能な軽度なものから、後肢が麻痺して歩行や排尿が出来なくなってしまう

重度なものまであります。 

  

 

＜重症度分類＞ 

症状の重さにより、5段階に分類されます 

グレードⅠ 痛みはあるが正常に歩ける 

グレードⅡ 後肢の麻痺、運動障害があるが歩ける 

グレードⅢ 後肢の麻痺のため歩けない、排尿可 

グレードⅣ 後肢完全麻痺のため歩けず排尿も不可 

グレードⅤ 痛覚の完全消失 

後肢が麻痺しており、立つことができません。 

前肢は正常に動くため、後肢を引きずって移動します。 

 
 

【椎間板ヘルニアの特長的な姿勢】 

＜主な症状チェックリスト＞ 

 

グレードⅠ～Ⅱ 

□ 背中を痛がる 

□ 散歩にいきたがらない 

□ 抱っこするときキャンと鳴く 

□ 段差の上り下りがつらそう 

□ 歩く時ふらつく、よろける 

 

グレードⅡ～Ⅴ 

□ 起立できない 

□ 後ろ足を引きずって歩く 

□ 排尿できない 

□ 後ろ足を強くつねっても痛みがない 

 

椎間板ヘルニアの場合は、突出した椎間板により圧迫を受けている部位の神経のみがダメージを受けています。 

そのため、後肢は麻痺して立てませんが前肢は動かすことが可能です。 

しかし、圧迫部位の神経のダメージが大きく強い炎症が誘発されると、その前後の神経へと炎症が波及し、周囲へ麻痺が

広がっていく場合があります。そのため、最初は後肢にのみ発症していた麻痺が、徐々に前肢や首などにも波及し、 

最終的には呼吸をするために必要な神経や筋肉にまで麻痺が広がり、呼吸困難のために命を落としてしまいます。 

万が一この脊髄軟化症を発症してしまった場合、残念ながら現在の獣医医療では治療方法がありません。 

また、事前に脊髄軟化症を診断することもかなり難しいのが現状です。 

進行するとこのような恐ろしい事態を招く可能性のある椎間板ヘルニア。 

疑わしい症状がみられる際には早めに動物病院へご来院ください。 

脊髄軟化症 

椎間板ヘルニアの中でも 

最も重篤であるグレードⅤまで進行した子たちの中で、 

約10%の子が発症すると言われている病態が「脊髄軟化症（進行性脊髄軟化症）」です。 

この病態は非常に恐ろしく、命に関わる危険性があります。 
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表2 



① 運動制限（ケージレスト） 

ケージの中で10-14日間安静にします。その間はお散歩は

我慢、食事やトイレも可能であればケージ内にて行って

いただき、出来る限り動かず安静に過ごします。 

 

② お薬 

痛み止めや抗炎症薬を使用します。お薬で痛みが取れる

と元気になり動きたがるわんちゃんが多いですが、神経

の炎症が引くまでじっと安静にすることが大切です。 

 

 手術による治療 

痛みや麻痺が重度である場合や、運動制限やお薬では良

化が見られない場合は、手術による治療が必要となりま

す。脊髄を圧迫している椎間板を取り除くことで、神経

のさらなるダメージを防ぎ、機能回復を目指します。 

 

【 診断の流れ 】 
飼い主様のお話や経過を聞きながら、身体検査によ

り本人の状態をチェックします。その上で椎間板ヘ

ルニアが疑わしいと思われる場合は、以下の検査を

行います。 

 神経学的検査 

椎間板ヘルニアは脊髄が圧迫されることにより症状

が出る神経疾患ですが、骨折や脱臼などといった整

形疾患でも似た症状が出ることがあります。これら

の判別のために行う反射のテストが神経学的検査で

あり、病変部のおよその位置決めにも役立ちます。 

 レントゲン検査 

椎間板ヘルニアを起こしやすいと言われる胸腰部を

中心として、レントゲン撮影を行います。 

レントゲン写真では、骨はきれいに写りますが神経

は写らないため、この検査だけでの椎間板ヘルニア

の確定診断は困難です。骨折や脱臼、骨の変形など

といった他疾患の除外のために行います。 
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■どんな手術をするの？ 

背骨の骨（椎体）どうしの関節部分の骨に穴をあけて窓

をつくり、神経を圧迫している椎間板を取り除きます。

また、骨に開けた穴が神経の逃げ場所となることで、神

経の機能が回復しやすい状態となります。 

手術の目的は神経の圧迫を取り除くことであり、神経自

体を治すものではありません。手術後に歩けるかどうか

は、手術前の神経のダメージ度合いや手術後のリハビリ

により左右されます。 

 

 

【 治療 】 
 運動制限やお薬による治療 

神経のダメージが軽度のものであれば、 

これらの治療により症状の改善がみられます。 

■全身麻酔が不安… 

後肢が麻痺した状態で全身麻酔をかけることに、不安を感じる

飼い主様は多いかと思います。特にわんちゃんが高齢だったり

持病を持っていたりする場合は、なおさらご心配でしょう。 

当院では、全身麻酔前の検査として、全身の状態をチェックす

るための血液検査、心臓や肺などの状態を把握するための胸部

レントゲン検査を実施しております。高齢だったり持病があっ

たりして麻酔リスクが高まると思われる子には、その子に合わ

せた追加検査を提案させていただきます。 

 

手術のタイミングによりこんなに違う！ 

手術が必要と判断された場合に、 

早期の実施をおすすめする理由です。 

 

【 MRI画像 】 

動物検診センター キャミックHPより引用 

 CT検査・MRI検査 

最終的な確定診断は、脊髄の状態を描出できるMRI検

査で行います。CT検査を併用する事により、より細

かく骨の状態を把握したり、石灰化した椎間板物質

を写しだすことが可能です。 

人とは異なり、長時間じっと動かずにいることので

きない動物たちでこれらの検査を行う際には、全身

麻酔が必要となります。 

 

グレード Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

48時間以降

に手術

約6％

48時間以内

に手術

Ⅴ

約90％
手術後の

回復率

約50％



2 
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【 リハビリについて 】 
椎間板ヘルニアを発症し手術を行った場合、神経の圧迫を取り除くことはできますが、神経そのものを回復さ

せることはできません。神経を回復させるために大切なことが術後のリハビリであり、退院後おうちでも実施

していただくこととなります。 

リハビリには、マッサージや足の曲げ伸ばしなどおうちでできるものから、鍼やプールなど専門施設でのみ実

施可能なものまで、様々なものがあります。ここでは、おうちでできるリハビリをいくつかご紹介します。 

尚、無理なリハビリは身体への負担を招きます。必ず獣医師の指示の下に行いましょう。 

 

① マッサージ 
 
目安：5分以上、1日2回以上 

揉む・叩く・擦るなどの動作でマッサージすることで、 

患肢の循環を改善します。 

筋肉の緊張をほぐすことにも有効です。 

 

手術やリハビリなど出来ることを全てしたとしても、 

立ち上がったり歩くことが難しい場合もあります。 

その様な時は、腰の痛みや負担を軽減し歩行をサポート

するために、コルセットの装着が適応になることがあり

ます。 

② 曲げ伸ばし運動 （写真参照） 

 
目安：5分以上、1日4回 

関節が動く範囲内でしっかりと 

曲げ伸ばしすることが大切です。 

各関節を最大限に屈曲または伸展した状態で、 

10秒ほど維持します。 

痛みや抵抗がある場合には、 

無理に行わないでください。 

③立位保持 （写真参照） 

 
目安：1分間を5～10回 

体を支えながら、立った状態を維持します。 

ハーネスなどを利用するのも有効です。 

徐々に支える力をゆるめ、 

起立時間を長くしてください。 

② 曲げ伸ばし運動 

③ 立位保持 



 
■床に滑り止めマットを敷く 
 

 

おうちの床がフローリングである場合、 

走ったりする際に足を滑らせやすく、 

転倒の原因となります。 

特に階段で足を滑らせると落下の原因となるため、 

注意しましょう。 
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【 おうちで出来る予防策 】 
ダックフンドなど軟骨異栄養犬種に当てはまる犬種の子、高齢で足腰の力が弱ってきた子たちでは、足を滑

らせたり、段差から落ちたりといったことがきっかけで椎間板ヘルニアを発症しやすくなります。 

また、椎間板ヘルニアは再発の多い病気としても知られていますが、早い段階で予防するためにおうちでで

きることもたくさんあります。おうちでのケアや環境整備により、腰の負担を減らして快適な生活を送りま

しょう。 

 

  

 
■爪切りや足裏毛カットを 
 こまめに行う 
 

長く伸びた爪や足裏の毛も、足を滑りやすくする原

因となります。硬めの床を歩く際にカチカチと爪の

あたる音がするようであれば、爪の伸びすぎのサイ

ンです。また、足の裏のパッドが伸びた毛で隠れて

しまうようだとパッドが滑ってしまいうまく踏ん張

れないため、こまめにカットしましょう。 

 

 
 

 
■激しい運動や 
     ジャンプを控える 
 

激しい運動やジャンプは、 

腰に大きな負担がかかります。 

ベッドなどによく飛び乗る子であれば、 

階段やスロープを付けて一気にジャンプしなくても 

登れるようにしましょう。 

 

 
 

 
■体重を増やしすぎないよう 
 に気をつける 
 
肥満は椎間板ヘルニアを起こしやすくする大きな要

因となります。ダイエットのため運動をさせたいと

ころですが、激しい運動はそれ自体が椎間板ヘルニ

アを起こすリスクとなるため、ごはん量のコント

ロールによる体重減少を目指しましょう。 

  

 
 

椎間板ヘルニアは突然発症し、なおかつ早急な対応が求められる疾患です。そのため、小さな異変には

やく気付くことがとても大切です。大切なご家族の快適な生活のため、ご不安な点があればいつでも当

院へご相談ください。 
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ダックスフンドってどんな犬？ 

ドイツ原産の犬種です。 ドイツ語のアナグマを表すダックス（Dachs）と、犬を表すフント（Hund）を合わせた「アナ

グマ犬」を意味します。 ダックスの特徴である胴長短足の正体は、巣穴の中にいるアナグマを狩る目的で手足が短く改

良された為です。 ドイツ語では「ダックスフント」と呼びますが、ジャパンケンネルクラブでは英語読みの「ダックス

フンド」で登録されています。  

一般概要 

歴史 

体重 

スタンダード・ミニチュア・カニーンヘンの３タイプ 

其々に理想的なサイズが定められています。  

●スタンダード ：胸囲35cm超える、体重9～12kgが理想  

●ミニチュア （生後15ヶ月） 

 ：胸囲35cmが理想、体重4.5～5kgが理想  

●カニーンヘン （生後15ヶ月） 

 ：胸囲30cm以下、体重3.2～3.5kgが理想  

毛色 

●単色：レッド、レディッシュ・イエロー、イエロー 

    （クリーム） 

●２色：濃いブラウン（チョコレート）または 

    ブラックの地色に 

    タンまたはイエローの斑が規定の位置にある  

●その他の色：ダップル、ブリンドル  

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

遊び好き度  ★★★★☆               人なつこさ  ★★★★☆  

番犬適正  ★★★★★               防御能力  ★☆☆☆☆  

手入れ  ★☆☆☆☆                   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  ★★★☆☆ 

        （ワイヤーは★☆☆☆☆）  

 

知らない人への友好度  ★★☆☆☆ 

      （ワイヤーは★☆☆☆☆）  

しつけやすさ  ★★★☆☆  

犬に対する友好度  ★★☆☆☆  

特集2  ダックスフンドってどんな犬？ 

被毛 

●スムース・ヘアー ：短く硬く密生し、光沢があってなめらか。  

●ワイアー・ヘアー ：マズル、眉、耳を除いて針金状（バリバリした硬い毛質） 

           の被毛が密生しており、 マズルにははっきりとした髭（ひげ）がある。  

●ロング・ヘアー  ：長くやわらかで光沢があり、わずかにウェーブした毛は、 

           顎と胴の下部に比べて、耳の先端、前肢のうしろ側が特に長く、尾のうら側が最も長い。  
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発症しやすい病気・ケガ 

 血尿が出る  

 少量の尿を頻繁にする  

 粗相が増える  

 排尿姿勢をとっているのになかなか

尿が出ない  

 

 元気がない  

 食欲不振  

 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  

 耳をかく 

 しきりに頭をふる  

 耳垢が多い  

 耳の中が臭う、べとべとしている  

 耳の中が赤い  

 動きたがらない  

 後肢を引きずって歩く、または足

が裏返って足の甲で立ったり歩い

たりする  

 背中など触るのを嫌がる  

 尿が垂れ流しになる 

   あるいは出ない 

外耳炎 
耳垢の細菌や耳ダニの寄生が原因と

なる外耳の炎症 

（垂れ耳なのでなりやすい）  

クッシング症候群 
副腎皮質からホルモンが 

過剰分泌される病気 

椎間板ヘルニア 
背骨の中を通る脊髄に、何らかの衝

撃で変性した椎間板が侵入し、様々

な神経症状を引き起こす病気 

甲状腺機能低下症 
甲状腺ホルモンの分泌が 

低下する病気 

特集2  ダックスフンドってどんな犬？ 
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 暗い場所で見えにくくなる（PRA）  

 ものにぶつかる、よろける  

 目ヤニが多く、充血している 

 目をこする  

 目が飛び出しているように見える  

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

 多飲多尿  

 食欲旺盛でお腹がぱんぱんになる  

 毛艶がなくなり、痒みやフケが出る  

 左右対称の脱毛 

 斑点・潰瘍などができる  

 

眼の病気 
先天性の進行性網膜委縮（PRA） 

白内障 

緑内障など 

 多飲多尿  

 尿が薄い  

糖尿病 
糖の吸収がうまく 

行われなくなる病気  

★ 

膀胱結石 
膀胱の中にできた結石が尿道につま

り、おしっこが出なくなる病気 

特に雄で多い  



飼育のポイント 

特集2  ダックスフンドってどんな犬？ 
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人気犬種ランキング2016 

1位  トイ・プードル 

2位  チワワ 

3位  mix犬（体重10kg未満） 

4位  柴 

5位 ミニチュア・ 

   ダックスフンド 
                スムース ワイヤーヘアード ロングヘアード 

②気候に注意！ 

手足が短いダックスフンドは、 

地面との距離が近いため反射熱をダイレクトに受けるので

熱中症になりやすくなります。  

真夏のお散歩は要注意です。早朝や夕方など、日差しが落

ち着いている時間帯にお散歩に行きましょう。  

また、こまめな休憩や水分補給も忘れずにしましょう。  

 

③外耳炎に注意！ 

大きなたれ耳をもつダックスフンドは、 

耳道がふさがってしまい中で菌が繁殖することで、外耳炎を頻

繁に起こします。 

おうちでもこまめに耳の入り口をぬぐってあげることで、耳の

中が蒸れにくくなったり、奥の汚れが手前へ出やすくなったり

します。 

また、日頃から耳を触られることに慣れることで、外耳炎の治

療がスムーズに行えるようになります。 

④大きな鳴き声に注意！ 

アナグマの狩猟犬であるダックスフンドは、獲物を見つけて

仲間に知らせたり吠えて追い込んだりするため、鳴き声が大

きいのが特徴です。野山を走りまわって狩りをしてきた彼ら

はスタミナ抜群で、あり余るエネルギーで遊び吠えることで

ストレスを発散します。 

「うちの子、よく吠えて困っちゃう…」というお声を耳にし

ますが、好奇心旺盛な彼らは、何か面白いことを見つけると、

すぐに飼い主様に知らせたくて仕方がないのです。大きな声

で吠えることは、彼らにとっては大切な発散方法です。 

ストレスなく過ごせるように、おうちでの 

環境を整えてあげましょう。 

①腰の負担に注意！ 

ダックスフンドは、元々足腰に負担がかかりやすい体型をし

ており、椎間板ヘルニアを発症しやすい犬種として知られて

います。（本誌４ページからの特集をご覧ください。） 

足腰の負担を減らすため、肥満には特に注意が必要です。 

適度な運動や食事量の管理により、日頃か

ら太りすぎないように気をつけましょう。

また、お部屋の段差を少なくしたり、床に

滑り止めを敷く等も、椎間板ヘルニア予防

に効果的です。 

腰の負担を減らすため、抱っこの仕方にも

ポイントがあります。右図のような頭を上

にしてお尻を下にする縦向きの抱っこは、

腰にとても負担がかかります。 抱っこを

するときは体を横向きにし、おしりをしっ

かり手で支えてあげてください。  



ダックスのお手入れ方法 

ロングヘアー 

（長く直毛） 

スムースコートチワワ 

硬いブラシを使用すると皮膚を傷つけてし

まう恐れがあるため、ラバーブラシを使い

全身をブラッシングした後、獣毛ブラシで

仕上げるとツヤが出ます。また、短毛なの

で毛の抜けるサイクルが早く、特に換毛期

はよく抜けます。 
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トリマーが教える 

ワイヤーヘアー 

（剛毛種で口髭があり全体的に粗い被毛） 

スムースヘアー 

（短く密集している被毛） 

スリッカーやコーム、ピンブラシなどを

使ってブラッシングをしてあげてください。 

耳の周りや脇の下、お尻などがもつれやす

いので、念入りにとかしてあげましょう。 

 

パピヨンと交配された歴史があり、 

スパニエル系の血が混ざっています。 

愛情深く、人懐っこい温厚な性格です。 

ミニチュアシュナウザーと交配された歴史が

あり、テリア系の血も混ざっています。 

狩猟本能により、適度な警戒心を持っている

ものの、遊ぶのが大好きな性格です。 

 

ミニチュアピンシャーなどと交配されたそ

の歴史は最も古く、活発で好奇心旺盛、や

や気が強い性格です。 

ピンブラシ 

コーム 

スリッカー 

獣毛ブラシ 

ラバーブラシ 

スリッカーブラシや獣毛ブラシなどを

使ってといてあげてください。 

ワイヤーヘアーの場合、ストリッピング

（毛を抜くこと）をすることもあります。 

Point① 

「脇の下」・「前肢の後ろ側」はダック

スは脚が短い為、地面とかなり近い距離

で汚れやすい所でもあり、見えにくいの

で洗い残しが多いトコロ！ 

重点的に洗いましょう！前肢を前側に挙

げてあげると洗いやすいですよ♪ 

Point② 

「指の間」は特に汚れや、舐めて細菌が繁

殖しやすいトコロ！指の間を1本ずつ人の

指の腹で優しく洗ってあげましょう♪ 

よーく洗ってあげた後は、しっかり指で開

きながら乾かしてあげましょう♪ 

 

Point③ 

「耳の穴の前」は耳が垂れている子は、

どうしても蒸れて脂っこくなってしまう

トコロ！耳の内側から穴の前にかけて指

の腹を使ってよーくモミモミしてあげま

しょう♪優しくね♪ 

 クリークちゃん 

クイーンちゃん シナモンちゃん 

ららちゃん 

サスケちゃん 
ラッシーちゃん 

アレックスちゃん 

カニンちゃん 



チンチラ・ペルシャ 

▶ 性格 

■穏やかで大人しい 

■人懐っこいが、抱っこされるのはあまり好まない 

先述のようにとても穏やかな性格をしていますが、シルバー

の毛色の子はゴールドに比べてやや女王様気質な所があるそ

うです。 

チンチラタイプはペルシャと少々違い、基本的にはおっとり

とした性格なものの、神経質な子も多く意に沿わないと威嚇

する事もあります。 

 

 

▶ お手入れは必要？ 

チンチラは、毛の一本一本が細い長毛種のため、繊細でもつれや

すく絡まりやすい毛質を持っています。 

耳の後ろや脇の部分、内股、前胸は毛玉になりやすいので特に重

点的に、毎日朝晩2回のブラッシングは欠かせません。 

お尻の毛は排泄時に汚れてしまったり、ボリュームのある前胸の

毛はグルーミングや食事の時に口に入ってしまう事があるため、

トリミングサロンで短く整えてもらっても良いでしょう。 

 

 

猫種シリーズ② 

Chinchilla Persian 

▶ 飼育時の注意点 

太り過ぎに注意‼‼‼ 

常にのんびり屋であまり運動が得意なタイプではないため、積

極的には活発なストレス発散を行わない種類です。 

あまり構う時間が長いとストレスになってしまうので、 

本人が甘えている時に遊んであげる程度で良いでしょう。 

 

▶ 歴史 

ペルシャの起源は、16世紀のイタリアにトルコからわたってき

た猫が始まりと言われています。 

そんなペルシャから交配されたチンチラは、1882年のイギリ

スで誕生しました。 

ペルシャと雑種の間に産まれた「チニー」を、さらにペルシャ

と交配させて産まれた子猫たちの中に「銀の仔羊」と呼ばれた

シルバータビー（※）のオスがいました。 

この猫が、現在のチンチラの基盤となっていると言われていま

す。 

ちなみに、チンチラ以外には、ペルシャとシャムを交配させて

産まれたヒマラヤンもペルシャが元になって作られた猫です。 

※タビ―：縞柄 

 

▶ チンチラとペルシャ、 

  何が違うの？ 

チンチラとは ペルシャの猫の毛色の一つ です。 

 

【ペルシャとチンチラの毛色の違い】 

■ペルシャ・・・全身ホワイト 

■チンチラ・・・毛先1/4に色が入っていて、尾の先が黒色にちかい 

        ●黒い毛先がチンチラ・シルバー/アンダーコートは純白 

        ●茶色い毛先がチンチラ・ゴールデン/アンダーコートはゴールドかアプリコット 

犬のペキニーズのようにペチャ顔なペルシャに対しチンチラタイプはやや鼻が高く、顔つきの特徴も少々異なります。 

チンチラの特徴であるぱっちりした目は、瞳のグリーン（ブルーグリーン）と目元のアイラインが可愛らしくみせます。 
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当院に入社して、今年で14年目になる最年長にスポットライトを当ててみました。 

数多いスタッフの中でも大先輩にあたります。慢性膵炎を抱えながらも、人(猫)一倍威勢のいい

声で鳴き、食いしん坊のタムちゃんの生き様を皆様にも少しだけご紹介させて下さい。今でこそ

若齢猫たちが緊急時の輸血に貢献してくれていますが、まだ輸血チーム発足もままならない頃、

14歳といういわゆる「高齢」と呼ばれる歳まで供血に協力してくれていたのがこのタムちゃんで

した。たくさんの命を救ってきてくれたその勇ましい姿は今も健在で、後輩猫たちに習わせるか

のように今日も張り切って猫舎を見回ります。 

       

生年月日：1996年4月1日生まれ 

2003年7月29日 入社 

名前：タム 日本猫 男の子♂ 

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 

2016年も暮れに差し掛かった頃、それは突

然に、前日まで元気だったタムの体調が急変

したのです。普段のタムからは想像もつかな

いほどの元気消失、その眼に力はなく呼びか

けても反応はありません。持病である膵炎の

悪化だけでなく、先生たちはさまざまな原因

を考え鑑別をあげて献身的に治療をしてくれ

ました。タムの状態や年齢を考えると、どん

な最期にしてあげたらタムは幸せなんだろう

と何度も何度もみんなでタムのことを悩み考

え、覚悟もしなければならないのだと痛感さ

せられる日々でした。そんな私たちの不安と

は裏腹に、約2ヶ月もの長い入院生活を経て、

タムは復活を遂げたのです！今では「ご飯を

盗みとる」特技も思い出し、ご飯はまだかと

タムに急かされる毎日です。 

改装工事の間、当院のスタッ

フ坂本先生のお家にホームス

テイに行ってきました！ 

初めてのお泊りにわくわく

しっぱなしのタムは、自由に

歩き回ったり、壁をいっぱい

ガリガリして遊んできたよう

です。先住民の鳥さんともお

友達になって帰ってきました。 

 

そんなタムもこの春に21歳の誕生日を迎えました。 

人に換算すると、100歳の立派すぎるご長寿です。年末のタムの入院を思うと、ます

ます21年という年月がとても重く、尊く感じます。今、当たり前のように一緒に過ご

せるこの時間を、家族である私たちが大事にしていけたらなぁと思います。現在、タ

ム先輩率いる院内猫ズは、猫舎に部屋をお借りしています。皆様も、ぜひ名物ご長寿

に声を掛けてみて下さい。 

●当時の出来事 

アトランタオリンピック 

「NINTENDO64」の発売・・・ 

2017.1.16 

2016.12.13 

2016.1 

今日も猫舎の平和を守る！ 

毎日のパトロールは 

欠かせないニャ！ 

2017.4.1 

タムちゃん日記 



photo shot ☆

4 

  

photo  shot☆ 
       

畔上 まめ ちゃん 

【今月号の表紙】 

スタッフからひとこと♪ 

 

トリミングにいつも楽しそう

に来てくれるまめちゃん★ 

私たちもいつも元気をもらっ

ています！！ 

これからも元気いっぱいな 

姿を見せて下さいね。 
                  (座喜味より） 

 

【特集2の表紙】 

桜井 まりちゃん ・ ちゅらちゃん 

スタッフからひとこと♪ 

 

おっとり優しいまりちゃんと 

元気いっぱいのちゅらちゃん。 

とってもかわいくて 

おりこうさんの二人です☆ 

これからも定期検診で 

お顔診せて下さいね♪ 

         （冨田より） 

 

 

山崎 SORA 
     ちゃん 
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photo shot ☆

『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 

山本 ララ 

     ちゃん 

渡邉 サイプ  
     ちゃん 

佐藤 にゃごん 

     ちゃん 

佐藤 あずき 

     ちゃん 
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『ウェルネスプログラム 

     2017始動！！』 

   ～ 病院と共に健康維持のためにできること ～ 

 

WELLNESS 

2017 

DOG＆CAT 

 

ウェルネスプログラム 

information 

大切な家族が健康で安心して過ごすために、 

1年間で必要な予防、健康診断などを 

わかりやすくパッケージングでご提供致します。 

プランの詳しい内容はホームページ、 

もしくはスタッフまでお気軽にお声掛け下さい。 

各種予防医療・健康診断を通じて 

皆様と定期的にお会いする機会を持つことで、 

動物たちに関する様々なご相談を頂ける環境づくりを目指しております。 

何の予防が必要？いつ行えばいい？健康診断って何をするの？ 

そんな疑問や悩みにもお答えします。 

 

当プログラムがお役に立つかもしれません！ 

獣医師がその子に合ったプランとスケジュールをご案内します。 



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（祝除く） 

 12：30～ 

 ¥2000/時間 

毎週日曜日（祝除く） 

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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 スタッフ紹介 / 各種教室案内 

※すべて税抜き価格でのご案内 

グループレッスン   

以前の職種は？ 

慣れないことも多々ありますが、 

皆様のお力になれるよう 

努めてまいります。 

いつでもお気軽にお声掛け下さい！ 

伊 藤  美 穂 子 

コンシェルジュ 

スタッフ紹介 

なぜこの職種を 

  選んだのですか？ 

  

休日の過ごし方は？ 

  

趣味は？ 

＆ ＆ 動物と飼主様に 

寄り添える仕事と思い 

選びました 

  

＆ 
ヂルチ（ノルウェージャン） 

 抱っこが大好きな甘えん坊！ 

ナナ（柴犬） 

 18歳まで生きてくれた子で 

 この子に出会ったから 

 トリマーになり今に至ります 

＆ 
運動したり、 

食べたいものを食べたり、 

友達に会ったり 

やりたい事をわがままに 

発散してます!!!! 

 

＆ 運動すること!!! 

食べること!!! 

Mihoko Ito  

飼っている（いた）動物は？ 

トリマー 

 飼主様や動物たちとの 

 信頼関係が 

 あったからこそ 

 14年間続けて来れました 



● 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 


