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特 集 1   

 

小 動 物 の 気 に な る 生 態 

  ～ ウサギ ・ フェレット ・ ハムスター ～ 



特集1  小動物の気になる生態 ～ ウサギ ～ 

元々は、野生化で繁殖していた「アナウサギ」を家畜化して生まれたのが「イエウサギ」といわれる種類です。 

ここからさらに品種として枝分かれし、江戸時代よりもっと前に日本に輸入されました。 

哺乳類の中では犬猫に次ぎペットとしての歴史は長く、日本では明治時代にウサギバブルという 

大ブームが起こり富裕層の間で親しまれたそうです。 

体温：38～39℃前後（直腸温） 

    36～38℃前後（耳温） 

心拍：130～280回/分 

呼吸数：30～60回/分 

 

※あくまでも平均値であり 

   環境やタイミングによって変動あり 

体重はその品種ごとによってかなり左右されます。 

最小種であるネザーランドドワーフの平均体重が1kg前後なのに対して 

最大種のフレミッシュジャイアントでは10kg前後と、こんなにも大きな違いが！ 

 

 室温・湿度 

＊適正室温は16℃～22℃ 

＊適正湿度は30％～50％ 

 

※暑さにも寒さにも強くありませんが、 

   高温多湿な夏は一番苦手です。 

 

 飲水量 

体重1kgあたり50～100ml/day 

例：2kgのウサギさん 

     →2kg×50ml=100ml 

         一日に100ｍｌのお水が必要 

※あくまでも目安量として 

   考えましょう。 

   

ウサギは 完・全・草・食・性 です！ 

極端なことをいうと、牧草だけを食べていれば十分に栄養を得ることが出来ます。しかし、最近はさらに 

栄養価が高くバランスが考えられたペレットがたくさんあります。あくまでも主食は牧草ですが、ペレットも 

副食（おやつ）として少量与えてよいでしょう。生野菜もペレット同様、少量にとどめましょう。 

過度に与えすぎてしまうと、水分を多く含むため便が緩くなったり、野菜に含まれているミネラルなどを過剰摂

取することで体調を崩す恐れがあります。 

Q：ウサギって寂しいと死んじゃうの？ 

A：そんなことはありません。彼らは野生化で生き抜くためむしろ強かで気丈な生き物です。 

  この噂の由来は、ウサギの習性が広く知られていなかった頃、元気だったウサギが 

      お留守番中に突然亡くなってしまうことが多かったことから広まったそうです。 
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ウサギってこんな動物！ 

歴 史 

一 般 概 要 

食 性 

気になる  



特集1  小動物の気になる生態 ～ ウサギ ～ 

ペットショップで「ミニウサギ」として紹介されているのを 

みたことがありますか？小さくて可愛い品種！というイメージを受けますが、 

実はミックス（雑種）ウサギの総称なんです。 

見た目や性格は掛け合わされた元の種によって変わるので、 

何と何のミックスなのかを知っておくと成長がますます楽しみですね♪ 

近年、ペットとして犬猫に次いで人気のあるウサギですが、その中でも人気品種上位4種の特徴や性格を紹介します！ 

また、当院自慢の専用入院室やウサんぽスペースをちょこっとご紹介！さらにさらに、ウサギにとって過ごしやすい理想

のお部屋作りを徹底解説！これからウサギと暮らす方も、すでに一緒に暮らしている方も、すべてのウサギ好きさんが気

になっていることにお答えします。 

※ここでご紹介した性格はあくまでも 参考であり個体差が有ります。 

  

ピーターラビットのモデルとしても有

名な一番小さな種類のウサギです。 

好奇心旺盛で活発な一方、臆病で神経

質という一面もありますが、一度信頼

した相手にはとてもよく懐いてくれま

す。 

見た目も性格もおっとりさん。 

温厚で人見知りしにくいので、うさ

ぎ初心者でも飼いやすいといわれて

おり、垂れ耳のなかでも一番人気で

す 。 

 

その名の通り顔のまわりにモフモフ

とした毛が生えており、 

ライオンのたてがみのように見えま

す。マイペースな子が多いですが、

長毛種ゆえこまめなブラッシングの

際に、スキンシップをとるチャンス

がたくさんありますね！ 

レッキス種の最大の特徴はなんと

言ってもその毛並み！様々な種類の

中でも群を抜いて手触りが良く、光

沢のある毛と筋肉質でしなやかな身

体は、一度触ると病みつきになりま

す！  

ミニウサギってなに？ 
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人気の秘密は・・・ 

これで病院も怖くない！ 当院自慢のウサギさん専用のお部屋をご紹介！ 

 

ウサギ診察室 

ウサギさんが自由に 

走り回れる自慢の診察室！ 

高い処置台もないので 

ケガの心配もありません！ 

ウサんぽベランダ 

おひさまが出た日には 

気分転換にうさんぽへ！ 

芝床を気持ちよさそうに 

駆け回ってくれます。 

ウサギ入院室 

ウサギさんのためだけの入院 

部屋です。その子に合った床材

やさまざまなケアグッズを取り

揃えています。お家でのケアに

お困りの方はお気軽にご相談く

ださい！ 

ホーランドロップイヤー ネザーランドドワーフ  

ライオンドワーフ ミニレッキス 

気になる  



特集1 小動物の気になる生態  ～ ウサギ ～ 

ウサギと暮らすにあたって、実はとても重要な周りの環境や理想のお部屋づくり。 

一日のほとんどをケージ内で過ごす彼らのために「ここは安全」と思えるような素敵なお部屋にしてあげましょう。 

ケージ 

まずは基本となるケージ選び。 

高さ・幅は前後左右でウサギが立ち上がったときでも十分に動けるような広め

のものを用意してあげましょう。 

90cm 

※参考：マルカンうさぎケージ 

床材 

肉球を持たないウサギ達は、金網などで肢を痛めやすいため、 

すのこや藁マット等を敷いてあげましょう。肢の裏には被毛が生えているの

で、水に濡れたままだと炎症を起こしてしまう可能性があります。撥水性が

あり掃除のしやすいプラスチック製品がおすすめです。院内では、その他さ

まざまな床材を用意しています。その子にあった床材が選べるようお気軽に

ご相談ください。 

フィーダー＆食器 

主食である牧草入れは、いつでも好きなだけ食べられるように大きめのものが

好ましいです。ボールタイプやケージ固定するタイプなどたくさん種類があり

ます。ペレット入れは、ケージに固定するタイプがこぼれにくく安心ですが、

そうでないものを選ぶときは陶器などのある程度の重さがあるものを選ぶとウ

サギがひっくり返す心配がありません。 

給水ボトル 

お水は食器で与えても構いませんが、水皿に肢が浸かってしまったり体が濡れるリス

クがあるため、なるべくボトルタイプの方が良いでしょう。ボトルから飲み口が伸び

ているものや、受け皿が付属しているものもあるので、その子に合った給水機を選ん

であげてください。毎日清潔なお水に交換するため、取り外しが簡単で掃除しやすい

物を選ぶのもポイントです。 

※ウサギはもともと上を向いて水を飲む習性がないため好まれない方もいます。 

トイレ 

多くの子は、角を好みお尻をはめるようにして排尿します。排便は本人の意識

と関係なくぽろぽろ出るため、なかなかトイレだけにおさまらないことが多い

ですが、多めにみてあげましょう。ウサギの便は主に食べた牧草から出来てお

り、コロコロと乾いているため、お掃除は比較的カンタンといえるでしょう。 

ここでご紹介したもの以外にも、隠れ家やスロープ、かじり木などウサギが楽しめるものをたくさん入れてオリジナルのお部屋を作ってみて下さい。 

ただし、コロコロ模様替えをしてしまうとびっくりしてしまうことがあります。快適空間を目指して、その子に合った環境づくりを心がけましょう！ 
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ウサギと暮らす ～理想のお部屋づくり～ 

60cm 



特集1  小動物の気になる生態  ～ フェレット ～ 

フェレット ってこんな動物！ 

・好奇心旺盛で大の遊び好き！ 

 でもすぐ飽きる。 

・短時間集中して遊ぶ！ 

・脱走のプロ 

・噛むのもコミュニケーション！ 

・狭いところやもぐることが大好き！ 

・ハンモックを入れると喜びます！ 

・落下注意！高さの概念はありません！ 

・１日の大半は寝て過ごします 

・ごはんは少しずつ食べる 

・収集、異食癖がある 

 

・トイレは角の決まったところで、 

 ３～４時間ごとに排泄します 

・暑さには弱い… 
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歴 史 

フェレットの生理データ 

体温：37.8～39.0℃ 

心拍数：180～250回/分 

呼吸：33～36回/分 

 

体長：30～40cm 

体重：0.8～1.2kg （避妊去勢済） 

一 般 概 要・特 徴 

「 眼 」 

丸くてぱっちりとした眼。 

眼の色は黒が一般的ですが、赤や茶色っぽい色の場合もあります。 

暗闇でも物を見ることはできますが、視力は弱く、 

普段は嗅覚やひげの感覚に頼っています。 

遠くを見たり、高さを判断する能力はありません。 

「 耳 」 

頭の大きさに比べて耳は小さく、犬や猫のように動い

たりはしません。聴覚は優れ、音に敏感で高周波の音

でも聞き取ることができます。 

「 鼻 」 

とても敏感で重要な感覚器官のひとつで、 

弱い視力をカバーしています。 

嗅覚も優れていて、健康であれば少し湿っています。 

生後３ヶ月までに食べ物のにおいを認識するので、いろ

いろ嗅いで慣れておくといいでしょう。 

「 口 」 

肉食動物の特徴である鋭い犬歯を持っており、 

歯は全部で３４本、生後２～３ヶ月で乳歯から永久歯に生えかわります。 

甘いものを好む傾向にありますが、 

糖質はフェレットにとって不要な栄養素なので与えすぎないようにしましょう。 

「 尾 」 

一般的にしっぽは長く体の１/３くらいありますが、 

短いしっぽを特徴とするフェレットもいます。 

しっぽで感情を表すことは少ないですが、驚いたり 

怒ったりすると毛が逆立つことがあります。 

フェレットの寿命は6～7年といわれています。4歳を過ぎると病気のサインに注意が必要です。 

日々の変化を見落とさないよう、定期的な健診を心がけましょう！ 

紀元前に家畜化されたといわれており、人間とも深い関わりを持ってきました。 

他のエキゾチックアニマルと比べ圧倒的にペットとしての歴史が長い小動物です。 

犬や猫と同じ食肉目に属し、犬はイヌ科、猫はネコ科であるのに対して、 

フェレットはイタチ科に属します。 



  

特集1 小動物の気になる生態  ～ フェレット ～ 

スーパーフェレット と ノーマルフェレット 

避妊・去勢手術がされているフェレットのことを、スーパーフェレットと呼びます。 

反対に未避妊・未去勢であるノーマルフェレットは、野性味があり飼育が難しいといわれています。 

日本にいるフェレットのほとんどは、輸入前に海外のファームで避妊・去勢されたスーパーフェレットです。 

フェレット と ファーム（※） 

フェレットには犬猫のような『品種』はなく、公的な規定ではありませんが出生ファームや毛色、模様、眼色などによって 

さまざまな呼び名があります。日本に流通しているフェレットは、海外のファームで繁殖されたものを輸入しているのが 

ほとんどで、基本的には流通前に避妊去勢・臭腺除去の手術がされた状態で日本にやってきます。 

ここでは、出生ファームごとの体格差と性格差をみてみましょう。 （※ファーム＝ブリーディング・育成の会社） 

  

避妊去勢･臭腺除去手術の保証

がしっかりしている。 

右耳介に２個の点状刺青マイク

ロチップでの個体管理を行う。

比較的小型で温和な性格の子が

多い。 

毛色やパターンが豊富で、 

丈夫で活発な性格の子が多い。 

マーシャルより大きめ。 

その他に、 

・ニュージーランド（サウスアイランド）・ファー（中国） 

 ･マウンテンビュー（アメリカ）etc... 

がっちりとして大型。 

耳介に刺青。 

大型で噛み癖が強い子が多い。 

耳にHの刺青。 

マーシャル（アメリカ） パスバレー（アメリカ） 

カナディアン（カナダ） ホールデン（カナダ） 

フェレットと暮らす ～理想のお部屋づくり～ 
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バター系 …バターミット、スターリングバター 他 

シルバー系 

特集1  小動物の気になる生態 ～ フェレット ～ 
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アルビノ（本来は稀だがフェレットには比較的多く基本色のひとつ） ホワイト系 …マークドホワイト 他 

 

パターン系 …プラチナパンダミット、ブラックパンダミット 他 

アンゴラ系（ファームでもカラーでもないが、大型で長毛）…ロイヤルパステル 他 

フェレットのカラーバリエーション 

セーブル スターリングセーブル ブラックセーブル 

･･･セーブルより全体的に黒い 

ライトセーブル 

･･･セーブルより全体的に薄め 

ホワイトファーブラックアイ 

･･･オーバーコート、アンダーコートとも

に基本は白一色 

ストライプホワイト 

シルバーミット 

･･･スターリングシルバーより若干濃い色 

スターリングシルバー 

･･･オーバーコートは白色と黒色の混

合です。アンダーコートとの比率で

シルバーに見えます。 

ダークシルバーミット 

･･･シルバーミットの中でも、手

足、肩、尻尾の色が濃い個体 

シルバー（シルバーミット） 

･･･アンダーコートが白色で、オー

バーコートに白と黒の毛色が混ざる 

バタースコッチ 

･･･全体的に黄色く淡い色 

シナモン 

･･･バタースコッチより色合いが

薄く、明るい色 

シャンパン 

･･･バタースコッチ、シナモンと全

体的にカラーが似ていますが、もっ

と淡い色 

ブレイズ 

･･･顔の真ん中より後ろへ、一本の白いラ

インがはいっているのが特徴 

パンダ 

･･･その名の通りパンダに模様が似ていま

す。手足に色があり、目元もパンダっぽい

プラチナパンダ ブラックパンダ 

ブラックセルフ パステル ハーレクイン ブラウン 

※「ミット」ですが、これは「手袋」を意味するミットで、手足に白い手袋を履いているかのような毛色をしているカラー 

オーバーコート、アンダーコートともに白一色 

セーブル系（フェレットの基本色のひとつ）…セーブルミット 他 ⇒オーバーコートは濃い茶色～黒色、アンダーコートは白色～クリーム色 

ボブテイル 

（遺伝で各カラーで生まれてくる短い尾が特徴） 



①隠れる為のハウス   

野生下では常に身の危険に晒さ

れている彼らは「ここなら襲わ

れない」という場所がないと安

心して眠ることができません。 

好きな時に隠れられるように小

さなものでもいいのでハウスを

用意してあげましょう。 

特集1  小動物の気になる生態～ハムスター～ 

体長は大体15㎝未満で「ちいさな」

という意味のドワーフハムスターとも

呼ばれます。その種類はとても豊富で

ノーマル、パールホワイト、スノーホ

ワイト、ブルーサファイア、プディン

グなどカラーによって呼び方が異なり

ます。感情表現が豊かで懐きやすく、

初めてハムスターと暮らす方に向いて

います。 

  

体長は、大きくても10㎝程度と小さ

い世界最小のハムスター。ほかの種

類と比べても警戒心が強く臆病なた

め、人に懐きにくいといわれていま

す。ただ相性もありますが、比較的

多頭飼いがしやすい種でもあり、密

集して寝ていたり、おしくらまん

じゅうの様にお互いがくっついてい

る姿がとても愛らしいです。 

ハムスターが冬眠！？ 

野生動物たちは、冬になると栄養を蓄えて春になるまで冬眠することがありますよね。 

ハムスターも冬眠のような状態になることがあります。本来ペットとして飼育されている 

ハムスターは冬眠しませんが、冬場に適切な温度管理がされていないと「疑似冬眠」 

と呼ばれる状態になります。丸くなり呼吸が止まっているように見えるため、亡くなってしまった 

と思う方も少なくありませんが、実際は呼吸回数が極端に減っているだけで浅く呼吸はしています。 

しかし、だからと云って一安心なわけではありません！疑似冬眠とは呼ばれていますが、低体温症 

という状態に陥っているため危ないことには変わりありません。気温が10℃以下になると 

疑似冬眠に入るといわれているため、肌寒くなってきたら温度管理に気を付けましょう。 

ペットとして親しみ深いハムスター。その愛らしさで幅広い世代から愛されている彼らですが、 

1930年、シリアで捕獲された１匹の雌とその12匹の子がハムスターの繁殖の始まりといわれています。 

魅力あふれるハムスター達は、確認されているだけで20種類以上いますが、そのうちの人気品種４種をご紹介します。 

ハムスターってこんな動物！ 

前述のシリアで捕獲されたといわ

れているのがこのゴールデンハム

スターです。そのため別名「シリ

アンハムスター」と呼ばれていま

す。大きな体と穏やかな性格が特

徴で、比較的飼育がしやすいとさ

れていますが、同種同士の縄張り

意識が強いため複数での飼育は要

注意！！ 

ゴールデンハムスター ジャンガリアンハムスター 

ロボロフスキーハムスター キャンベルハムスター 

ハムスターと暮らす ～理想のお部屋づくり～ 

③砂場（トイレ） 

もともと乾燥した砂漠などに住んでいた

こともあり、穴掘りや砂浴びが大好きで

す。砂場をトイレとして 

使用する子もいますが、 

砂浴び自体も体の脂を 

落としてきれいに保つ 

効果もあるためハムス 

ターにとってお風呂のようなものです

②回し車    

本来1日のうちに20km近く移

動することもある生き物なの

で、実は運動量はとても多い

のです。昼間は寝てばかりい

ますが、人間が寝静まったあ

とにたくさん運動し始めるの

でケージ内に設置してあげま

しょう。 

これだけは絶対に必要！BEST３ 
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歴 史 

気になる  

ジャンガリアンに似た小型のハムス

ターですが、キャンベルの方がやや大

きく珍しい毛色が多いのが特徴で、顔

つきもやや違います。ジャンガリアン

は眼の色が黒のみなのに対し、キャン

ベルは赤い眼の個体が存在します。

キャンベルハムスターだけでもそのカ

ラーは20種類以上もあるのです。 

 



特集2 小 動 物 た ち の 

   疾 患 ラ ン キ ン グ 



食滞 しょくたい 

１ 食滞 しょくたい 

２ 血尿 けつにょう 

３ 斜頸 しゃけい 

原因 

食滞は換毛期に起こる毛球症が有名ですが、それ以外にも不正咬合や飼育環境の

変化によるストレス、その他の病気による体調不良から２次的に起こるなど原因

は様々です。 

今朝までは元気だったのに夕方帰って来たら元気がな

く、ご飯も減っていないし便も少ない・・・ 

多くのご家族の方が経験されたことがあるかと思いま

す。特集1にもあるようにウサギは草食動物のため、常

に食べ続けていることが普通です。24時間以上食べな

い、便が出ないことが続くのは非常事態なのです！ 

疾患 

シリーズ 

特集2 小動物たちの疾患ランキング 
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ウサギ  

近年、その愛くるしい姿や仕草から、多くの方が家族に迎え入れるようになり

ました。その一方で、犬猫に比べると病気の情報や治療が少ないのも事実で

す。 

今回のウサギ、フェレット、ハムスター好発疾患特集では、それぞれの動物に

多い病気を知ってもらうことで、小さな体に起るちょっとした変化に気づける

よう、一緒に勉強していきましょう。 

治療 

毛球の除去剤や点滴、消化管の運動を促進するお薬や食欲増進剤などを使用し

ます。必要であれば、注射器などを使用して補助的にご飯を給餌することもあ

ります。 

かかりやすい疾患 

消化管の動きが悪くなり、胃の中にガスとごはんが溜まっています。 斜めに生えた歯があたって口内炎を起こし、粘膜

が赤く腫れ、出血している部分もあります。 

・ブラッシングを毎日おこなう。 

・ストレスを溜めないように運動や遊ぶ時間をしっかり設ける。１日１時間以上が理想です。 

・牧草をしっかり食べてもらうこと、ペレットをメインとして食べるのは低繊維、 

 高デンプンになってしまい胃腸機能を低下させてしまいます。 

・長毛種の子や、換毛期のみ毛球症になりやすい子などは毛球予防剤や潤滑油を投与する。 

・パパイヤ酵素、パイナップル酵素剤を投与する。これらの酵素が毛球を溶かしてくれると言われています。 

予防で発生率は下がります！ 

 

CTでみると歯の先が斜めに尖っているのが確

認できます。 
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原因 

不衛生な環境や下痢などから尿道に菌が入ってしまい、膀胱炎を生じます。また膀胱結石の原因としては食事が大きく関

わっています。食事中のカルシウム含有量が多いと尿中のカルシウム量をさらに増やしてしまい、結石を作りやすくなりま

す。また、お水を飲む量が少ないとおしっこを溜めがちになってしまうため、膀胱結石や膀胱炎を起こしやすくなってしま

います。 

ウサギで意外と多く見られるのが排尿に関わる症状。膀胱炎や膀胱結石など原因はいくつかあ

ります。とくに膀胱結石に関しては、実は犬猫では尿中のカルシウム成分は２％以下なのに対

し、ウサギは45−60％も含まれていることからカルシウムをたくさん含んだ結石ができやすい

ことが想像できます。血尿や頻尿だけでなく、尿道に結石が詰まると排尿姿勢をとるのにお

しっこが出ないという危険な状態になってしまうこともあります。 

血尿 けつにょう 

治療 

結石を作らせないよう食事療法やおしっこを溜めがちにならないよう飲水量の確保が一番重要になります。膀胱炎自体は消

炎剤や抗生剤などの内服薬で治療していきますが、万が一結石ができてしまい、症状が出てしまった際には手術で取る必要

があります。 

原因 

細菌（パスツレラやリステリア菌など）や寄生虫（耳ヒゼ

ンダニ）による内耳炎や中耳炎、またエンセファリトゾー

ンという寄生虫が脳に寄生することでも起こります。高齢

の場合は、脳腫瘍などが原因のこともあります。 

首が傾くことを斜頸と言います。また立てなくなったり、ローリングしたり、眼球が揺れるなど

の症状がでることもあります。ウサギ自身もびっくりして食欲不振になってしまうことも多く、

また進行することも少なくない病気なので見つけたらすぐに獣医さんに相談しましょう。 

斜頚 しゃけい 

治療 

原因が多岐に渡るため、中耳炎や内耳炎などが原因なの

か、脳内の問題なのかある程度判断するために耳の検査や

レントゲン、時にはCT検査などで判別をしていきます。原

因によって点耳治療や抗生剤、駆虫薬、消炎剤などを組み

合わせていきます。 

膀胱炎で膀胱内の尿に汚れが浮遊している 

エコー画像 

排尿困難で来院したうさぎ。レントゲンで大きな

膀胱結石が写っています。 

正常なうさぎの鼓室胞 

（内耳の構造の一部） 

斜頚しているうさぎの鼓室胞（↑） 

内耳炎を起こし鼓室胞の骨が壊れている 

特集2 小動物たちの疾患ランキング 

手術で摘出した結石。約2㎝もの大きさになっ

ていました。 



１ 副腎腫瘍 ふくじんしゅよう 

２ インスリノーマ 

 （膵臓腫瘍）  

３ 異物 いぶつ 
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  フェレット 

原因と症状 

副腎の腫瘍により、副腎からでるホルモンが過剰になることで、さまざまな症状が引き起こされます。脱毛や皮膚が薄くな

る・メスであれば外陰部の張り、オスであれば頻尿や攻撃性が増すなどの症状がみられます。特に脱毛の仕方は特徴的で、 

足と頭付近を残して他の部位が脱毛しやすくなります。 

副腎腫瘍 ふくじんしゅよう 

治療 

特徴的な症状や、腹部超音波で副腎のサイズや形を確認し、副腎腫瘍が疑わしければ、手術を検討します。しかし、高齢で

あったり、他の病気を併発して手術が難しい場合は副腎のホルモンの生成を抑える薬を使用します。 

 

かかりやすい疾患 

エコーで腫大した副腎が確認できま

す。正常の4倍近く大きくなっていま

す。 

皮膚が薄くなり、脱毛を呈しているフェレット 

副腎の解剖図。腎臓の近くにある小さい

臓器で、左右1つずつあります。 

特集2 小動物たちの疾患ランキング 

手術で腫大した副腎を摘出するところ。 
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原因と症状 

フェレットは遊ぶことが大好きで、とてもやんちゃな性格をしています。ヒモやコードをかじってみたり、遊びの延長でそ

のまま飲み込んでしまうことも実はめずらしくありません。消化できないものは小腸で詰まりを起こし、頻回の嘔吐や食欲

の低下、下痢などの症状がでてきます。 

 

異物 いぶつ 

治療 

レントゲンや超音波検査で異物を見つけたり、腸が詰まって拡張している様子などが見られたら、 

手術で取り出すことが必要になります。 

毛球やゴム栓、ヘアゴムなど…なんでもかじってしまう子はお部屋で遊ばせる際は注意が必要です。 

消化管を探っていくと硬く触れるものが。異物が詰

まって腸が拡張しているのが確認されます. 

 

原因と症状 

本来、膵臓は食後にインスリンを分泌し、血糖値を下げる働きをしてくれています。 

しかし、インスリノーマは、膵臓に腫瘍ができることで膵臓からでるホルモンであるインスリンが過剰になり、低血糖を起

こしてしまう病気です。体重がどんどん減ってしまったり、低血糖がひどくなると痙攣やよだれ、意識が遠のくなどの神経

症状を引き起こし、命に関わる重篤な状態になります。 

インスリノーマ 

     （膵臓腫瘍） 

治療 

インスリノーマは残念ながら長期の管理が難しい病気の一つです。食事を頻回にさせることで低血糖を防いだり、インスリ

ンに対抗できるステロイドホルモンのお薬をその時の症状に応じて量を調節しながら飲んでもらいます。超音波検査などで

膵臓に明らかな腫瘍が検出できた場合は手術で腫瘍部位を摘出することもあります。 

正常な膵臓。腸管に沿ってある、平べっ

たい薄ピンク色の臓器が膵臓です。 

特集2 小動物たちの疾患ランキング 

しこりを形成している部分（↑）を見つ

けだし、摘出するところ。 

中からゴム栓のようなものが見つかりまし

た。 



１ 皮膚炎 ひふえん 

２ 涙 なみだ 

３ 骨折 こっせつ 
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 ハムスター    

来院件数で多いトップ2が皮膚の赤みや脱毛、涙の問題です。ハムスターたちは寝床で排泄をする子もいれば、時間の経ったご飯を溜め

こんでしまったりとケージ内の環境が不衛生になりやすいことが多くあります。お掃除後はいつもと匂いが変わり少しそわそわさせてし

まいますが、最低でも週に1-2回はしっかりとお掃除して清潔に保ち、健康を守ってあげましょう。 

原因と症状 

ハムスターの来院数で圧倒的に多いのが脱毛や皮膚の赤みなどの皮膚炎症状です。 

一般にハムスターの脱毛の原因として、低蛋白食を長く食べていることが挙げられますが、その他ケージの環境やストレス

による免疫低下・毛づくろいの回数が減ってしまうことなどで皮膚トラブルが生じることが多いです。 

皮膚炎 ひふえん 

治療 

脱毛や皮膚の赤みを発見したら、ごはんのバランスがきちんと取れているか、ケージのお掃除の頻度を確認し工夫してみて

ください。また、病院では細菌やカビ、寄生虫などが関与していないか皮膚の検査を行い、それぞれ原因にあった内服薬を

処方します。 

かかりやすい疾患 

背中やお尻周りの脱毛が見られます。 

毛づくろいを頻繁にしたり、しきりに掻きむしったり、 

時にはストレスで食欲が落ちてしまう事もあります。 

特集2 小動物たちの疾患ランキング 
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原因と症状 

排泄物のアンモニア臭が刺激になったり、物にぶつかってしまった刺激、また細菌やウイルスなどの感染、歯の問題などか

ら涙が増え、結膜炎を起こします。ハムスターは夜行性で視力が弱いため、その代わりに嗅覚と聴覚が優れています。ま

た、まばたきが少なく角膜が乾燥しやすいため、眼の病気が起こりやすく治りにくい原因でもあります。 

涙 なみだ 

原因と症状 

ケージの中もよじ登ったりいろいろなところを探索するのが大好きな彼ら。小さな体で活発に動き回り、思わぬところに隠

れてしまうことで、ケージからの落下事故や誤って踏んでしまうなどの事故も少なくありません。骨折により足をひきずっ

たり、痛みで食欲が落ちたり、うまく動けないことで毛づくろいが出来ず皮膚炎になってしまうこともあります。 

骨折 こっせつ 

治療 

とにかく事故を起こさないようケージの工夫や、ケージ外での散歩にも細心の注意をすることが未然に防ぐことにつながり

ます。またひまわりの種のような低カルシウム食を与えすぎたり、老齢のハムスターではホルモンの病気に関連して骨密度

の低下や骨粗しょう症も大きな原因となると考えられています。 

骨折してしまった場合は、まずレントゲンで骨折部位を特定し、歩行が可能なら自然治癒を目指すあるいはギプスを作成し

て固定することもあります。前足や後ろ足の骨折であれば、麻酔をかけて手術を実施することもありますが、麻酔の負担が

大きいため、自然治癒を目指すことの方が実際には多いです。 

登るの大好き！ 

 治療 

皮膚炎同様、まず清潔な環境を保つことが重要です。また抗生剤や消炎剤の点眼をしたり、歯周病や歯の根元に膿が溜まる

歯根尖膿瘍などが原因であれば抗生剤の内服や手術で抜歯することもあります。 

ケージからの落下に

より後ろ足を骨折

（←）痛み止めなど

の内科治療を続け、

幸い数か月かけて骨

が癒合して歩けるよ

うになりました。 

結膜炎で右目が開かなくなっています。 

点眼治療により徐々に開けられるようになっています。（参考）まさの森動物病院より引用 

目が痛いよ～ 

特集2 小動物たちの疾患ランキング 



CTの結果、腹部にかなりの激痛を伴う「嵌頓ヘルニア」が

見つかり、その日の夕方に緊急手術になりました。勤務時

間が終わった後のスタッフ、非番のスタッフや退職したス

タッフもみんな駆けつけ、たくさんのスタッフが見守る

中、手術は無事に終了。わたしたちも見たことのない超高

齢での全身麻酔に耐え、無事に目覚めてくれました。 
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タムちゃん、ありがとう ～22年間の想いを込めて～ 

タムちゃんプロフィール 

1996年4月1日生（推定）男の子 / 日本猫 / 茶トラ 

鳴き声 「にゃー」ではなく「わー」 

長寿の秘訣 睡眠1日23時間！ 

好きなこと ごはん、おひるね、ひなたぼっこ 

      あごをかいかいしてもらうこと 

当院入社15年目の大ベテランスタッフ猫、タムちゃんがこの度虹

の橋を渡って行きました。享年22歳と2ヵ月でした。亡くなる1週

間前までいつもと変わらない様子で、だれよりもいっぱいご飯を

食べ、大きな声で鳴き、自分の足で歩き…慢性膵炎などの持病を

抱えながら、とても信じられないほどの大往生でした。 

朝はいつもと変わらなかったタムちゃんの元気が徐々にな

くなったのは、6月2日のお昼頃でした。いつも大きな声で

鳴き、お部屋のガラス窓からスタッフに大声でごはんア

ピールをするタムちゃん。その日は鳴きもせず、大好きな

お昼寝をしているわけでもなく、ただぼんやりとした表情

をしていました。時間がたつにつれ腹部を痛がる様子がみ

られ、急遽無麻酔CTを撮ることになりました。 

手術前にみんなで「タムがんばれ！」 

麻酔から覚めて数時間で、自分の足で立ち体勢を変えるこ

とができた、スーパー爺ちゃんなタム。しかし、あんなに

大好きだったごはんをまったく食べなくなってしまいまし

た。そして日に日に出来ることが減り、目に見えて弱って

いきます。ちょうどその頃、病理組織検査で「腺癌」とい

う悪性腫瘍の診断が返ってきました。家族であるスタッフ

みんなで相談し、タムの年齢のことも考え、無理な延命は

せず痛みや苦しみを取る治療を選択しました。そして、

いっぱいタムと一緒に居る時間をつくりました。 

タムの生きた最期の一週間 

2018年6月9日午前4時33分。 

夜勤出勤のスタッフに見守られ、静かに眠りにつきま

した。驚くことに、手術の傷はほとんどがくっついて

いました。スタッフはもちろん、何年も前に退職した

スタッフやこれまでタムを可愛がってくれた方、関東

圏外の遠方からもたくさんの人が会いに来てくれまし

た。そして、タムちゃん担当チームのスタッフで火葬

に立会い、お骨を拾いました。 

入院しているおうちの子のご面会中に、 

声をかけてくださったご家族の皆様、 

気にかけてくださっていた皆様、 

この場をお借りして深く感謝申し上げます。 

タムちゃん、 

お空で大好きなごはんをめいっぱい食べて、 

いつか生まれ変わってまた会いに来てね。 

たくさんの笑顔と幸せをありがとう。 

ずっとずっと大好きだよ。 タムちゃん担当看護師 

その時は突然に… 

闘いの1週間… 

緊急手術から1週間… 

 2018.6.9 am 4:33 

 たむちゃん、ありがとう 
～22年間の想いを込めて～ 

14歳という高齢まで供血猫としてたくさんの命を救ってくれていたタム

ちゃん。慢性腎不全や膵炎を抱えながらも、最期まで強く生きる姿を見

せてくれました。今もまだ、タムちゃんのいない空っぽのお部屋を見ると寂

しい気持ちがこみ上げてきます。忙しい日にごはんの時間が遅れても、催

促する大きな声が聞こえないと、違和感を覚えます。ですが、タムちゃんの

話題はいつもみんなを笑顔にしてくれます。頑固で、ちょっぴりわがままで、

何に対しても動じないマイペースなタムちゃん。ごはんとお昼寝が大好き

で、みんなにとてもとても愛されていました。 
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二年間宮古島分院にて勤務していた獣医師の瀬尾先生と元当院のスタッフ犬で 

瀬尾家に迎えられたバーニーズマウンテンドッグのばにっちょが、瀬尾先生と共に今年度よ

り東京に帰ってきました！ 

ばにっちょは、前肢の悪性腫瘍をとるため、4年前に断脚という大きな決断をしました。幸

いなことに手術後も、3本足で活発に元気に宮古島ライフを過ごしてくれていました。しか

し、今年の7月頃に後肢の靭帯を痛め、パパである瀬尾先生執刀のもと再び、大きな大

きな手術を乗り越えてくれました。 

今回は、そんなかたい絆で結ばれたばにっちょと瀬尾先生へ突撃インタビューです!! 

♫ 

 

Q.獣医さんになろうと思ったきっかけは？ 

自分も病院でお医者さんと話すのは苦手なので、 

なるべく気軽に相談してもらえるように。 

海辺の会館での予防接種や、離島への往診手術などは 

とても印象に残っています。 

瀬尾先生 ＆ ばにっちょ 

瀬尾先生へ質問です♪ 

Q.獣医さんになってよかった！と思う瞬間は？ 

大学受験で進路を決める時に。 

小さい頃から生き物が好きだったので。 

動物が元気になった時はもちろん、 

それで家族の方が幸せそうな姿をみたとき。 

Q.診療するうえで意識していること 

Q.宮古島分院でのヒトコマを教えてください 

退院お祝いのケーキにご満悦！ 

大変な時になんども励ましてくれたので、 

今度は自分が支えてあげたいなと思っています。 

これからも闘病生活は続きますが 

1日でも長く、ばにっちょらしく明るく過ごせますように！ 

 

ばにっちょProfile 

2007年5月4日 日本動物医療センター入社 

2016年2月27日～瀬尾家の家族になりました 

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 

最後に、 

11歳半という高齢にもかかわらず 

2度目の大きな手術を乗り越えたばにちゃん。 

そんなばにちゃんにパパとしてのメッセージを… 

 

～ スタッフ紹介 ～ 



photo shot ☆

  

photo  shot☆ 
       

【表紙】 【特集2の表紙】 

（スタッフからひとこと♪） 

おっとりさんなちろるちゃん！ 

いつみても年齢を聞いてビックリの

若々しさですね♪ 

看護師 諏方より 
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倉本 おはぎちゃん・きなこちゃん 相澤 ちろるちゃん 

福田 ワーブちゃん 

渡邉 大福くん 

（スタッフからひとこと♪） 

おはきなちゃんはいつも一緒♪ 

なに撮ってるのー？とカメラを覗き込む姿

がたまらなくかわいいです♡表紙を飾るの

にぴったりですね！   看護師 相澤より 

 

橋詰 ここあちゃん 

クラナミ チャチャ丸くん 

吉越 ゆづくん 

【特集1の表紙】 

（スタッフからひとこと♪） 

まっしろもふもふのハッピーちゃん！ 

いつも癒しをありがとうございます♪ 

看護師 諏方より 

岩田 ハッピーちゃん 



photo shot ☆

 ご家族様からのお写真を公募いたします。  

smile次号（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 
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photo shot では 

高瀬 美香ちゃん 

高瀬 明日香ちゃん 

高瀬 龍之介君くん 

高瀬 翔くん 

クラナミ 夜叉丸くん 

クラナミ ケンくん 

クラナミ ミータンちゃん 

竹間 ここあちゃん 

クラナミ ジャジャ丸くん クラナミ ケビンくん 

中島 クーくん 
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~ 絆プロジェクト ~ 

 

健康でいられますように   

 ～ 絆プロジェクト 第4回～ 

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。 

 

オーラベットつかみ取り 

2018年度 春の活動報告 

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 

 

動物病院専売のわんちゃん用デンタルガム『オーラベット』のつかみ取りを行いました。 

オーラベットは噛むことで歯垢、歯石の沈着を抑えて、気になる口臭を軽減します。 

 

ワンコインでいくつゲットできるか！？ 

まだあげたことがないという方へのお試し企画でしたが、 

もちろんいつも食べている子でも特別価格の500円で 

この機会にたくさんつかんで行ってもらいました！！ 

最高記録 XSサイズ14本 Sサイズ11本 Mサイズ７本 Lサイズ６本  

という結果でした。 

日頃の歯みがきのケアと一緒に、オーラベットもあげられると 

より効果があっていいですね。 

6月1日～6月30日まで予防歯科強化月間を行いました。その中で行われた２つのイベントをご紹介します！ 

協力：ベーリンガーインゲルハイム株式会社 

   日本全薬工業株式会社 

2018年6月9日 開催 
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～ 絆プロジェクト ～ 

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 

オーラルケア相談室 

2018年6月23日 開催 

ライオン商事株式会社さんのご協力で、オーラルケア相談室を行いました。 

今回指導して下さったのは、LION商事で動物の歯科研究をされている中村 恒彰先生です。 

今回は１日の限られた時間ではありましたが、14組ものご家族が相談室にご参加下さいました。 

 

 

これから歯みがきに挑戦したい！という方を対象に、歯みがき教室を行っております。 

前半は歯に関する基礎講座、後半は実際にわんちゃんと一緒に行う実習形式で行います。 

 

1回につき５組限定で、当院の獣医師、動物看護師が皆さまの質問にお答えしていきます！ 

開催日時についてはHPをご確認下さい。 

その中の相談内容を一部ご紹介します…… 

すでに普段から歯みがきをしている方で、歯みがきの仕方が正しいかど

うかの再確認という意味で参加されている方もいらっしゃいました。参

加されたご家族はとても意識が高いご家族が多く、大切な我が子の歯の

健康を維持したい！という熱意が感じられました。 

歯みがきが好き！というわんちゃんは、まずいないと思います。 

歯みがきを行うには適切な手順と、慣れるまでに相応の時間がかかりま

す。嫌がるのにはわんちゃんにだって理由があるのです。そのことを理

解していただき、段階を追って、ちょっとずつ根気よく続けていくとい

うことが大切です。 

 

JAMC主催  

歯みがき教室《ベーシック編》※犬対象 

がリニューアルしました！！ 

●やろうとはしているのだけれども犬が嫌がってしまう 

●今の仔犬のうちに歯みがきに慣れさせたい！！ 

●スケーリング後なのでキレイな状態を維持したい 
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でも・・・。 

cocoeスタッフだけが知っている、シャンプー中の姿とシャンプー後の姿。 

あみだくじでBefore,AfterをCheck！ 

 

ティーダくん マックくん だいずくん ぽんずくん エストくん チョコちゃん 悟空くん Q太郎くん たぬ吉くん 

ポロくん cocoaちゃん フルートくん 

ネットちゃん 

アッシュくん 

パクちゃん 

まだまだお友達はいっぱい！ 

Pomeranian 



25 

原産国 

ドイツ 

（ポメラニア地方） 

一般概要 

体重：1.9～5.0㎏ 

体高：13～28㎝ 

毛色  

ホワイト、ブラウン、ブラックタン、 

オレンジ、レッド、クリーム、ブラック 

性格 

ポメラニアンは常に注意深く、 

活発で主人に対して格別な忠誠心をも

ちます。 

大変物覚えが良いので訓練しやすいの

が特徴です。 

臆病でも攻撃的でもないです。 

トリミングする際に気をつけること 

・ポメラニアンの被毛は非常にデリケートです。 

 ダブルコートの毛を持ち、剛毛なオーバーコートと柔らかいアンダーコート 

 の二重構造により、体温調節や紫外線から肌を守っています。 

・換毛期は他の犬種同様に春と秋の2回あります。 

 ただ、ポメラニアンは毛量が多くもつれやすいので、 

 換毛期に限らず毎日のブラッシングが重要になります。 

 抜け毛を放置すると毛玉になり、皮膚病の原因となります。 

図1 

図2 

ポメラニアンの被毛について 

 ポメラニアンの毛は生え変わりこそあるものの、一定の長さ以上は伸びません。 

 そのため、短くカットをしてしまうと元の長さに戻すまで時間がかかることがあります。 

 オーバーコート（上毛）→アンダーコート（下毛）の順に生えてくるため、生えそろうまでの 

 過程によっては少し物足りなく感じてしまうかもしれません。（図1） 

 また、ポメラニアンに限らず、犬の皮膚は人間の皮膚よりも繊細であり、 人間の皮膚よりも角質が少ないため、 

 有害な紫外線や外気温の変化から皮膚を守るために、長い被毛で全身が覆われています。 

 ポメラニアン特有の毛質は、カットを繰り返すうちに毛が伸びにくくなってしまう点や、 

 毛の質が変わってしまうケースがある点といえるでしょう。 

 はっきりとした原因はわかってはいませんが、毛をカットする際の外部刺激や皮膚の温度が変化したことにより、 

 毛の生え替わるサイクルに影響を与えているのではないかと考えられています。（図2） 

 夏の暑さを避けるためサマー仕様にトリミングされる方も少なくありませんが、 

 皮膚を保護する被毛が短く刈り込まれることで、その分暑さや紫外線の影響を受けやすくしてしまうという 

 逆の効果を生んでしまう可能性がありますので要注意です。  

 カットの際はトリマーとよく相談した上で行っていきましょう。 
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2018.7～2018.9 



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 

HPにて随時ご案内中 

マンツーマンレッスン   グループレッスン   

information ～各教室のご案内～  

※すべて税抜き価格でのご案内 

新年の次号は 

 

ねこ！ねこ！ねこ特集！ 

 

こたつでまるくなる季節がやってきます。 

発行  |株式会社  日本動物医療センター 

発行所 |〒151-0071東京都渋谷区本町6-22-3 

編集長    |相澤菜野 

編集・構成  |小池百恵   竹田祐子 杉浦慧斗 眞鍋日登美 倉本亜紗美  土田明歩 堀田亜由美  



● 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 


