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富士山の麓にあるおばあちゃんの家には、 

「とんぼ」という名のチャトラがいました。 

 

おおらかでやさしいとんぼには 

白くてかわいいガールフレンドがいました。 

でもある冬の寒い日に、 

彼はこたつの中で眠ったままうごかなくなりました。 

 

いつものようにお勝手の外で彼を呼ぶ声に 

”とんぼはもうここにはいないよ”と声を掛けます。 

それが通じたようにその日から白いねこは来なくなりました。 

 

ねこっていきものは未知で不思議です。 

あどけない表情の裏に、一体なにを思っているのでしょう。 

 



特集1 ねこの年齢別疾患 



【 ねこの年齢別疾患】 

疾患 

シリーズ 

今回のねこの疾患シリーズは、総論です。 

ねこの病気といっても、ねこちゃんはあまり表情や症状に出さないことが多く、 

気づきにくいもの。そのため、病院に連れてくる回数もわんちゃんに比べて圧倒的に少なく、 

残念なことに発見が遅れてしまうことも少なくありません。 

今回の特集では、ねこちゃんの年齢別にかかりやすい病気や、 

おうちでも気を付けることの出来るポイントをまとめてみました。 

なにかひとつでも気になることがある場合や、 

そろそろ老齢期にさしかかってきた子は、是非こちらを参考にしながら 

病院にご相談していただけるきっかけとなれたら幸いです。 

 

特集1 ねこの年齢別疾患  

これからどんな病気に気をつけなければいけないのだろう？ 

どんな症状が異常なのかな？ 

どのくらいの頻度で健康診断を受けたら良いのだろう？ 

そんな疑問を抱えているご家族様は少なくないはずです。 

今回は、そんな注意すべき疾患について年齢表を用いてご説明いたします。 

◎まず、ねこの年齢と人の年齢を比較してみましょう。 

若そうってよく言われるけど 

実はこんなに歳をとっていたんだニャ 

最近では室内飼いの子の平均寿命は 

13～14歳と言われているんだニャ 

 

 ●避妊・去勢手術はいつ頃行ったらいいの？● 

 当院では、6ヶ月齢を目安に避妊及び去勢手術を行っています。 

 手術前には、血液検査やレントゲン検査などによる術前検査を行うことで安全を確認し、 

 安心して手術を受けていただけるように努めています。 

 また、先天性の疾患（生まれつきの病気）の有無も、この機会を通じてチェックしておきましょう。 

  

 

 

2～3ヶ月齢までは、母猫からの母乳により移行抗体とい

われる免疫が与えられます。しかし、それ以降は移行抗体

がなくなり、感染症などへのリスクが高まるため、予防的

にワクチン接種を始めなければならない時期になります。 

仔猫期の大事な頃から、適切な時期のワクチン接種に加

え、適切な感染症予防などのプログラムの用意があります

ので、獣医師と相談しながらプランを立てていきましょ

う。 

(※詳しくは、お気軽にスタッフまでお声掛けください。) 

（人の年齢だと0～17歳） 

 

仔猫期 ０～１歳 
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■ 異物の誤飲 ■ 

若齢の子に多く、非常に危険なのが異物の誤飲です。 

食べ物の中には、ねこが食べると危険なものが幾つか存在します。中毒症状を起こすものの中には、最悪の場合死に至

る可能性もあります。また、食べ物のみならず、ねこが好んで遊ぶ紐やおもちゃを誤飲し、胃腸閉塞の原因になること

もあります。誤飲は0歳では 2歳と比べ、3.3倍もの発生率となっており、また、0歳の異物誤飲の再発率は成猫と比べ

て極めて高いことがわかっています。 
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＜治療＞ 

催吐（お薬の作用により吐かせる処置）や有害成分の排出促進の

ための点滴以外にも、適応であれば内視鏡による異物摘出も

行っています。万が一、異物が消化管に詰まってしまった場合に

は、緊急で手術を行う場合もあります。 

＊食べた瞬間を実際に見た場合や、症状が見られた場合は早めに病院に相談しましょう。 

 

  

吐き気またはえずく 

胃液を頻回に嘔吐する 

食欲がなくなる日がある 

 

 

 

 ■ 糖尿病 ■ 

糖尿病とは、膵臓から分泌されるインスリン（主に血糖値を下げる作用があるホルモン）の働きが悪くなることで、血

液中の糖の濃度が高くなる病気です。 

高血糖の状態が続いたり、治療下でのコントロールが出来なくなると、血中のケトン体という物質が増加しケトアシ

ドーシスという状態になります。早急に輸液療法や血糖値を下げるための処置を行わなければ、１日～数日という短い

期間で重篤化し命に関わる非常に危険な病気です！ 

 

多飲多尿 

よく食べるのに体重が減る 

 

 

 

 

＜治療＞ 

インスリン注射や療法食による食事管理などの 

内科治療を行います。また、膵炎や膀胱炎なども併発 

しやすいため、感染に気をつけながら管理していきま

す。 

  

 

＜こんな症状に注意＞ 

＜こんな症状に注意＞ 

ネギ類 

ユリ科の植物 

チョコレート 

人間用の風邪薬、鎮痛剤

成猫期 1～７歳 

（人の年齢だと17～43歳) 

成猫期は、ライフステージの中で一番健康的に過ごす

ことのできる時期にあたります。 

しかし、活発で健康そうに見えても、症状の少ない病

気が潜んでいるかもしれません。また、老年期の体調

の変化にいち早く気付くためにも、若く健康なうちに

定期的に健康診断を受けるようにしましょう。とく

に、下部尿路疾患、糖尿病、口腔内疾患などはこの頃

にも多く発症し、非常に緊急を要する状態になる危険

性がありますので、注意しましょう。 
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 ■ 下部尿路疾患 ■ 

この病気は、尿の排泄通路である膀胱から尿道 

（つまり尿を外に排泄する部分まで）に起こる病気を総称し

て下部尿路疾患と呼びます。代表的なものに、膀胱炎、膀胱

や尿道の結石症などがあげられます。 

  

  

 

■ 口腔内疾患 ■ 

口の中の環境は、人と違い虫歯が出来にくい代わりに、歯垢

がたまりやすい歯の構造をしています。また、わんちゃんに

比べて歯磨きをする習慣もこれまであまり指導されてこな

かった結果、重度な歯周病に陥り、歯肉が赤く腫れ上がって

ご飯が食べられない…なんてことも。 

  

ドライフードなどの硬いものを食べなくなってきた 

食べたいのにすぐに食べるのをやめてしまう 

顔を左右にふりながら口をくちゃくちゃする 

よだれが多い（血が混じることも） 

 

 

＜治療＞ 

人と同様、予防のオーラルケアが最も重要になります。 

ねこちゃんは歯磨きが不得意な子が多いですが、 

子猫の頃から慣れてもらうようにしましょう。 

また、場合によっては麻酔下でのスケーリングが 

必要になることもあります。 

獣医師と相談し、適切な治療を行いましょう。 

 

 

 

＜治療＞ 

療法食や投薬などの内科治療により対応できるものも

あれば、詰まってしまった結石の除去など、緊急的に

外科治療を施す必要があることもあります。とくに寒

い時期の夜間に多く、メスに比べて尿道の狭いオス

は、なんらかの原因によって尿道閉塞を発症すること

が多くあります。気になる症状がある際には、夜間で

もただちに動物病院に相談しましょう。 

 

＜こんな症状に注意＞ 

何度もトイレに行く 

おしっこの出が悪い 

血尿が出ている 

トイレで痛そうに鳴く 

 

 

 

＜こんな症状に注意＞ 

治療前 抜歯＋スケーリングによる治療後 

 

何回トイレいっても

残尿感が… 

 

歯茎でこぼこ・・・

(>_<) 
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特集1 ねこの年齢別疾患 

健康管理が必要な中齢期～シニア期への突入です。 

これまで以上に、日々の体調の変化に敏感になる必要があります。 

代表的な病気として、慢性腎臓病と甲状腺機能亢進症の2つが

挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

■ 慢性腎臓病 ■ 

ねこで最も多い病気の一つとして挙げられるのが腎臓の病気です。

元々、尿の濃縮能力（尿を濃くする働き）が高く、腎臓への負担が

どうしてもかかってしまうために、高齢になると慢性腎臓病の発症

が他の動物に比較して多く見受けられます。 

腎臓という臓器は、一度障害を受けてしまうと元に戻るのが難しい

臓器と言われているように、完治することは非常に難しく、食事療

法や内科治療により、病態の進行や症状の緩和が治療の目的となり

ます。 

 

 

 ツルゴール反応 

皮膚をつまんで元に戻るまでの時間により、 

どの程度脱水が進行しているかを調べる1つの身体検査です。 

正常は1秒程度ですが、2秒以上かかる場合は脱水を示唆しています。 

これをツルゴール反応と呼びます。 

  

 

多飲多尿 

いつもの場所で排尿しなくなった 

食欲が落ち痩せてきた 

毛づやが落ちた気がする 

 

 

 

  

 

＜治療＞ 

輸液療法や食事療法、投薬による血圧のコントロール

などが挙げられますが、病気の進行ステージにより治

療方法も異なります。 

腎臓病と付き合っていくためには、早期発見が非常に

大きな鍵を握ります。尿検査や血液検査により、病気

の早期的な検出を望みましょう。 

それに加え、身体が脱水を起こしている状態の視感で

の判断基準を、下図の写真をもとにご参照ください。 

 

＜こんな症状に注意＞ 

(人の年齢だと43歳～) 

老年期 ７歳～ 

 

最近食欲でないんだ

よなあ.… 
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【 どうしたら病気を見逃さずに健康を維持できるのだろう】 

 

健診についてもっとお知りになりたい方はお気軽にスタッフまでお声掛けください。 

また、ホームページにも詳細を掲載しております。 

今後は、ねこ特有の病気についてもまた、さらに詳しく情報を掲載していきますので、是非一度ご覧ください。 

うちの子は健康そうだけど？？ 

いくつか気になることがある・・・けど何が変なのかわからない 

なかなか症状で病気かどうか気づくのが難しいと感じる方が多いのではないでしょうか。 

多くの方がご存知の通り、動物の加齢は急速に進み、ねこでは1年に約4歳、歳を重ね、中・高齢期を迎えま

す。 

早期発見はもとより、人と動物の高齢化が社会現象として起こる中で、何より重要となってくるのは、 

人も動物もその「健康な時間」を延ばしていくことであり、そのためにも、 

総合的に現在の健康状態を把握することがとても大切であると考えます。 

当院では、来院されたねこちゃんに年間を通した定期健康診断プログラムをご用意しております。 

健康診断をお勧めします。 

獣医師にお悩みを相談しながら、その子にあった検査を選択していきましょう。 

また、毎年秋にはねこちゃんの健康診断として、血液検査や尿検査などを通常より安価に行うことのできる 

キャンペーンを行っており、今年は2017年11月1日から2018年1月31日までの３ヵ月を予定しています。 

 

 

 

ご家族の方から寄せられる相談でよく耳にします。ご安心ください。 

初めからすぐにたくさんのことをしては、いくら外や人に慣れたねこちゃんでも警戒してしまうのは当然で

す。 

まずは、ねこちゃんの性格をお話しいただけますか？そして好きなことや嫌いなこと、いろいろ教えてくださ

い。その子に合った診察をしていきます。また、当院は国際猫医学会（ISFM）から認定を受けたCat Friendly 

Clinic（ねこちゃんに優しい病院）として、ハード面ではねこちゃん専用の待合室や、わんちゃんとは診察室や

処置室もフロアーを分けておりますので、来院されるねこちゃんのストレスを最小限に考慮し診療にあたって

まいります。ソフト面でも、ねこちゃん特有の病気や看護について日々スタッフは勉学に勤しみ、実践に活か

していこうと励んでおりますので、小さな悩み事でもお気軽に相談していただけると嬉しいです。 

 

 

連れていくのが大変・・・病院嫌いなの、うちの子 

特集1 ねこの年齢別疾患 



特集2  日本猫ってどんなねこ? 
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猫の祖先がリビアヤマネコというのは諸説ある中の一説ではありますが、それを有力にしているのがリビアヤマネコ

特有のその人懐っこい性格にあるでしょう。猫は犬に比べ種類のバリエーションがさほど多くありませんが、逆に言え

ば、元ある野生の生態を残したまま人と共生できる理想的な家畜といえるのかもしれません。 

日本猫ってどんなねこ？ 

 〇 まずは猫の歴史をたどってみましょう。  

猫の大元の祖先は、『ミアキス』という 

イタチに似た歯肉類に属する動物といわれています。 

現在、歯肉類は絶滅してしまいましたが、実はこのミアキス、

犬や猫・アシカなど様々な動物の祖先とされています。 

ミアキスは元々森林を住処にしており、そのまま森林に住み続

けたのがネコ科の祖先、一方、草原に移り住んだのがイヌ科の

祖先と言われています。 

さらに、ネコ科の祖先の中からトラやライオンなど

の大型になるものと小型にとどまるものとが分か

れ、小型のネコ科の中でイエネコの祖先とされるの

が 

『リビアヤマネコ』です。 

最初のイヌ科の動物キノデスムス 

（体長約１ｍ） 

最初のネコ科の動物ニムラブス 

（体長約1.2ｍ） 

ねこの歴史 

〇 ねこと人との共生 

猫が人間と共生し始めたのは、 

紀元前4000年頃の古代エジプトといわれています。 

初めは、農作物を狙うネズミなどの害獣の退治がきっかけのようですが、この

頃、人のお墓に猫も一緒に埋葬されることがあったことから、人と猫とが親密

な関係にあったことがわかります。 こういった猫との関係が歴史上からも確

認できるエジプトでは、猫を溺愛するあまり他の国への持ち出しは固く禁じら

れていました。  

しかし、猫の価値を知った商人達によって農業の盛んなペルシャやインドなど

へ広まり、次第に世界中に広がっていきます。 猫がいつ日本にやってきたの

かは諸説ありますが、奈良時代に中国から連れてこられたという説が有力とさ

れています。 農耕民族である日本の人々にとって、収穫した農作物や書物な

どに被害をもたらす害獣を退治してくれる猫は、とてもありがたい存在でし

た。 このことより、当時猫は大変貴重で、一匹の猫が馬の5倍の値段で取引き

されることもあったそうです。  
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性格：リビアヤマネコが進化の道で選ん

だキジトラという色は、身を隠したり野生で

は有利と考えられる毛色です。その為、他の

毛色の子よりも比較的運動能力が高く、猫ら

しく用心深い子が多いと言われています。 

いわゆる雑種にあたり、日本古来の特徴を持つ猫を日本猫と呼びます。 ネズミを狩る益獣として重宝される一方、日本では愛玩動物としての歴史は浅く、主

に野外で暮らしていたため、人工的に品種改良をされることはあまりありませんでした。 

洋猫の影響が薄い日本猫の特徴として『短めの毛』『短いしっぽ』『凛々しい顔つき』などが挙げられますが、もともと長毛の猫は突然

変異で数が少なく、夏でも過ごしやすい短毛種が生き残ったのではないかと考えられています。 

比較的自由に繁殖してきた日本猫の毛色は、海外では珍しいとされるほどバリエーション豊富です。  

様々な種類の毛色の名前、一般的に多いとされる性格とその実態をご紹介します。  

また、短いしっぽは『ジャパニーズボブテイル』とい

う種類もあるほど日本猫特有のもので、これは、短い

尾の遺伝子が長い尾より優性遺伝するためといわれて

います。 凛々しい顔つきは人による品種改良の影響を

受けず、比較的野生に近い環境で暮らしてきたことに

由来しているのかもしれません。  

『黒猫が横切ると不幸が起きる』なんて不名誉な迷信がありますが、昔から日本では福猫と呼ばれ、

縁起の良い猫とされてきました。 中国から初めて日本に連れてこられたのが黒猫という説もあり、

日本猫の元祖にあたるかもしれません。  

：全身黒一色の子もいれば、足だけが白い『ソックス』、 

 良く見ると灰色がかっている『ブラックスモーク』、 

 うっすら縞模様の入った『ゴーストタビー』などがいます。  

：特徴である縞模様は、猫の祖先であるリビアヤマネコの血を 

 濃く受け継いでいるとされています。サバトラに比べ茶色が強いのが特徴で、 

 他にも脇腹の模様が渦を巻いたように見える『タビー』やヒョウ柄の子も 

 これに該当します。 

    

日本猫とは？  

 毛色  

性格：クールでミステリアスなイメージを持たれがちですが、 

     実際は好奇心旺盛で、愛情深く甘えん坊な子が多いようです。 
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性格：おおらかながらちょっぴり臆病。 

     甘えん坊でぼーっとしたちょっと抜けたところがあるようです。 

     チャトラさんを頭に思い浮かべてみると、なんとなく大きくてふくふくした猫ちゃんを 

     イメージしませんか？  

     実は、チャトラは遺伝子の関係上男の子が多く、その比率は、雄：雌＝8：2と言われて 

     いる程です。身体が大きなイメージは、女の子よりも身体が大きいため、また、 

     ふくふくした印象は、チャトラの特徴でもある食欲旺盛に由来するのかもしれません。  

 

性格：穏やかで遊び好き、ちょっとおっちょこちょいな子が多いようです。 

     警戒心が低く、誰にでも懐きやすくておとなしいのも魅力です。 

           一般的に、白の部分が多いほど気が強く、 

     黒が多いと穏やかと言われています。 

：漢字の「八」のように白黒で色が分かれている毛色を『はちわれ』といいます。 

 白地が多く黒がところどころ入るものを『ブチ』、または『ホルスタイン』、 

 口の周りに黒い模様があると俗に『ちょび髭』と呼んだりします。  

  

：キジトラと同じように縞模様のオレンジに近い毛色です。 

 チャトラに白が入ると『茶白』、白が多くチャトラが差し色になる場合は 

 『白茶』と呼びます。   

：魚の鯖のように灰色（グレーや銀のような色もあり）に 

 黒の縞模様が入った毛色を指します。 

『シルバータビー』のアメリカンショートヘアともよく似ていますが、 

『タビー』はお腹の側面部分に渦巻模様があるのに対し、サバトラは渦巻はありません。 

    

 性格：サバトラの性格はよく二極化されると言われ、 

      神経質で警戒心が強いタイプと陽気で友好的なタイプに分かれます。 

      二極化された要因として、サバトラの紀元はキジトラですが、 

      洋猫との交配によって生まれた毛色のため、 野性味のあるキジトラ 

      タイプと洋猫のフレンドリーさを持つタイプとがいるようです。 

 



性格：三毛と同様その大半が女の子で、 

   やはり気ままでマイペースなところがありますが、 

   数ある毛色の中でも一番賢いという説もあります。 

   高い観察力で思慮深く、穏やかで優しい子が多いため、 

   初めて猫を迎える方や多頭飼育にも向いているようです。 

 

特集2 日本猫ってどんなねこ? 

性格：気ままでマイペース、 

    大人しくて猫らしい性格と言われています。  

 

：白地に黒・茶の三色をベースにした毛色です。 

 白黒茶の三色の子もいれば白地に黒・茶トラの『縞三毛』 

 『パステル三毛』など一口に三毛と言ってもいろんな子がいます。 

：三毛猫の白を抜いた毛色で、赤茶色と黒の模様が金属の錆に似ていることが 

 名前の由来です。黒の部分のグレーが多ければ『グレーサビ』、左右で顔の毛色がはっきり 

 分かれていることを『ブレイズ』、全身に縞模様が入ると『むぎわら』と呼ばれます。  

  

：白猫は2種類のタイプがあり、白い毛の遺伝子を受け継いだタイプと 

    突然変異で色素の欠けた『アルビノ』タイプがいます。 

性格：白色は野生では目立ってしまうので、生き残るために 

   警戒心が強く、神経質で繊細であるといわれています。 

   人によく懐く子も独占欲が強くなる傾向にあるそうですが 

   長毛種はおっとりとした子が多いようです。  

 

三毛猫の原産国は日本といわれ、英語では『キャリコ』と呼んだりもしますが、 

そのまま『ミケ』でも通じるほど日本特有の毛色です。 また、三毛は遺伝子の関係上基本的 

に女の子しか生まれず、男の子の三毛は大変珍しいといわれています。 
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白猫は、様々な眼の色があるのに対し『アルビノ』タイプは赤みがかっています。これは、色素を作ることが

出来ず、血管の色が透けていることが理由です。また、白猫で青い目を持つ子は、聴覚に障害がある可能性が

高く、片目だけが青い子は、片方の耳に問題があるケースも多くあるようです。  



犬とは違い、「ねこは人より家につく」と言われます。 

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

れる事を嫌います。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、猫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。 

猫について知ってみよう！ 
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特集2 日本猫ってどんなねこ? 

ねこが大好きなあなたも、ねこより犬派なあなたも、ねこについて知ったらもっと興味が湧くかも！！ 

今回は、そんな魅力溢れるねこ達の日常の「あるある」を問題形式でご紹介します。 

どんな性質？ 何種類いるの？ 

ねこの種類はなんと約100種類！ 

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

のねこ「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。  

※同特集ページで詳しくご紹介しています。 

 

「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。 

ねこの問題行動で多く耳にするのが、不適切な場所で排泄

をしてしまうなどのトイレのお悩み。その原因として、

「トイレが気にいらない」「安心できない」「マーキング

行動をする」「環境の変化」などがあげられます。ねこに

とって十分とされる広さはその子の1.5倍が理想と言われ

ており、心ゆくまで砂かけできる環境、人の出入りの少な

い落ち着ける場所、可能であれば２～３個違う場所に設置

するのがお勧めです。トイレからすぐに出てきてしまう子

は、そのトイレを好んでいないのかもしれません。今一

度、お家でのご様子をみてあげましょう。 

「トイレの数＝猫の数＋１ が理想」 
高い場所を好む故に、それに伴って落下事故やケガに繋がることがあり

ます。 キャットタワーからの転落や ベランダからの落下も実は少なく

ありません。 快適である空間づくりと共に 猫にとって安全な環境づく

りが重要です。  

オスのマーキング行動の多くは、去勢手術によって抑制効果が期待されま

す。 室内で家具などに排泄されないように、始めから工夫が必要かもしれま

せん。粗相をした時に大きな声で怒ってしまうと、おしっこ自体を我慢して

しまう危険性があるので気をつけましょう。 

なぜ高い所が 

好きなの? 

どうしてトイレが 

重要なの？ 



特集2 日本猫ってどんなねこ? 

 

ねこにも食べると危険なものがたくさんあります！お

家に飾られた綺麗な植物の中でも、ユリ科の花（スズ

ラン、ユリ、チューリップ、ヒヤシンスなど）や、ユ

リ科の植物（玉ネギ、長ネギ、ニンニクなど）は特に

危険性が高く、急性腎不全を引き起こします。また、

犬と同様チョコレートやブドウ、もちろん人用の薬も

与えてはいけません。食べたものや量によって中毒症

状を起こしたり、命に関わる危険なものも多くありま

す。 

ゴハンをおいしそうに食べる姿を見ると、ついつい追

加であげたくなってしまいますよね。しかし、日々の

そのちょっとしたおやつがだんだん肥満につながるこ

とも…。肥満は体への負担が大きく、内臓はもちろん

肢の関節など、あらゆる部分で身体に悪影響を及ぼし

ます。また、肥満により血糖値のバランスを保つため

のインスリンが体内で上手く働かなくなり、糖尿病の

リスクが高まるとも言われています。ねこも人と同

様、体重管理は健康を維持していくために必要不可欠

なものといえるでしょう。 

ねこは犬と違って鎖骨がある為、前肢をあらゆる方向

に動かすことが可能です。それにより、上下左右運動

もスムーズにできたり、得意のネコパンチはどの方向

にも繰り出すことができます。また、ネコパンチにも

「威嚇・攻撃」の意味だけでなく、「不快感」や「遊

びたい」などのさまざまな感情表現があります。たと

え遊びでも、加減がわからずパンチしてしまう子もい

るので、小さいお子様や動物同士の怪我にも注意しま

しょう。 

 

ねこは犬よりも暑さに強いと言われていますが、夏場

の暑い部屋でのお留守番は非常に危険です。熱中症を

防ぐため、エアコンなどで室温の調節を行う必要があ

ります。仕事で家を空ける際にも、部屋が暑くなりす

ぎないよう十分注意しましょう。ねこも気化熱を利用

し熱を下げようとしますが、激しい息遣いやパンティ

ング（口を開けた状態でハアハアする様子）が見られ

る際には、すぐに動物病院へご相談下さい。正常であ

れば、ねこはパンティングをしません。 

ネコじゃらしや動くおもちゃなど、とくに紐タイプの形状の物を好む子が非常

に多く、 食べ物以外の物でも異食してしまう恐れがあります。 消化のできな

い異物がお腹の中で詰まってしまった場合、 消化管が閉塞し開腹手術を行わな

ければなりません。特集1より重ね重ねになりますが、中毒だけでなく誤食事

故にも細心の注意を払いましょう。  

動物は人と違い、 自分で体重管理をすることはできません。 適切なゴハンの

量や必要なカロリーを把握しましょう。そして、定期的な体重測定を実施し変

動をチェック！しっかり健康を管理してあげましょう。動いてしまいうまく測

れない場合は、抱っこで一緒に測ることでお家での測定もスムーズに行えま

す。  

食べてはいけない 

ものって？  

肥満になると 

何が心配？  

犬より手が 

動くのはなぜ？  
暑さにつよい？  
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CFCとは 
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今回のSmileは、『ねこ特集』ということで… 

 

巷では猫、ねこ、ネコ、neko…と 

空前絶後ともいえる猫ブームが到来しています！ 

ねこ好きさんにとっては、今更？という方も、 

また、ねこってなんか気難しそう、よくわからない… 

なんて方もいると思います。 

 

ではいったい「ねこ」とはどんな動物なのでしょう？ 

 

気まぐれで、 

気分によりその柔らかいからだをすり寄せ、 

甘い声で鳴いてみたり、 

だけど人に媚びず、ミステリアスで美しい… 

 

そんなイメージがあると思います。 

 

 

 

実際、ねこは知らない場所が苦手、知らない人が苦手、

自分の優位性を保つためには弱みをみせず、身近にあり

ながら、野性そのものの不思議な行動は正常なのか、異

常なのか、それすらも未だよくわかっていない謎の動物

です。そして、その性質ゆえに、病院がとにかく苦手な

ねこが多く、ご家族の方々はそんなねこ様をみて、さら

に病院から足が遠のくのが現状です。 

 

そのため、私たちはわんちゃんだけじゃなく、そんな

怖がりさんのねこちゃんにだって安心して病院に来て

もらいたい。そして少しでも早く、隠れた病気がある

なら発見して、治療してあげたい。そしてなにより

も、今よりもっと幸せになってもらいたい。そんな想

いから、この度当院の大改装に伴い、ねこちゃんに

とって優しい病院～Cat Friendly Clinic～としてリ

ニューアルしました！ 

そして、Cat Friendly Clinic Gold Levelを取得し 

当院はねこちゃんに優しい病院に認定されました！ 

 

 

 

身近にありながら野性 

Cat Friendly Clinicとは、 

国際的な猫のチャリティ団体であるICC(International Cat Care)の獣医学部門ISFM(International Society of Feline Medicine)が定める “猫に優しい

病院”の国際基準です。CFCの基準は、病院にくるねこちゃんたちのストレスを軽減し、快適に過ごしてもらう為に多くの項目が制定されており、そのす

べてをクリアした病院に対して贈られる称号です。Gold Levelはその最高ランクです。 

 



CFCとは 

17 

当院の獣医師は国際猫医学会ISFMの主宰する学会に毎年参加し、 

ねこちゃんの日々の医療に生かしていけるような最新医学情報を習得しています。 

また、Japan Society of Feline Medicine(JSFM 国際猫医学会)が企画する 

ねこちゃんのスペシャリストを育成するコースに、当院の看護師も今年から参加し、 

挑戦している最中です！ 

今後も皆さんの不安や質問にも答えていけるように努めてまいりますので、 

お気軽にお声掛けください！ 

当院では、他の動物が少し苦手なねこちゃんのために、犬とは別のフ

ロアの静かな待合室でお待ちいただけます。（写真・右） 

また、匂いにも敏感なため、換気システムにも一工夫しています。 

院内の入院施設にあるねこちゃんの個々のお部屋は、基準として設定

してあるねこに最適なサイズにするため、特注しています！ 

隠れ家や目隠しカーテンなども充実し、ゆったりサイズな特別室もあ

ります。 

集中治療室では音に敏感なねこちゃんに配慮し、極力扉の開閉を控え

られるように、しかし変化にすぐ気づけるようガラス張りになってお

り、ナースステーションからすぐ見えるよう位置しています。 

夜間は、犬猫双方の入院室に動物看護師が常駐し、容態の変化にすぐ

に対応できる様備えております。 

 

左上：ねこ入院室  右上：ねこ特別室 

左下：ねこ集中治療室  右下：学会風景 



cocoe からのおしらせ 

① 爪切り 
そのまま肉球を軽く押して爪を出します。 ねこの手を持ち… 

②ブラッシング 
シャンプーをする前に抜毛を処理します。 

先に抜毛処理を施すことで、乾かす時間も短くなり負担を和らげます。 
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ねこのシャンプー 
 

血管を確認し透明な部分をカットします。 

■ point 

爪切りが苦手な子は、ご家族の方にご協力いただきお膝の上で処置を行います。 

尚且つ、少しずつではなく短時間で終わるように一度のカットで終わらせてあげましょう。 

■ point 

ねこには汗腺（かんせん＝汗を分泌する

器官）がなく熱中症になりやすいため、

お湯をあまり熱くする必要はなく、手を

入れたとき「あったかいな」と感じる人

肌程度で結構です。また、ねこの皮脂

（ひし＝皮膚から分泌される脂分）の成

分は人間のものとは違います。人間用の

シャンプーの使用は控え、ねこ専用のも

のを使用するようにしてください。 

● シャンプーの必要性が高い 

     ねこちゃんランキング ● 

１位 長毛種 

・セルフ・グルーミングが行き届かず、 

 汚れが目立ってしまう 

・良く動かす関節部分や首周りの 

 毛が絡まりやすく毛玉ができやすい 

２位 白猫 

・その名の通り白い被毛は汚れが目立ってしま 

 うため、定期的なシャンプーがおすすめで

す。 

３位 去勢避妊手術をしていない猫 

・去勢や避妊手術をしていない場合、 

 繁殖期に伴って「スプレー」と呼ばれる 

 異性誘惑行為を始めます。これは、雄雌関わ 

 らず自分のオシッコを周囲に撒き散らす行動 

 ですが、特に肛門周辺の被毛が臭くなる傾向 

 があります。 

● シャンプーの手順 ● 

①爪切り  

 ↓ 

②ブラッシング（毛玉・抜毛取り） 

 ↓ 

③シャンプー・リンス 

 ↓ 

④タオルでしっかり吸水 

 ↓  

⑤ドライング（乾かし） 

 ↓ 

⑥コーミング（梳かし） 

 



③シャンプー 
ねこちゃんは大きな音にとても敏感です！ 

シャワーヘッドを身体にあてて、シャワー音が出ないように身体を濡らしましょう。 

（手で出水部分を押さえてシャワーの刺激が皮膚にダイレクトに伝わるのを和らげるのも効果的

です。） 

背中から腹、腹から足先へとよく泡立てながら体をこすって

いきます。この時、足の裏と指の付け根は汚れを見落としや

すいので、忘れずに洗ってあげましょう。 

顔部分は濡らしたスポンジで額・目の周辺・口の周辺・あご

などを拭いていきます。顔のすすぎを嫌がる場合は、シャン

プー剤が付いていないスポンジにお湯をたっぷり含ませ、撫

でながらゆっくりとスポンジから出るお湯で流していきま

しょう。しっかり流れるまで繰り返し行います。 

目にシャンプー剤が入らないように注意しましょう。 

入ってしまった場合は、流水で良く流してあげましょう。 

 

すすぎが終わったら、吸水性のあるタオルなどでね

この被毛をよく拭きます。こするのではなく、タオ

ルを押しあてて毛の水分を吸い取っていきましょ

う。長毛種は特に被毛が絡まりやすいの、でゴシゴ

シ拭くことは避けましょう。 

 

④タオルドライ 

⑤乾かし ⑥コーミング 
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■ point 

シャンプー前はしっかりと全身をすすぎましょ

う。 

お湯で落とせる汚れはしっかり流しておきましょ

う。皮膚が柔らかくなり毛穴も開くため、シャン

プーでの汚れの落ちもよくなります。また、シャ

ンプー時間・乾かしの時間短縮にも繋がります。 

フケが出やすい子には、このタイミングで皮膚を

マッサージしながらしっかりとすすいであげる

と、フケ予防にもなるでしょう。 

■ point 

脂っこい腹部や内股も念入りに、指の腹で揉み込むように

洗います。排泄物や臭腺（しゅうせん＝臭いを出す器官）

のあるしっぽや肛門周辺は、特に念入りに洗ってあげま

しょう。 

■ point 

きちんと水気がとれるスイムタオルを使用

するのもお勧めです。絞って何回でも使

え、細かな部分までいきとどきます。タオ

ルドライをしっかり行うことで、次の乾か

しの時間を短縮することが出来ます。 

 
 

■ point 

 
自分の手に温風をあてて、熱すぎないかどう

かを確認しながら乾かしてあげてください。

同じ場所に長時間当ててしまうと、低温火傷

の危険がありますので注意が必要です。自宅

のドライヤーは業務用と違い、細かい温度調

整が出来ませんので、ドライヤーとねこちゃ

んとの距離を変えながら温度調整してあげて

下さい。最低でも自分の肘から手首までの長

さ分は離しましょう。 

 

顔に風があたるのが苦手な子が多いため、様子を見

ながらブラシを使い、お尻の方から毛の根元を乾か

すようにブローしていきましょう。 

顔にタオルを掛けてあげるのも風よけになり効果的

です。 

乾かし後、もつれがないか最終確認をします。コー

ムの細い目の方で隅々まで梳かしてあげてくださ

い。これであなたもお家の子の専属トリマーです♪ 



photo shot ☆

  

photo  shot☆ 
       

【表紙】 

（スタッフからひとこと♪） 

 

ふたりの視線の先には… 

どうやらお父さんではなく、おやつ

を見つめていたようです。 

こんな顔されたら、おかわりもあ

げたくなっちゃいますね。 

【特集2の表紙】 

（スタッフからひとこと♪） 

 

今回のテーマにぴったりな猿田

家のねこ様たち。特集2の毛

色ごとの性格はあたっていたで

しょうか？ 

みんなで寄り添う姿がとても

愛らしい一枚ですね。 

永井 ちくわ ちゃん 

橋詰 タロ くん 

猿田 チビちゃん・琥珀ちゃん 

    梅ちゃん・オレンジちゃん 
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小池 ATOM くん 

富田 すーちゃん・にゃックスちゃん 



photo shot ☆

『smile』よりお知らせ 

photo shot では 

  

ご家族様からのお写真を公募いたします。  

smile次号（冬号）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『冬号写真募集係り』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 

前田 アカマル くん 
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馬越 プゥ ちゃん ＆ エル ちゃん 

小池 メイ ちゃん ＆ とっと くん 



スタッフ紹介 

Meimi   Goka 

五家 めいみ 
Moe Suwa 

諏方 萌  

① どうして看護師になろうと思ったのですか? 

② 趣味は何ですか? 

③ 今後の意気込みをお願いします！ 

④ うちの子紹介 

 information ～スタッフ紹介～  

① 飼っている子を最期まできちんとお世話したいと 

    思ったからです。 

② 友達とくだらないことして笑うこと。 

    人と過ごすのが好きです。 

③ 難しいお仕事も任せてもらえるようになりたいです！ 

④ ワイヤーダックスのラッキーです。 

    生まれたときから見た目が変わりません。 

① 小さい頃から動物とお医者さんごっこが大好きで、 

 幼稚園時代から、動物のお医者さんになる！ 

 と宣言していました！(笑) 

 中学生の時に、獣医ではなく動物看護師という職業を知 

 り、これまで目指して来ました！ 

②ダンス、買い物、ねこと遊ぶこと。 

③この人なら任せられると、ご家族の方や 

 スタッフからも思ってもらえるような立派な看護師に 

 なれるように頑張ります！ 

④兄のこてつと弟のちょろです！ 

 仲良しでいっつもふたり一緒です！ 

 ぽっちゃりさん好きです！♡ 
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information ～トラキチ～ 

2017年７月11日 22時50分 

当院のスタッフであり、わたしたちの大事な家族であるトラキチちゃんが今年の7月に天国へと旅立ちました。 

享年13歳と4ヶ月でした。生前は、慢性膵炎や腎不全、さまざまな病気と闘いながらも、その病態とは裏腹に 

いつも力強い姿を見せ、わたしたちスタッフも彼に励まされる日々が多くありました。亡くなる前日まで、 

自分の肢で歩くことができました。どんなに辛くても、彼はいつもわたしたちの顔を真っ直ぐに見つめてくれました。 

最期は多くのスタッフに囲まれ、手を握り、見守られながら眠ってくれました。これまで供血によりたくさんの命を 

救ってきてくれたトラちゃん、わたしたちにたくさんの勇気をくれたトラちゃん、そんな彼がここで生きた証を 

みなさまにも少しだけご紹介させてください。 

生年月日：2004年2月13日生まれ 

2005年2月13日 入社 

名前：トラキチ 日本猫 男の子♂ 

好きなこと：ブラッシング 

嫌いなこと：抱っこ！とってもマイペース 

大好物   ：めあたらしいごはん 

特技      ：どこでももみもみ 

トラちゃんがくれたもの 

バレンタインデーの前日が 

お誕生日のハッピーボーイ♩ 

●生まれた当時の出来事● 

「チョー気持ちいい」が 

流行語大賞になりました 

後輩スタッフの鉤ちゃんとゴロン🐱 

トラキチは人にだけでなく、 

他の動物にもやさしい猫でした。 

改装工事の間、麻布十番犬猫クリニックの

川端先生のお家にホームステイに行ってき

ました！先住民のわんちゃんとも意気投合

し転がるトラキチちゃん。お家のお姉ちゃ

んやお兄ちゃんにもたくさん可愛がっても

らいました。2015.11 

 

これまで何度も入退院を繰り返してきましたが、 

その度に入院中のトラキチにエールを送ってくださったみなさまに 

この場をお借りして深く感謝を申し上げます。トラキチからもらった 

たくさんの愛を胸に、今後ともスタッフ一同精進して参ります。 

ご家族みなさまの生活が幸せなものでありますように。トラキチ担当看護師 



information  ～CT導入～ 

JAMCの歴史は新たな時代へ 

 

Multi Slice CT導入! 
 

CT検査 

CT検査とは、X線を身体の周囲360度から照射し、 

身体の内部を画像化する検査です。 

人間ドックなどで広く普及しており、私たちの生活にも身近

な存在になりつつあります。 

CT検査では、レントゲンでは検出できないほどの小さな病変

や複雑な部位の異常なども見つけることが出来ます。 

わんちゃんやねこちゃんでは麻酔下での検査になることが多

いですが、当院では無麻酔での検査も可能です。 
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わんちゃん、ねこちゃんも治療のために輸血が必要なことがあります。 

けがや病気による出血、重度の疾患による血液の異常を補うための輸血は、 

他ではとってかえることのできないとても重要な治療です。 

私たち日本動物医療センターは、 

患者さまに安全な血液を必要な時に必要な量確保できるよう、血液を保存するシステムを導入しています。 

 

 

保存する血液は、登録ドナーさんたちの 

定期的なご協力により確保しています。 

今回、どのようなドナーさんがご協力くださって 

いるのか普段のご様子をご紹介したいと思います。 
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information ~輸血チームより～ 

輸血ドナー募集 

多くのドナーさんにご協力をいただき、 

たくさんの命をつなぐことができていますが、 

輸血のための血液が不足していて 

輸血を受けられない患者さんもいらっしゃるのも現実です。 

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。 

ドナー登録に関してご質問がございましたら 

お近くのスタッフまでお声掛け下さい！ 

 

【こんな子を募集しています！】 

＊健康なわんちゃん (満１～７歳、体重15kg以上) 

＊健康でお部屋飼いのねこちゃん(満１～８歳、体重4kg以上) 

＊交配経験のない男の子または妊娠・出産歴の無い女の子 

＊定期的に必要な予防を受けている子 

 

コテツ＆チョロちゃん 

2012年4月15日生まれの兄弟 

今年の8月19日、 

初めての献血にご協力頂きました！ 

【ここを人に教えたい！】 

2人は毎週日曜日の朝を楽しみにしてます。 

それは、日曜日朝7:45から始まるNHKの 

「さわやか自然百景」を見るのが大好きです。 

オープニングの歌が聞こえると寝ていても、 

ご飯を食べていてもテレビの前に飛んで来ま

す！ 

 

【お家に来た経緯は？】 

里親募集で引き受けました。 

本当は1匹しか引き取らない予定だったのです

が、里親さんのお家で最後になってしまった2

匹は1番仲良しだったみたいで、里親さんが2

匹一緒に引き取ってもらえるお家でないと可哀

想だから渡せないとのことで、それなら是非2

匹をって引き取りました♪ 

 

 

 

【２匹はどんな関係性？】 

長男のこてつ、四男のちょろ(1番上と1番下の

2匹です)こてつは警戒心がちょろより有りビ

ビりちゃんなのですが、いざという時はちょろ

の前に立って弟を守っています！ 

 

【どんな性格？】 

お風呂に入ろうとすると湯船に付いて来るとこ

ろや、ベットの中で一緒に寝てくれるところや

甘えん坊ですっごく甘えん坊な2人です！ 

 

 



〇 みみこちゃん 

ご家族様であるお母さんと 

一番の仲良しで、息子様の事は 

子供か兄弟と思っているようで 

玄関でお出迎えしてくれるそうです。 

〇 クーちゃん 

ちいさなお子さんに対しても 

とてもやさしく、 

決して怒らないそうです。 

また、甘えん坊で穏やかながら、 

きれい好きで虫を怖がるなど 

繊細な性格も持ち合わせているそうです。  

〇 ちゅうちゃん 

お母さんが大好きでやきもち焼き。 

       

information  ～special thanks～ 
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〇 ガーコちゃん 

とても人懐こく、物怖じしない 

甘えん坊さんとのことです。  

〇 コロナちゃん 

少し臆病だけど食いしん坊！ 

妹のルナちゃんと毎日運動会を 

繰り広げているそうです。 

〇 みつるくん 

人が大好きで抱っこも大好き。 

「可愛い」を自分のことだと思っている 

甘えん坊さんとのことです。  

〇 おもちちゃん 

内弁慶で、お客さんが来ると 

隠れてしまいますが、 

めったに怒らない温厚な子だそうです。  

Special Thanks  
撮影・インタビューにご協力いただき、誠にありがとうございました。 

〇 チェリちゃん 

隙があるとすぐに膝にのってくる 

甘えん坊で、色んな声色でお話しする 

おしゃべりさんです。  

〇 どろぼちゃん 

とにかくおっとりで甘えん坊、 

おしゃべりもよくするそうです。 

〇 サビーヌちゃん 

観察力があり度胸がある 

マイペースさんだそうです。 

〇 めめちゃん 

まさにツンデレで、 

外出中はご家族様にもツンですが 

お家ではべったり甘えん坊。 

嫌なことはしっかり主張する 

しっかりものさんです。 



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 

 12：30～ 

 ¥2000/時間 

毎週日曜日 

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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information～各教室案内～  

※すべて税抜き価格でのご案内 

グループレッスン   

わたしはだぁれ 

次回号は、みんなのアイドル！  

 「シーズー」の特集です♪  

中国の宮廷で 

長年愛され続けてきた私の魅力、 

猫派のあなたも 

どっぷりと浸かってください♪  

つぶらで大きな瞳に、鼻ぺちゃのお顔 、まんまるカットもサラサラヘア―もよく似合います ！ 

陽気で愛嬌たっぷり ちょっぴり 意地っ張りな・・ ・・ 



● 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 


