
新しく家族を迎えたら
できたら

毎日やって欲しいこと



よく食べ
よく寝て
よく遊ぶ

これが子犬子猫の勝利のカギです。



初めておうちに来た日は・・・

多くの子は不安と興味でいっぱいです。

一緒に暮らす人はど
んな人だろう？
ほかのお友達と仲良
くなれるかな？

なんて考えてたりします・・・？



おうちに来たら

いきなり触らない

おいかけまわさない

ムリに起こさない

の「イオム」を大事にしましょう！

初めて知らない場所で暮らすの
は誰もが心配なのです。

遊んでくれるのは
とっても楽しいし、
うれしいんだけど・・・



ワンちゃん、ネコちゃんは
どんなに大きくなっても子供です

しつけもしなきゃ！

そう感じる飼い主さんも多いでしょう。

特にワンちゃんは頭の中は、いくら大きくなっても

ヒトの5～7歳程度の知能です。

だからこそ、ダメなものはダメというルールつくりを

しましょう。

誰かがいいよ！って一度言ってしまうと、

誰かが同じことをダメといったとすると

頭がこんがらがっちゃいます。



おうちが寒いとダメ

子犬、子猫は1ヶ月齢になるま
で自分での体温調節はへたく
そです。

これから寒くなる時期ですか
ら、人がまだまだと思っても、
彼らにとってはもう寒い時期に
なってるかもしれません。

ここまでのものは通常不要ですが、
こういったものを使う場合には中に
毛布などを入れてあげましょう。



簡単に作る場合にも、低温火傷を避けよう

いつものケージ
キャリー

おうちでヒーターや湯たんぽ
を入れる場合は逃げられる
場所を確保してください

お出かけするときは
寒いなと思ったら、必ず保温具

ここは壁

適当なバッグ



マニアックな方へ～低体温発見法

通常は、直腸温を測定しますが、なかなかやらしてく
れる子は少ないと思います。

ただし、赤外線が出るので目に入らないように注
意！失明する可能性があります。



ただし・・・免責事項？

現状、非接触型の体温計の使い方は人医学領域
ではインフルエンザやSARSのおかけである程度
根拠を持ったものとなっていますが、現在の獣医
学領域ではある程度のあたりを付ける道具として
考えたほうがいいかもしれません。

経験例ですが、東京で夜間救急の患者さんで使っ
ていましたが、大体毛をよけて計ると

”直腸温ー４℃”くらいで出るみたいです。

つまり、平熱(直腸温で３８度台基準)とした場合

３４度を平熱とするほうがいい？

ある程度の高体温
低体温がわかる程
度なんだよとお考え
ください



大事なこと

＝新しい家族の医療チームのメンバーになるということ

えっ？

家族なのに、医療メンバー？

新しく家族を迎えるということ



家族だからこそ大事な観察眼

我々動物病院スタッフは残念だけど・・・

今ある症状しかわかりません

⇒ヒトの子供や大人ならどこそこしんどいって

症状を教えてくれます。これを自覚症状といいます。

動物病院のスタッフは聞き耳頭巾を持ってません。

ご家族が気付かれる症状、これを他覚症状といいます。

他覚症状をもとに診断をしていきます。



例えば、1番大事なこと『体重』

ワンちゃん、ネコちゃんの体重は毎日大きくなります。

目標は1日2～3％増

頑張れるなら気を付けながら5％増

マイナスであってはいけません。
理想的な成長曲線
単位はｋｇで記録



こんなの持ってると便利

理想はグラム表示できる赤ちゃん用の体重計
(多くの機械でkg表示のようです)
1kg以下の小さい子たちには調理用の秤
グラムで表示された後で1000で割るとｋｇ計算が可能となります。



頑張りすぎちゃうと・・・

子犬や子猫は子供と一緒です。

すぐおなかが緩くなってしまうこともあります。

動物は「お腹痛いなぁ、食べるのやめよ」って

すぐ考えてしまいます。

これは野生下の動物ではとても正しいことです。

天敵に食べられちゃうかもしれないし、とても大事
な考え方、戦略です。

だけど…おうちで暮らす子は？？



おうちに敵はいません

ご飯を一度にあげすぎて下痢をする。

お腹が痛くなる。

吐いちゃった（´・ω・｀）

⇒だったら、少ない量をたくさんあげましょう！！

お腹を痛くするまで上げる必要性はないのです。

だ・け・ど！

骨を太く、正常範囲内の大きさで育てることは大切！



でも・・・小さいほうがかわいいし・・・

小さな体≠きゃしゃな体です。

小さいうちはコロコロとたこ焼きみたいな体が

最良です。
　　　Very Good!!



たこやきみたいな体の目安

I'm　
Happy！！

Too
Hunger！！

ぷっくぅり パッと見 がりがり

触れないかも 肋骨や背骨 浮いてるよ？

ずっしり 抱っこしたとき 軽いかも？

Check Pont！



次に大事なこと『食事の量』?
それとも・・・「食事の質」？

いっぱい食べさせちゃうとお腹壊すんでしょ？

⇒YES!MA'AM!!
少ない量で何度も上げるのでしょ？

⇒GooD! Answer!
じゃぁ、どうするの？

１st　Step：ご飯の裏書を見ましょう！

よりマニアックなあなたは

2nd　Step：計算しましょう！



ご飯の選び方

１st Step：裏書がきちんとしているもの。

子供の場合は、

月齢と大人になった体重を元に計算する会社（Royal 
Canineの療法食など）

と

月齢と現在の体重を元に計算する会社（Hill'sなど）

があります。

どっちがいいかは議論が分かれますが・・・

食べるものがまずのBest Choice



ご飯の選び方

２nd　Step：何が入っているかの原材料表記を確認

Hill'sとRoyal Canineでは・・・

少しRoyal Canineに軍配？

何気に…「VitamineCやEを強化」とあっても、食品の
抗酸化物質としての添加物用量で、体のためではない
こともあります。

不明な点はメーカーやお店の人に訊いてみましょう。

環境省のホームページも参考にしてください
犬と猫のペットフードを対象としたペットフードの安全を守る法律「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律（ペットフード安全法）」

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/petfood/index.html
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/petfood/index.html


さぁ、食事の計算

ざっくり計算したいあなたは・・・

200kcal×体重（kg）で、おしまい♪
それに大体ですけど、その子その子の遊び具合と
かで200kcal×体重（kg）×1.2～2.0
下痢とか消化器症状を持っている子であれば、

ざっくりと180kcal×体重（㎏）

吐いちゃってたり、下痢をしてたら電話をください！



マニアックには？

体重1kg以下：３０×体重ｋｇ＋70(kCal)
より繁雑な計算が1kg以上になると必要です。

70×体重kg＾3/4(kCal)≒60×体重kg（kCal）
飲水要求量は1.2(猫)～1.6(犬)×３０×体重ｋｇ＋70(ml)
そして・・・

4か月未満は計算したカロリー×3
4～9か月では計算したカロリー×2.5
10～12か月では計算したカロリー×2
これらの計算は減量にも用いられますが、非現実的



さぁ、ご飯の始まりです

ご飯は人が食べれていると判断していても意外に
食べれていないこともあります。

まず、その子の胃の最大拡張容積を計算します。

犬：90ｍｌ×体重ｋｇ

猫：0.5～1.0kgの子100ｍｌ×体重

1.0～1.5ｋｇの子70ｍｌ×体重

1.5～4.0kgの子60ｍｌ×体重

4.0～6.0kgの子45ｍｌ×体重

これだけ一度
に入れると吐
きますし、
80～90％以
上なら吐きま
す。

子犬子猫ならざっくり50ｍｌ×体重
で吐かないぎりぎりの量



というわけで・・・
まずは1日の総量を求めます

1. 体重×200で大体のカロリーを求めます。
2. 大体のお水の必要な量も体重×200
ここまで計算したら。。。

あとは楽勝、Dryを中心にあげる子であれば

1.のkCalを4で割ります(基本的にDryは1g4kCal)
それでDryの投与量が出ます。

簡単には体重×50ｇ+ふやかしのお水

Wetを中心にすると、1．そのまんまで基本は大丈夫
（Wetは1g1kCal）



あげてみましょう

1. 1日の食事量が決まったところで
2. それを3回以上に分割します。

お腹がパンパンになりすぎないように胃の最大容積

【体重×50ml】に気を付けてお水でふやかしたりしつつ

☆毎回あげた量、食べた量は記録します☆

食べないとき

1. 温めてみましょう
2. 手差しで食べるか確認
3. 一度下げてみて、少し時間を空けて再チャレンジ



『うんちの回数』、これも大事！

体重の急増は消化管のトラブルを生みます。

⇒嘔吐や下痢はなぜ起こるのでしょうか？

先ほどの胃の最大容量と関係します。



結論として

食べたら、うんこは出る。

3回食べる子であれば

3回うんこをする。

それよりも、多い場合は？

何かのトラブルが起きてる
かもしれないのでご相談く
ださい



なんで、子犬子猫ってすぐお腹痛くなるん？

大人になったワンちゃん、
ネコちゃんですら、「食肉
目」というくくりの問題で、
同じようなトラブルを生む
大きな子もいます。

考えられる理由としては
我々「霊長目」と呼ばれる
ヒトと比較して消化管がき
わめて短いことも考えら
れるでしょう。

1. 消化管がまだ幼いから
2. 消化管が短いから
3. お腹のばい菌が体に

合っていないから



吐いたり、下痢したときのお願い

何回吐いたのか？

何回下痢したのか？

粘膜や血液が出たのか？

出来たら出したものをお持
ちください。



吐くような発咳

猫喘息　　　　　　　　 犬の逆くしゃみ 

ともにYouTubeより転載

http://www.youtube.com/watch?v=vkebV2tv_cs
http://www.youtube.com/watch?v=1UyBrb0Hhpk


うちの子が食糞するのだけど・・・・

食糞をする際の理由、

これを精神的な、しつけの問題
に結びつけていませんか？

本来は

1. 医学的な問題

2. 行動学的な問題

に分けなければなりません



なんでうんこ食べちゃうんだろ？

医学的な問題

弱齢であれば

1. 寄生虫
2. 肝疾患

ある程度大人な犬猫

3. 膵外分泌不全
4. 甲状腺機能低下
5. 副腎機能亢進症
6. その他の食欲が増

す疾患

行動学的な問題

1. 飼い主さんの模倣
2. 異嗜症状
3. 食事の不足
4. 興味
5. 飼い主さんが食べた

と間違えた記憶して
食べちゃう

など



まとめてみましょう

体重 増加率 必要カロリー 胃の最大容積 食事量（ｇ） おしっこ うんち

日にち 朝 夜 ドライの
み

ウエット
のみ

こんな表があると便利です

ただし、これは若い時、8か月くらいまでの使用にとどめてください

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0An911jt1i43adFRnRm01NzdfbFg1dWN3M3pSclBSc2c
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0An911jt1i43adFRnRm01NzdfbFg1dWN3M3pSclBSc2c


Thank You


