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　近年さまざまな事情からペットの飼育放棄が増えていま
す。保護されたペットが新しい家族を待っています。どうぞ
譲渡会場へ足を運んでください。

町田市の獣医さんに聞きましたワンちゃんと仲良くなるには？

町田動物愛護の会
代表からのメッセージ

　町田市保健所中町庁舎駐車場では、新たに犬や猫を飼い
たい方を対象に譲渡会が開催されています。今回は実際に
保護犬を迎えたNさんにお話を伺いました。

　Nさんが保護犬のなつきくんを迎えたのは一昨年7
月のことです。2年が経過した今、なつきくんは、ある
がままの自分を受け止めてくれる飼い主さんと幸せに
暮らしています。Nさんが譲渡会の存在を知ったのは、
偶然保健所の前を通りかかったことがきっかけです。

　Nさんになつきくんを譲渡した団体は保護犬の命を
救うために市内で活動しています。Nさんにとって信
頼できる団体かどうかは保護犬を迎える上での決め手
でした。なつきくんの場合は、譲渡前にトイレのトレー
ニングを受けていたので、Nさんは保護犬を受け入れ
やすかったと話します。また、この団体では「トライア
ル」期間と言い、保護犬を正式に譲渡する前に試験的に
犬と一緒に暮らすことができる制度を設けています。

　なつきくんは、保護されたときには既に男性や他
の犬が苦手でした。多頭飼育の現場にいたところを
保護されたので、その頃の記憶が残っているようで
す。Nさんは男性ですが、なつきくんの特徴を理解
し、何があっても最期まで面倒をみると決め、ご夫妻
で保護犬を迎えました。

　Nさんは、なつきくんの存在が生活をより明るく
したと話します。今は奥様にべったり甘えるなつき
くんですが保護される前は辛い思いをしてきまし
た。その分、Nさんご夫妻はなつきくんが心地よい生
活が送れることを最優先に考えています。今では、
「お手」を覚えたり、ご夫妻の内どちらかが出かけて
いると、玄関先でじっと帰りを待っています。

町田市獣医師会副会長
木もれ陽動物病院　田村先生

マルチーズのなつきくん、ようこそわが家へ
保護犬を迎えて

町田市在住Nさんの愛犬「なつき（夏来）」くん�
� 4歳男の子

近くの公園を
散歩することが
大好きです。

危ないことや犬が嫌がることとは？
•柵越しに犬を触る。
•柱などに繋がれている犬を触る。
•�犬の真上から覆いかぶさるようにして頭
をなでる。
•犬の真正面から近づいて、手を突き出す。
•犬の近くで大きな声を出す。

　かわいい犬を見るとつい撫でたくなってしまいますが、いきなり触
るのはとても危険です。

犬の飼い主さんへ　　　　　　　　　　　　　　
　飼い犬による、こう傷事故が起きないように日頃から首輪が緩んで
ないか、リードが劣化してないか確認しましょう。また、柱などに繋ぐ
など、飼い犬から目を離すことはやめましょう。
もし、咬傷事故を起こしてしまったら
①�被害者へ医療機関を受診するように伝えて下さい。
②�町田市保健所へ連絡してください。飼い主には事故発生届の提出が
義務付けられています。
③�再発防止の対策をするとともに、被害者に対して誠意ある対応をお
願いします。

①�まずボク（犬）の飼い主さんに触っていいか尋ねてね。人や犬にフ
レンドリーな犬もいるけど、中には性格が臆病だったり、攻撃的な
犬もいるんだ。
②�ボク達の横に立ち、近づいてくるのを待ってね。犬から近づいてき
たら、手をグーにして鼻に近づけ、臭いをかがせてね。
③�背中などを優しくゆっくり触ってね。

ワンちゃんからお願い （犬を触るときに注意すること。）

掲載している写真は、飼い主募集中の保護犬たちです。

愛犬猫の口腔ケアは大丈夫?
　近年、ペットの食生活の安定化
や獣医療の発展により、その寿命
は飛躍的に伸びました。小型犬で
は16歳、猫では18歳はめずらし
くありません。そこで新たな問題
も上がってきています。その代表
として、歯周病の増加があります。
歯周病を放置した犬は、定期的に
クリーニングしている犬に比べ
て、心臓病と腎臓病の発現率が約
25%増加するという科学的デー
タがあります。臨床現場で見てい
ても、歯の健康は全身の健康と言
っても過言ではないと日々実感し
ています。

定期的な歯のクリーニングを
　ペット先進国の欧米では高齢犬
の歯をみると、みんな若い頃の白
さを保っています。理由は年に1
～2回のスケーリング／予防的歯
周病ケアを欠かしていないからで
す。ワクチン接種や、フィラリア予
防をするように、ルーチンな処置
と考えています。

　歯をきれいに保つためには、麻
酔下におけるスケーリング※とい
う処置が不可欠ですが、日本のペ
ットオーナーの麻酔への抵抗感は
依然として高いままです。しかし
ながら、健康を害するリスクとい
う意味では、麻酔リスクよりも歯
周病放置リスクの方がはるかに高
いのです。加えて、麻酔技術は昔に
比べて明らかに上がっています。
　「健康」に「長生き」するために、
定期スケーリングを考えてみては
いかがでしょう。

譲渡会を知ったきっかけ 元保護犬らしさがかわいい

ボランティア団体の活動趣旨に賛同
元保護犬との暮らし

※�一部の施設では、「無麻酔歯石とり」と称して危険な処置を格安で実施としているところ
があります。アメリカ獣医歯科学会や日本小動物歯科研究会でもその危険性を訴えてい
ます。「歯石とり」は、必ず専門知識とライセンスを持った動物病院で実施しましょう。
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コナちゃん女の子トイプードル
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「ズーノーシス」って？？「ズーノーシス」って？？「ズーノーシス」って？？ 2〈重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）〉について

人とペットの災害対策

掲載している写真は、飼い主募集中の保護犬たちです。

住まいの防災
　今号では地震に対するハード（物）の備えについて考えて
みましょう。
　室内は飼い主さんやペットにとって安全な環境でしょう
か。ペットが留守番している時にも安全に避難できる場所
があると安心ですね。
☑自宅の耐震強度の確認や補強をしている
☑家具を固定している
☑倒れると危険なものは置かない
☑高いところに重いものを置かない
☑ 棚に入っているものが飛び出さないように対策をして
いる

☑ペットが自ら逃げ込める空間がある
ペットの室内避難場所の例
･�留守番中のペットのために押入れの下段に頑丈なフレー
ムを固定し、その隙間にケージやハウスを設置
･柱の多い個室トイレは、留守中にドアを開けて固定。
･�落下物や家具の転倒からペットを守るために強度のある
ハウスを設置（ハウス内の温度と換気には十分注意が必
要です。）

避難の判断
　飼い主さんは自宅や地域の状況が安全な状態で
あれば、自宅に留まるという選択肢もあります。自
宅が危険な場合や避難指示が出ている場合は、飼
い主さんの安全を確保しながらペットを連れて避
難施設へ避難します。
ペットとの同行避難
　避難が必要と判断した場合は、飼い主さんがペ
ットと共に避難施設等まで避難します。このこと
を「同行避難」と言います。ペットにリードをつけ
た上でケージに入れるか、リードでしっかりと繋
ぎ、避難用品を持って、移動しましょう。
　また、「同行避難」は避難施設等でペットと人が
同室で生活できることを意味するものではありま
せん。

○病気の特徴（症状）
･�主な初期症状は、発熱、全身倦怠
感、消化器症状
･�意識障害等の神経症状等が出現
し、そこから重症化後死亡する
こともある
･�日本では、本感染症による患者
の約９０％が６０歳以上

○感染経路
･�主に感染マダニに咬まれ感染
･�発症した猫･犬に咬まれたり、そ
の体液からも感染する
･�西日本で患者報告が多く、また

春から秋にかけて患者発生が多
い

○予防
･�草むら等マダニが多く生息する
場所に入る場合、肌の露出を減
らし、マダニに効く虫よけ剤を
使用し、マダニに咬まれないよ
う予防する
･�ペットにマダニの駆除･防虫薬
を使用し、ペットへマダニが付
かないよう予防する
※�次回は、また別のズーノーシス
について特集します

　ズーノーシス（zoonosis）とは別名動物由来感染症といい、動物から
人に感染する病気を総称したものです。ズーノーシスには、人も動物も
重症になるもの、動物は無症状で人が重症となるもの等、病原体によっ
て様々なものがあります。
　今回は、シリーズ第２弾として「重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）」
についてお伝えします。

イベント情報コーナー

まちだ動物愛護フェスタ2019
主町田動物愛護の会
日11月17日㈰13～15時（予定）
場小田急町田駅ビル東口広場（カリ
ヨン広場）

町田わんにゃん譲渡会
主町田動物愛護の会
日次回９月２２日㈰1０～1２時
内保護犬、保護猫の新しい飼い主探
し
場保健所中町庁舎駐車場　月1回㈰

犬の飼い主のマナー適正飼養（繁殖の制限）について

○�鳴き声が他人の迷惑にならないように！
･�頻繁な犬の鳴き声は、周辺の人にとって迷惑となります
･�頻繁に吠えてしまう原因を探り、しつけの本を読んだり訓練士等に
相談し対処しましょう
･�高齢による認知障害からくる夜鳴きの場合は、獣
医師に相談してみましょう

○ふん尿の始末は確実に！
･�散歩中にふんをした場合、必ず持ち帰りましょう
･�散歩中の尿については、水で流しましょう
･�家庭内では、犬の排泄物をためず、排泄後はすぐに片付け衛生的な環
境を維持しましょう

○�散歩時は必ずリードを着用すること！
･�散歩時はリードを着用しましょう
･�リードを持つ人は、犬の行動を制御できる人に
しましょう
※�ノーリードでの散歩には罰則があります。飼い
犬は、くれぐれもノーリードで散歩させないよ
うにしましょう

　犬を飼い始めた後、思いもよらなかったトラブルに悩まされるケー
スが多く見受けられます。犬の飼い主は、トラブルを防ぐために以下の
事に気を付けながら、犬が地域社会のなかで幸せに過ごしていけるよ
う努力しなければなりません。

　犬やネコ等動物の所有者は、その動物がみだりに繁殖して適正に飼
養することが困難とならないよう努める義務があります。繁殖し過ぎ
ることによる飼育環境の悪化を防ぎ、動物の幸せな生活を守るのは飼
い主の努めです。その具体的かつ確実な繁殖制限の手段として、不妊・
去勢手術があります。
　不妊･去勢手術の利点･欠点を以下の表にまとめてみました。まだ手
術をされていない飼い主の方々については、この表を参考に検討して
みてください。なお、不妊･去勢手術の時期の目安として生後６か月以
降と言われていますが、詳しくはかかりつけの動物病院にてご相談く
ださい。

〈不妊・去勢手術の主な利点・欠点〉
不妊手術（メス） 去勢手術（オス）

利
点

○望まない妊娠がなくなる
○�卵巣･子宮に関連した病気の予防
○発情期の問題行動がなくなる
･猫：鳴き声、トイレ以外での排尿等
･犬：発情出血による周囲の汚れ等
○�災害時における避難先において、スト
レス軽減につながる
○様々なリスク低減により、寿命が延びる

○�精巣及び前立腺に関連した病気
の予防

○�メスへの興味によるストレスが
軽くなる

○発情時の問題行動がなくなる
･猫：鳴き声、マーキング、けんか等
○�様々なリスク低減により、寿命が
延びる

欠
点
○手術の麻酔によるリスク
○肥満傾向

○手術の麻酔によるリスク
○肥満傾向

（4、8月以外）開催

町田わんにゃん譲渡会＠市庁舎
主町田動物愛護の会
日11月２4日㈰（予定）1０～1２時
内保護犬、保護猫の新しい飼い主探
し
場市庁舎カフェの前（屋外）

譲 渡 会 事 前 相 談 会、 
飼い主のいない猫相談会
主町田動物愛護の会
日次回９月3日㈫、1０日㈫
場保健所中町庁舎1階講堂　月２回
14時～15時開催

犬と楽しく暮らすための基礎講座
主町田市保健所生活衛生課
日1２月4日㈬14～1６時
場保健所中町庁舎２階研修棟
内犬のしつけ、健康管理
講町田市獣医師会所属獣医師、ドッ
グトレーナー
申後日広報まちだ等で案内の予定

地 域 猫 対 策 セ ミ ナ ー
主町田市保健所生活衛生課
日1０月1９日㈯14時～1６時（予定）
場保健所中町庁舎1階講堂
内飼い主のいない猫の問題を地域で
対策する方法のご案内
講台東区職員･獣医師　高松　純子
氏
申後日広報まちだ等で案内の予定

長 寿 動 物 の 写 真 展、 
人と動物のふれあい絵画展
主町田動物愛護の会、町田市獣医師
会
日1２月２1日㈯、２２日㈰時間未定
場町田市民ホール4階ギャラリー

＜重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）＞

シュウくん
男の子
チワワ

すももちゃん女の子
チワワ

ビビちゃん
女の子

マルチーズ
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