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「記憶色」 

さくらの色はぴんく色、というけど 

ほんとは白いさくらが多いってしってる？ 
 

海や空が青くみえるのとおなじように 

いっしょにみた人やいっしょにみた思い出が 

さくらをぴんく色にさせるんだって 
 

ことしもママの目に映るさくらがぴんく色でありますように 

らいねんもさらいねんも、いっしょにみにいこうね 

 

13  あっちゃんありがとう 



特集1 出産・帝王切開 



★ 妊娠期間中のお母さんの食事管理 ★ 

徐々にお腹の赤ちゃんが大きくなるにつれて、お母さんの必

要な食事量も増やしていきます。食事内容は総合栄養食であ

れば通常問題ありませんが、妊娠期用や成長期用のごはんも

適切です。 

交配～妊娠30日目：通常のごはん量でOK 

妊娠30日目～50日目   ：25％増量↑ 

妊娠50日目～分娩後1週目：30～50％増量↑ 

分娩後1週目～離乳まで    ：150～300％増量↑ 

               水分補給も重要です 

犬の場合20日以降から、猫の場合15日以降より超音

波検査にてお腹の赤ちゃんが確認できます。 

また、分娩予定日が近い検診では、赤ちゃんのお腹

の中での位置や心拍数などを確認し、安産に望むた

めの準備をする必要があります。 

 

疾患 

シリーズ 

特集1 出産・帝王切開  
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出産・帝王切開 

春といえば出会いの季節。 

そんな今月号は、赤ちゃんとの出会いと出産についてです。 

わんちゃんの出産は、一緒に過ごすわたしたちもハラハラドキドキ・・・ 

ご家族みんなで安心してマタニティーライフを過ごしていただくために、 

わんちゃんの妊娠～出産までをわかりやすくご説明いたします。 

まずは、妊娠初期の検査から覗いてみましょう。 

妊 娠 期 間  

背骨 

心臓 

0 日目 

0 日目 

20 日目 

15 日目 

このあたりで  

超音波検査 をおすすめします。 

 

超 音 波 検 査 

妊娠10〜20日目 

・ご飯の好みの変化 

・時折吐くことも 

妊娠30〜40日目 

・乳腺が張ってくる 

・食欲が増える 

・体重の増加 



赤ちゃんの頭の大きさとお母

さんの産道の大きさを比べる

ことで難産の指標とします。  

 

 

           

特集1 出産・帝王切開 
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頭蓋骨 

背 骨 

産道の広さ 

63 ~ 65 日目 

63 ~ 67 日目 

60 日目 

このあたりで  

レントゲン検査 をおすすめします。 

いつ産まれてもおかしくない時期です！ 

分娩間近の様子は次のページで！ 

レ ン ト ゲ ン  

検 査  

妊娠45日目になると赤ちゃんの骨がしっかりしてくる

ので、レントゲンで確認できるようになります。 

赤ちゃんの頭数の確認や難産の予測をすることができ

ます。 

しかし、お腹の赤ちゃんへのX線の影響を考え、 

分娩予定日の2～3日前（妊娠60日目頃）での検査１回

のみをお勧めすることが多いでしょう。 

 

 

 

 

 

60 日目 

妊娠50日目前後 

・胎動がわかるように 

・おなかの張りが顕著に 

・お母さんによっては乳汁が分泌されることも 

出産予定日の1週間前くらい から 

1日2回体温を測るようにしましょう。また出産箱を用意

しましょう。箱の高さはお母さんが簡単にまたげて、赤ちゃん

が出られないようなものが適切です。また隙間風などが入ら

ず、他のワンちゃん達と隔離できる場所にしましょう。 

予定日2,3日前 

・巣作り行動を始めます 



▶分娩の兆候 

 出産の2~3日前には巣作り行動を始めます。 

 20~30時間前には落ち着きがなくなり、前肢で床をかくような仕草や頻尿などが見られたり 

 食欲が落ちることもあります。10~12時間前には体温が平熱より1～2℃低下し 

 （およそ36.5～37.0℃）その後分娩時には再度上昇し38.5℃付近に戻ります。 

特集1 出産・帝王切開 
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▶分娩の開始 

 体温が下がり始めてから長くても24時間以内、最低体温からの上昇が見られて 

 12時間以内には最初の分娩が始ります。  

 陣痛が始まり徐々にリズミカルになった頃、赤ちゃんが生まれます。 

 透明な胎水が排出された後（＝1次破水）、赤ちゃんが生まれてくると、 

 赤ちゃんを覆う膜をお母さんが破り（＝２次破水）、へその緒を噛み切ります。 

 お母さんが背中を強く舐めることで呼吸を促し、赤ちゃんが鳴く姿を確認しましょう。 

 その後、30～60分間隔で次の赤ちゃんを出産します。 

▶分娩後 

 胎盤が排出されます。 

 通常は毎回赤ちゃんと一緒に、あるいは赤ちゃんより15分前後遅れて排出されますが 

 生まれた赤ちゃんが多い場合には最後にまとめて出てくることもあります。 

分娩の 

プロセス 

1 

2 

3 

いよいよ出産です！ 

まずはどのような過程で赤ちゃんが生まれてくるのかをみていきましょう。 

難産チェックリスト  

フレンチ・ブルドッグ、パグ、チワワ 、 ボストン・テリア 、狆、 ポメラニ

アン、 ブルドッグ 、シー・ズー 、スコティッシュ・テリア 、ボクサー 、ペ

キニーズなど  

小型犬、頭の大きい短頭種の子達に多い傾向があり、分娩前のレントゲン検

査で産道の広さと赤ちゃんの頭の大きさを比べ、難産の兆候がないか調べて

おく必要があります。  

 

1、 低下した体温が通常体温にもどるなど分娩兆候が見られたのに分娩が起こらない 

2、 破水したのに2~3時間経っても赤ちゃんが出てこない 

3、 陣痛が30分以上続いているのに赤ちゃんが出てこない  

4 、赤ちゃんの一部が出てきているのに、それ以上進まない 

5 、初めの赤ちゃんが出てくる前に緑色の液体が排泄されるが、 

  その後2~3時間経っても赤ちゃんが出てこない 

6 、陣痛が止まってしまい、お母さんがぐったりしたり、 

  おしっこのポーズをとるようになる 

7 、自然に生まれてきた赤ちゃんが死産もしくは生まれてすぐに亡くなってしまう 

場合によっては陣痛促進剤を注射しますが、 

それでも赤ちゃんが生まれない場合には帝王切開を実施します。  

難産を起こしやすい犬種   

通常は上記のような流れで無事出産を終えますが、時には難産となってしまうこともあります。 

ご自宅で出産を迎える際、下記の難産チェックリストのようなことが見られた場合はすぐに当院にご連絡ください。 



特集1 出産・帝王切開 

▶子宮を切開し、慎重に赤ちゃんを取り出していき、 

   へその緒と胎盤の処理を進めていきます。  

▶赤ちゃんをできるだけ早く温め、タオルで拭いて呼吸を促します。  

 鳴き声が聞こえれば、きちんと呼吸ができるようになった証拠です！  

▶自分でしっかりと呼吸できるようになったら、お母さんのお乳のもとへ近づけ、 

 きちんとお乳を吸う事が出来るかどうか確認していきます。 

処置の 

プロセス 

難産・帝王切開 

お母さんと赤ちゃんを救うために、緊急的に帝王切開を行う必要があります。  

1 

2 

3 

4 

●レントゲン検査で 

   赤ちゃんの頭がお母さんの 

 骨盤腔より大きいとき 

●超音波検査で赤ちゃんの心拍数 

   が低くなってしまったとき 

     

感染症 ーウイルス性ー 

パルボウイルス感染症：嘔吐、下痢、血便など

の消化器症状が見られ、栄養失調に陥ったりと

感染にとても弱くなってしまいます。 お家に迎

えてから発症することもあり、生まれたばかり

の犬や猫にとって大変致命的な感染症です。 

ヘルペスウイルス感染症：パルボウイルス同様

に致命的になることがあります。 お母さんに

しっかり免疫力が備わっていれば、初乳から免

疫力を授かり重症化は避けられる可能性がある

でしょう。母猫の身体管理も非常に重要です。  

 感染症  

生まれたばかりの赤ちゃんは、自分の体を守るた

めの免疫機能がとても低いです。そのため、生ま

れてすぐに飲む母乳（初乳）から、栄養分だけで

なく免疫力も授かることで体を防御しています。 

しかし、授乳で得られる免疫は生後２ヶ月ほどで

効力を失い始めるため、感染症にとても弱くなっ

てしまいます。 帝王切開や未熟児での出産の場

合、十分に初乳を飲めなかった子も同様に注意が

必要です。 

 

赤ちゃんに多い病気   
先天性疾患 

口蓋裂：口の中で、口と鼻が繋がってしまってい

る病気です。適切なケアができれば無事に成長で

きることもあります。 

鎖肛：肛門の穴がなく、閉じてしまっている状態

です。外科的な治療を行う必要があります。  

臍ヘルニア：おへその穴がうまく閉まりきらず、

脂肪や腸などがおへその中に飛び出てしまってい

る状態を指します。治療をしなくてもおへそは自

然に閉じていくことがありますが、閉じない場合

には手術が必要です 。 

 

 その他  

低体温・低血糖：赤ちゃんの代謝はまだ未熟

なため、食べない時間が長く続くと、低血

糖状態になってしまいます。 

低血糖により意識が落ちたり、震えやケイレ

ンが見れらることがあります。また、保温

も大切です。体温が下がると呼吸の回数が

減少したり、意識が落ちる危険性がありま

す。  

感染症 ー細菌性ー  

ウイルス感染症で弱ったところに二次的に細菌

が感染したり、 不衛生な環境にいるとへその

緒などからも感染が起こります。  
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▶お腹をあけるとすぐに赤ちゃんが 

 入って大きくなっている子宮がみられます。  



特集2  子犬・子猫との暮らし方 
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あなたも「お母さん」なのです♪ 

生まれてから2ヶ月間、子犬や子猫はお母さんに愛情をたくさん注がれながら兄弟と一緒にすくすく育ちます。 

しかし、野良猫やお家の子の出産で、まだ眼も開かず耳も聞こえない小さな命に出会うことがあるかもしれません。 

通常、わたしたちは犬・猫の子育てに多くは介入せず、外から見守ってあげるのが一番の役目です。 

しかし、何らかの理由で子育てが出来ない、あるいはお母さんがいない場合、その時はあなたが「お母さん」なのです♪ 

生後2～3週齢の子は、自分で体温調節ができません。本来、お母さんや他の

兄弟と一緒におしくらまんじゅうのようにして体温調節を行いますが、お母

さんがいない場合、きちんと環境を整えてあげることがとても重要です。 

 

低体温になってしまうと 

▶ミルクを飲む力がなくなり、衰弱してしまう 

▶免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなるなど、 

 とても危険な状態になってしまう可能性があります 

 

このような保温BOXがおすすめです♪ 

★POINT★ 

▶ 温めすぎるのも× 必ず熱から逃げられる場所を作る 

▶ 潜りこまないように隙間は埋める 

▶ 引っ掛からないように素材を選ぶ 

▶ 熱が逃げないように乾燥を防止する 

★★室温は30度前後に保つ！ 

赤ちゃんは毎日少しずつ成長して、どんどん体重が増えて

いきます。哺乳・排泄のタイミングで、体重も計測し記録

しましょう。体重測定は成長の指標になるので、必ず手

伝ってあげましょう♪生後1週齢くらいまでは、毎日体重の

5～10％程増えていきます。体重が減るだけでなく、他の兄

弟と比べて小さく一定の体重より増えない場合も、病気の

兆候かもしれません。気をつけてみてあげましょう。 

 

★POINT★ 

「哺乳」「排泄」「体重測定」は必ず同じ順番で行いましょ

う。 

⇒ 数g単位の成長なので、排泄前なのか後なのか、哺乳前なの

か後なのかで大きな差が生じる為です。 

当院では、①排泄補助  ②体重測定  ③哺乳の順番  で、 

こんなことも考えられます！ 

兄弟の中で、同じ子が同じ場所の乳首ばかり吸っていることがありま

す。お母さんのお乳は、乳首の場所によって出にくい場所と出やすい

場所がある時があり、もし、特定の子ばかり育つ反面、成長の遅い子

がいるなどの異変があれば、小さい子を母乳がよく出る乳首へそっと

案内してあげてみてください。 

体 温 管 理 

体 重 管 理 

段ボール 

保湿性に優れ、汚れても使い

捨てられるため衛生的にも◎ 

赤ちゃんが脱走できないよう

十分な高さのものを選びま

しょう。 

バスタオル 

段ボールの上からかけて 

熱が逃げないようにします。 

毛布やタオルなど 

柔らかい床材にしてあげましょう♪ 

繊維に爪が引っ掛からないよう注意し

ます。 

新聞紙 

床からの冷えを防ぐ為厚めにしきます。 

床暖房があるおうちは床暖房をつけてあげてもいいかもしれません。 

湯たんぽ 

ペットボトルに５０度くら

いのお湯を入れ、布で覆い

ます。こまめにお湯を取り

替えてあげましょう。 

ペットシーツ 

汚れたらこまめに 

取り替えてあげましょう。 

温度計 

段ボール内の温度が 

保てるようチェックします。 



特集2 仔犬・子猫との暮らし方 
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生後3週齢くらいまでは、自分の力で排泄ができないた

め、お母さんがお尻を舐める刺激で排泄を促します。 

そのため、お母さんの補助がない場合、わたしたちの手

で排泄を促してあげる必要があります。 

★POINT★ 

ティッシュやガーゼ・脱脂綿などの柔らかい素材のもので、肛門や

尿道周りをぽんぽんと優しく刺激します。⇒途中で止めずにおしっ

こを出し切るまで続けましょう。 

擦るように触ってしまうと、子犬や子猫の弱い皮膚は、すぐに赤く

ただれてしまう可能性があります。優しく刺激し促してあげるのが

とても重要です。 

これを、哺乳のタイミングなどに1日大体2～3時間おきの頻度で行

います。 

便の色 

▶母乳を飲んでいる子犬・子猫 ⇒ 濃い緑 〜 濃い茶色 

▶人工ミルクを飲んでいる子犬・子猫 ⇒ 黄色っぽい便 

が多くみられます。 

便の柔らかさ 

主に水分(ミルク)を摂取しているこの時期は、指で簡単につぶれる

くらいの柔らかい便が出ます。ただし、水っぽい便には要注意！続

く場合は体調を崩している危険性があるため、早めに病院へご相談

下さい。 

 
生まれたばかりの子犬・子猫にも、先天的に感染症や寄生虫が潜んでいることがあります。 

特に、排泄物は感染源となることが多いので、素手では触れず使い捨て手袋を使用し、排泄物に触れたものはしっかり消毒・廃棄をし

ましょう。また、免疫力の低い子犬・子猫に、わたしたちからの感染を防ぐためにも、手洗いや消毒・排泄物を触る時以外でも手袋を

着用しましょう。文頭でお話したように、お母さんが排泄補助をしてくれる場合は、積極的に人が手伝う必要はありません。 

しかし、実際に子育てをしてくれているかどうかは、きちんと観察してあげることが大切です。 

排 泄 補 助 

U：排尿の有無 

F：排便の有無 

BW：体重 

Milk：飲んだミルクの量  

を2～3時間おきに記録します。 

※成長が安定してきた頃に、徐々に記録の間隔を広げます。 

このあたりを 

優しくぽんぽん♪ 

院内で使用中の記録用紙 

体重の記録と共に 

飲んだミルクの量や、排尿・排

便の有無を記録していきます。 



【ミルクの1回の量と回数】 

ミルクのパッケージに 

「体重あたりの1日の量」が書いてあります。 

その量を2～3時間おきに分けて哺乳しましょう。 

特集2 子犬・子猫との暮らし方 
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子犬・子猫のお世話をする上で、哺乳は何よりも大切な 

「お母さん」の仕事です。 

赤ちゃんは胃袋が小さいのにも関わらず、必要とするエネルギー量が多

いので少量頻回の哺乳が必要です。 

 

★POINT★ 

ミルクの作り方 / 哺乳方法 

粉ミルクは熱めのお湯で溶かし、少し冷まします。 

手の甲に1滴落として、少し熱さを感じるくらい(40℃前後)で与え

ます。ミルクが冷えてしまうとお腹を壊す恐れがあります。 

ここは少し神経質になりましょう。 

哺乳には、小動物用の哺乳瓶(大型犬の場合は人間の赤ちゃん用でも可)

や、針のついていない注射器、スポイトなどを使用します。清潔で平ら

な場所を哺乳場所とし、哺乳瓶と頭を固定しながら吸わせてあげましょ

う。写真のように、少し上を向かせてると飲ませやすいですが、あまり

上を向かせすぎると気管に入ってしまう危険があるため注意して行って

ください。また、哺乳の時間を長くかけすぎて、せっかく温めたミルク

を冷ましてしまっては意味がありません。マグカップなどを使って、湯

煎した状態で用意することをおすすめします。 

初めのうちは哺乳に慣れない子もいま

すが、乳首の太さや差し込む角度な

ど、少し方法を変えるだけで飲み始め

てくれることもあります。また、なか

には飲みたくても上手にミルクが吸え

ない子もいます。 

哺 乳 

小さな命を守り育てるのは、とてもとても大変です。 

しかし、「お母さん」という仕事は、それ以上に癒され達成感のあるとても素敵なお仕事です！ 

困ったことやご不安なことがありましたら、いつでも当院にご相談ください。 

試行錯誤してもなかなか吸えない場合は、病院へご相談下さい。よく飲んでくれるからといって、過度に飲ませることでお腹がパンパン

になり嘔吐してしまう可能性があります。また、勢い良く飲みすぎると鼻にミルクが入り、誤嚥してしまう危険性もあります。 

十分に注意してあげましょう。 

 



 information ～ Beeちゃんがくれたもの～  
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2015.7 

2015.8 

2015.8.15 

2015.8.16 

2015.9.11 

2015.11.6 

2015.12.14 

2016.4.13 

2016.10.31 

2016 .2.31 

2017.2.27 

2017.3.6 

2017.9.12 

2018.1.1 

2018.1.18 永眠 

2016.7.2 

2016.4.10 

センター卒業式。 

病院の屋上で散歩の練習。 

引き取りの日。 

小池beeになりました。 

初めて外を散歩。 

家というものを体感。

子供が大好きになりました。 

枯葉の感触が大好き！ 

秋のお散歩 

洋服デビューしてみた日。 

姪っ子の服、着せてみました。 

冬支度。 

春のお散歩。 

初めての桜。 

なぜか・・ 

耳血腫になりました。 

姪っ子の浴衣着て、 

2度目のお正月。 

つかず離れずな2人。 

体調を崩すことが多くなってきたかな～。 

イベントでの写真撮影。 

くっつき虫。 

診察に連れてくると 

3度目のお正月。 

ここまでこれたね。 

beeへ 

 私と出会ってくれて、 

うちの子になってくれて  

ほんとにありがとう。  

2018年1月18日 早朝 

 

大事な家族であるBee（ビー）ちゃんが 

『上皮向性リンパ腫（皮膚に発生する皮膚型リンパ腫）』で 

今年の1月に天国へと旅立ちました。 

センターから我が家に来てから2年5ヵ月。享年15歳7ヶ月。 

発症から余命半年との診断で、今年9月頃に発症し、 

幸いにも本人の食欲は抜群で、 

モグモグとよく食べてくれていました！ 

食べる事が大好きな子で良かったと心から思った瞬間でした★ 

担当医とも相談し、食欲が落ちる可能性があ 

る抗がん剤治療は行わず、リンパの腫れを薬でコントロール 

しながら、最後の日が来るその時まで 

好きなものをたくさん食べさせてあげようと決めました。 

そして、最後の瞬間はいつものベッドの中で 

苦しむことなく眠るように旅立ちました。 

この場を借りて、ほんの一部ですが、 

beeとの思い出を振り返りたいと思います。 

 

 

2016 

2015 

2017 

2018 

NAME     : Bee（ビーグル） 

2005年6月～ 日本動物医療センター入社 

2015年8月～ 小池 Bee になる 

誕生日   :2002.6.9 女の子♀ 

血液型      ：DEA1.1(+) 

好きなもの   ：人・子供・ゴハン 

嫌いなこと   ：階段おりること 

大好物     ：ゴハンなら何でも‼ 

特技         ：おもちゃの破壊・部屋荒し 
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information ～あっちゃんありがとう～ 

2017年11月19日、当院スタッフのあっこちゃんがお空へ旅立ちました。 

福島県で東日本大震災を乗り越え、被災地での厳しい環境を耐え抜いて生

きてきたあっちゃん。 

慢性的な口内炎を持ちながらもごはんをよく食べ、お気に入りのベッド

（時にはトイレ）でよく寝て、わたしたちにも「ンナー」とよく話しかけ

てくれたパワフルで愛らしいおばあちゃんでした。 

 

東日本大震災 

2011年3月11日に東北地方を中心とした、 

日本周辺における観測史上最大の地震。特に宮城・福島・茨城・栃木の4件

では震度６強を観測しました。津波などこの地震による被害は広大なもの

で、多くの人が被災されました。そしてもちろん、人だけでなく多くの動

物たちも同じように被災し、厳しい環境の中を生きてきました。未だ家族

に会えていない子も、お家が見つからない子もたくさんいます。どうか、

その子たちが1日でも早く家族と一緒に過ごせますよう、心より願っていま

す。 

永田 あっこちゃん になりました★ 

最期は、あっちゃんが大好きな永田先生に見守られなが

ら、あたたかいお部屋の中で眠りにつきました。 

あっちゃんが当院にいた頃、よく声をかけて下さった皆

様に、この場をお借りして御礼申し上げます。 

            あっこちゃん担当看護師 

生年月日：2005年1月 生まれ（享年12歳10ヵ月） 

震災から約２年もの間、被災地圏内で力強く生き延び、 

推定9-10歳の時に福島県のシェルターさんに保護される。 

入社日：2014年9月 縁あって日本動物医療センターへ 

☆好きなこと：日向ぼっこ、ごはん、顎下かいかいされること 

☆苦手なこと：シャンプー（でもドライヤーはあったかくて好き♪） 

☆得意なこと：おしゃべり 「ンナーンナー」 

☆呼び名：あっちゃん、あっこ、あちょめ、あっちょん、あちょこ 

 

みんながあたしを送り

出すときにキャリーバッ

グをプレゼントしてくれ

たの♪ 

そんなあっこちゃんは、昨年夏から、当院をご退職さ

れた永田理紗先生のお家で余生を過ごし、先住猫さん

達とも仲良くのんびり過ごしておりました。 

初めてのお刺身を食べてみたり、他の子のごはんを

そーっと盗んでみたり…。大好きな日向ぼっこも欠か

さず、永田先生のお家でも、よくあの声でおしゃべり

していたそうです。 



photo shot ☆

  

photo  shot☆ 
       

【表紙】 （スタッフからひとこと♪） 

 

いつも良い子で病院に 

来てくれるレオンちゃん♪ 

お写真もとっても 

美人ですね♪ 

 

獣医師 古川より 

【特集2の表紙】 （スタッフからひとこと♪） 

 

もうお座りだって出来るんだよ！ 

といったこの表情。 

今後の成長記録、 

ぜひぜひSmileにも追わせてください♪ 

 

看護師 相澤より 
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小ノ上 レオンちゃん 中井 ゆきちゃん 

加島 プリンちゃん 

橋詰 ここあちゃん 

橋詰 タロちゃん 

菅原 ちゃびちゃん 



photo shot ☆

 ご家族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 

小ノ上 レオンちゃん 

鈴木 フロインちゃん 

中井 ゆきちゃん 

諏訪 ラッキーちゃん 

古川 チョビちゃん 
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~ 絆プロジェクト ~ 

 

各種予防医療、定期的な診察や健康診断などを通じて、 

皆さま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 

サポートプログラムをご用意しております。 

 

寄り添った計画的なプランで健康維持！！ 

最小限必要とされている予防メニューから充実した詳細検

査まで、ニーズに応じたプログラム内容を準備していま

す。年間を通しての予防・健診プログラムで、大切な家族

の健康を一緒に守りましょう。 

  (今年度のプログラムは2018年２月１日～2019年２月28日までとなります。) 

 

 

～ 健康で幸せな日々を送るために ～ 

詳しくは当院ホームページをご覧ください。 

ご不明な点はスタッフまでお申し付け下さい。 

動物ナビ 

2018年度 

ウェルネス会員様専用サイトのご案内 

インターネットでお買い物ができるサイトが、ウェ

ルネス会員様なら全商品10～15％OFF 

でご利用頂けます。 

 

その他の特典として、併設サロンのＳＰＡメニュー割引や、当院発行の広報誌Smileの発送を行っております。 

WELLNESS 2018 
ウェルネスプログラム 

スケジューリング 

全部お任せプラン  

誕生 

※ご自身で管理いただくセルフプランと選択できます。 

予防薬の種類、検査の内容など 

個々の日程を病院側で管理・調整します。 

 



商品がネットショッピングで注文可能！ 

24時間いつでも注文ができて、ご自宅まで郵送いたします。（2000円以上で送料無料） 

動物病院とつながりのある卸業者が運営しているため、流通ラインが明確で、商品の保存・管理も安

心です。獣医師が厳選し、動物病院が扱っている商品だから安心してご購入頂けます。 

ご利用情報を動物病院と共有し、動物の健康状態把握に役立てます。 

ご飯 

療法食&一般食 

おやつ 
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～ 絆プロジェクト ～ 

サプリメント トイレ用品 

デンタルグッズ 

シャンプー 

サポート用品 

ケア用品 

まずは登録！！ 

↓ ↓ 

                   

※ウェルネス2018会員様専用サイトは 

病院コードが異なります。 

会員様専用のコードは 

ウェルネス入会時にお伝えしておりま

す。 

 

 

病院コード 83366 



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。 
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健康でいられますように   ～ 絆プロジェクト 第2回～ 

LIONオーラルケアセミナー 

2017年度の活動報告 

3歳以上の80％のわんちゃんがかかっているといわれる歯周病。 

歯みがきが大事ということはわかっていても、お家で歯みがきさせて

くれない、ちゃんとできているかがわからない！そんなお悩みを解決

すべく、人間の予防歯科でも有名なライオン商事株式会社さんをお招

きして、オーラルケアセミナーを行いました。ご家族さまの歯へ 

 

2017年9月26日、12月8日開催 

の関心は非常に高く、告知をしてからあっという間に定員が埋まりました。 

まずは歯周病とはどんな病気？歯周病を放っておくとどうなる？といった勉強。どんな犬種の子が特になりやすいのか、歯の構造や、口

臭の原因についてなどを学びました。さあ、後半は実際に歯みがきシートを使っての実践です！ 

歯みがきをしようと思うと、つい人間の方が力が入りすぎてしまいますが、それでは歯みがきをされる動物も緊張してしまいます。声を

掛けてリラックスしながら行うことがとっても大事。 

スキンシップのひとつとして、楽しく続けることでお互いに習慣づけることができます。 

ホームケア用のLION製品のお土産付きで大満足のセミナーでした。 

 

当院スタッフが行う歯みがき教室は現在リニューアル中です。 

開催日時が決まりましたらHP等でお知らせします。 

 

 

 

 

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 

 

～ 絆プロジェクト ～ 



マルヘルスケア株式会社の鴨林さんをお迎えし、主に寄生虫による猫ちゃんの感染症についてお話しいただきました。最近人獣共通感染症

（動物や人にも伝播しうる感染症）として話題のマダニやノミ、また犬だけでなく猫にとっても実は危険な犬フィラリア症などの恐ろしい病

気など、実はとても身近に潜んでいる危険について改めて学ぶことのできる機会となりました。会場には猫ちゃんがご一緒でなくとも参加し

て頂き、それぞれ幅のある年齢層、様々な生活環境の猫ちゃんと生活をしていらっしゃるご家族の方に集まっていただきました。ある意味で

とてもマニアックな、でもそこ知りたかった！といったようなとても充実した内容のセミナーでした。 
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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 

～ 絆プロジェクト ～ 

猫の予防・ウェルネスケアセミナー 

『知らない間に忍び寄る、 

      本当は怖いネコの身近な病気』 

猫ちゃんの予防にスポットを当てたご家族向けセミナーが 

昨年末のクリスマス前に開かれました。 

スピーカーには、予防医療に大変お詳しい、ベーリンガーインゲルハイムアニ 

人医療では「病気ではないが、健康でもない状態。自覚症状はないが検

査結果に異常がある場合と、自覚症状はあるが検査結果に異常がない場

合があります。」と言われます。では動物ではどうでしょう。同じこと

だと思うのです。動物は言葉を話しません。ご自身の身体に隠れる病を

見つけること、私たち獣医医療者は同じように言葉を話さない動物の異

変を早期に見つけることが最大の目標です。症状がようやく顔を出した

時、その時は時すでに遅し、ということも多々あります。 

ご存知の方も多いと思われますが、動物の加齢は急速に進みます。成

犬・成猫になると小型・中型犬や猫では1年に約4歳、大型犬では1年に

約7歳のスピードで年齢を重ね、やがて中・高齢期を迎えます。 

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は大切となりま

す。 

これからもこのようなお話をできる機会を作っていけたらと思っていま

すが、予防、または健康診断などについてご質問などがございましたら

お気軽にスタッフまでお声掛けください。 

 

『健康を保つ、病気から守る』未病という言葉を聞いたことはありますか？ 

2017年12月3日 開催 

セミナー後の本間獣医師からお話…… 



① 混合ワクチン 

 最終ワクチン接種(3ヶ月齢以降の接種）から 

 １週間～１０日以上空いていればOK！ 

 しっかりと免疫ができてからにしましょう。 

② 体調は万全かな？ 

 はじめての場所、はじめてのこと、緊張しちゃうのは当たり前。 

 体力も使うので体調万全なときにしてあげましょう♪       
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子犬・子猫ちゃんの 

はじめての shampoo 

＊シャンプーをする前に...確認しておこう！ 

サロンで気をつけているポイントなどをご紹介します。 

  answer☆ 

 

① 常に声を掛けながら、絶対に無理は 

   させません。 

② 初めは色々まとめてせずに、まず 

    はつめ切りやシャンプー、部分的 

    なカットからはじめましょう♪ 

③その日の体調は万全ですか？ 

   その子の性格を見ながらゆっくり 

   進めていきます♪ 

   ネコちゃんの場合はネコちゃんだ 

   けの日、ニャンダフルデーも設け 

   ております♪ （毎月第一木曜日） 

初めてのシャンプー･･･ 

  不安なことはなぁに？ 

  

① いい子にできるかな？ 

② どんなカットにしよう？ 

③ 緊張しやすい子だから 

  大丈夫かな？ 

～ 滞在型トリミング ～ 

始まる前、終わってからのスキンシップの時間を十分にとるために、長めのお預かりもしております♪サロンに慣れてもらうため

に、サロン内を歩かせたり、スタッフと遊んだり、色々な場所の匂いを嗅ぎながら少しずつ緊張をほぐしてもらいます。 

まずは。。。急にお風呂に入るのではなく・・・トリミングサロンが楽しい場所になるように♪ 

時間を十分に確保し、コミュニケーションを深めることで、来店することがストレスにならないようにしていくのが滞在型トリミ

ングのメリットです♪ 
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cocoeでは、 

シャンプー後に毎月変わる写真ブースで 

お写真を撮り、ご家族様にお渡ししています。 

お気に入りの一枚が見つかるといいですね♪ 

 

 

まずは触ること！ 

シャンプー前の、つめ切りや耳そうじ、ブラッシングをしながら 

嫌がる部分を把握していきます。嫌なところをやる時は優しく話

しかけながらとにかく少しづつ行います。 

本当に嫌がる時は最後までせず、途中でやめることもあります。 

 

 

 

cocoeでは。 

はじめてのシャンプーの子に無理はしません。 

一度でも嫌な思い出ができると、その行為が嫌いなことと 

刷り込まれてしまうので、できる範囲でしてあげます♪ 

また、人に触られることに抵抗を無くす為に、 

お家でのコミュニケーションを大事にしてあげてください。 

音にも注意。 

ドライヤーや、シャワーの音にも注意を配ります。 

例えばシャワーなら、弱めにするか桶にお湯を溜めるなどして 

流してあげてます。 

なんでも最初は弱め・音は小さめ。を心掛けています♪ 

そして声掛けはとっても大事♪常に褒めてあげたり、話しかけながら進めて

いくと安心してくれるようになります。 

トリミングを楽しいこと、場所と思っ

てほしいので、間隔を空けずに最低で

も月1回はお越しいただくのをおスス

メしております♪ 

お散歩のついでに立ち寄っていただく

だけでも大丈夫です♪ 

お気軽に遊びにきて下さい★ 
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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 

【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 

リニューアル中です 

マンツーマンレッスン   グループレッスン   

23 

information ～各教室のご案内～  

※すべて税抜き価格でのご案内 

次回は… 

大型犬特集 
 

 

彼らの大きな背中が 

大好きなあなたに必見！ 

 

Smile夏号も乞うご期待！ 



● 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 


