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特集／ペットの看取りと老犬介護を考える

笑顔で最後を締めくくるために
人生１００年時代と言われる昨今、
ペットの寿命も驚異的に延びて高齢化社会を迎えています。
老犬となれば人間同様に長時間にわたる介護が必要となり、
飼い主の重い負担となっているケースも耳にするようになりました。
そこで今回の愛護だよりでは、
老犬介護や看取りについて考えてみたいと思います。

ある春の日の午後の・・・

夜鳴きに効くという

家族の一員であるペットを

サプリメントも

天国へ見送った経験のある面々が
集まって語り合っています・・・
♠
「何匹か看取ったけど、１匹１匹みんな状況
介護食にはお口に優しいシリコンスプーン

が違ってたなあ。
」
♥
「うちの猫は子猫の頃から体が弱くて病院通

う良いよ、ありがとう』というあの子の声が

いも大変だった。あんまり長生きできなかっ

聞こえたような気がして涙があふれた。
」

たけど、できるだけのことはしてやれたよう

♣
「最期を看取ってもらった動物病院のそばを、

な気がしてる。
」

辛くて通れない日々がしばらく続いたなあ。
」

♣
「うちの子は緊急入院してそのまま亡くなっ

♠
「欧米などでは、足腰が立たなくなったら安

てしまったので最期に立ち会うこともできな

楽死させるらしいよね。動物がとても苦しん

かった。病院から家へ連れて帰る時は本当に

でいる状態ならそういう選択をすることもで

辛かった (:̲;)」

きるかも知れないけど、できるだけ最期まで

♠
「食欲が無くな

看てやりたいという気持ちが強いかな。
」

り強制給餌の状

♣
「かかりつけ獣医の考え方と飼い主の性格な

態になって二日

ども大きく影響するよね。うちの犬が亡くなっ

目、口 の 中 の も

たあとで『実はもう少しで安楽死の提案をし

のを飲み込もう

なければ、と思っていた』と獣医から打ち明

と せ ず、断 固 と

けられたことがあったわ。
」

して口を開ける

♥
「獣医の方から安楽死の選択について説明が

の を 拒 否 し た。

あると、冷静にペットの状況を知ることがで

それでも何とか

きて心理的に助かる場合もあるかも。動物に

して食べさせよ

とって今の苦痛がどれくらい辛いものなのか

うとする私に『も

を知りたいと思ったわ。
」

◀身体を支えるハーネスにも

♠
「自分の親の介護でも、延命治療をどうする

多種多様なタイプが

かで悩んだりするよね。動物だって同じだよ
ね。
」
♥
「主治医とのコミュニケーションがとても大
切だと思う。信頼できる病院、獣医さんを持っ
ていることはすごく大事な事だわ。
」
♣
「真夜中にペットの容態が急変してかかりつ

▶徘徊する犬には
ソフトサ−クルが便利

け獣医に電話したら、ちゃんと電話に出てくれ
て診察もしてくれたの。あの時は涙が出るほど
ありがたかった！」
♥
「終生ペットと仲良く暮らせて、飼い主が先
♠
「最近、老犬ホームやペット可の高齢者マン

に亡くなった場合にはペットの面倒を最期ま

ションができてきているね。
」

でみてくれるマンションっていいじゃない？

♣
「家族から離れて慣れない環境で介護される

近くにできればぜひ入居を考えたいわぁ。
」

のはストレスなんじゃないかと思っていたけ

♠
「ペットを亡くして意気消沈していたお年寄

ど、うまく利用すればペットにとっても飼い

りが、医者のすすめで新しい犬を飼い始めた

主にとっても良いのでは、と思うようになっ

らすっかり元気になったという話を聞いたわ。

たわ。どんなに自宅で最期まで看てやりたい

ペットと一緒に生きがいを持って最期まで生

と願っていても、仕事や親の介護などと重なっ

きるための工夫を考えて行きたいわね。
」

た場合などは本当に大変だもの。
」

歩けなくなったらカートでお散歩

イラスト：千坂光治

老犬の介護アドバイザー
竹田さんの熱い思いに迫る！
ペットシッター歴 16 年、犬の車いすの
レンタルや介護ケア用品の販売をされており
老犬介護にも詳しい「芦屋バティーズ」の
竹田さんにいろいろ伺ってみました。
芦屋バティーズ

代表 竹田

佳子

ペット用品輸入販売卸 / ペット介護用品専門アドバイザーの研修・育成、
ペット介護セミナー / ペットと暮らす方の終活セミナー開催など

http://ashiya-battys.com

Ｑ 老犬介護をするにあたり、まず大事なこととは？

Ｑ フローリング対策も、早い時期からすべきな

竹田：最近になって急にペットの寿命が長くなり

んですね？

ました。老犬介護はする側の人にも、また社会的

竹田：フローリングの上にカーペットやタイルカー

にも初めての経験だと思います。飼い主は皆さん

ペットを敷く、専用のワックスがけをするなど滑

「うちの犬はまだ幼稚園児くらいの子ども」だと思

り防止のための方法がいろいろあります。肉球の

い込んでいてケアが遅れてしまいがちです。完全

毛を刈り、保湿クリームを塗ってやるのも有効で

な老犬になってしまうまで心構えができないので

すし、肉球を揉んでやるのもお勧めです。でも年

す。大事なポイントとしては、まず「犬は決して

をとってから急に触ろうとしても嫌がるので若い

いつまでも子どもではないのだ」という意識を早

頃から慣れさせておくことが大事です。

めに持つことです。

老犬のナックリングは老化現象でもあり治りませ
んが、犬用のブーツや靴下を活用して適度に歩かせ

Ｑ 何歳ぐらいから、老後の準備が必要になるの

ることが大切です。
（100 均で売っている机の脚カ

でしょうか？

バーでも代用可）靴下も急に履かせようとすると嫌

竹田：犬のシニア期は 7 〜 8 歳ごろから始まり、

がるかもしれないので練習しておきたいですね。

それが老後ケアを考え始める目安になります。飼
い主の方はまだまだ高齢だとは思いたくないので

Ｑ 自力排泄や歩行が出来なくなった場合には？

すが、ペットの体は若い頃とは違ってきています。

竹田：人間用オムツでも代用可能で、尿取りパッ

滑りやすい床や段差のあるところで転倒したりす

ドを使ったり、赤ちゃん用のオムツに逆Ｔ字形に

ると捻挫などで治療に数ヶ月を要します。安全に

切れ目を入れて尻尾を出す穴を開けるとうまく行

過ごせるように考えないといけません。

きます。人間の生理用ナプキンでは尿は漏れてし

また健康維持のためにと 1 回２時間も散歩する
というのも考えもの。老犬にとって長すぎる散歩
は、かえって健康を害してしまいます。

まいます。
車いすの貸し出しも行っているのですが、自力
では動き辛くなった老犬が、自分専用の車いすを
使うことによって元気を取り戻した例があります。

肺ガンになりすっかり弱ってしまった愛犬が車い
すで元気に動き回れるようになったのを見た時、
飼い主さんは涙を流して喜んでおられました。
Ｑ 夜鳴きで困っているという話もよく聞きますが…
竹田：夜鳴きの原因のひとつは、昼夜逆転です。
犬は決して自分が歩けないとは思っていません。
動きたい、立って歩きたいという欲求は老犬に
なってもあるので、散歩を諦めてしまうのは良く
ありません。ヨボヨボしていても歩けるうちは歩
かせる。昼間にできるだけ起こしておく事です。
睡眠剤などは、常に意識がボーっとしてしまうの
でお勧めできません。

Ｑ ペットシッターを頼む場合、留守宅の鍵を預け

筋肉が衰えて寝たきりになるとすぐに床ずれが

て家に入ってもらうわけだし、犬にとっても知らな

できてしまう。床ずれを改善しようと手や足を高

い人が急にやって来るわけだし大丈夫かな？と不安

く持ち上げ過ぎると、ますます血行が悪くなり傷

になるのですが…

は治りません。傷が何かにあたらないようにすれ

竹田：飼い主さんが「明日来て欲しい！」と突然

ばそれでよいのです。

電話してこられるケースがありますが、それは
ちょっと…。犬がまだ若い頃から、年に数回でも

Ｑ 訪問介護の現場で気づいたことやアドバイスは？

よいのでペットシッターを頼ん

竹田：老犬が外に出てしまい、かなり遠方まで徘

で、犬も飼い主も共に慣れてお

徊することがあります。帰巣本能が薄れているの

くと良いですね。スマホで犬の

で自力では帰れません。そういう子には、電話番

様子を見ることができるシステ

号と住所を書いた迷子札を付けておきましょう。

ムを活用するのもお勧めです。

認知症の犬があちこちにお漏らしをして、ウン
チを踏んで部屋中を歩き回っていたりすると飼い

Ｑ 最近増えて来た老犬ホームに

主さんは大変ですよね。そういう時にはサークル

ついては？

の中に子ども用のビニールプールを置いて、その

竹田：やはり無くては困る施設だと思うようにな

中に犬を入れると世話が楽になりますし、犬も安

りました。良い評判の老犬ホームもいくつかあり

全に歩き回れます。

ます。これも早めに見学に行っておくと良いと思

訪問介護というのは、最後まで自宅で看てやり

います。

たいという方のためのもの。老犬ではなくても、

まず施設が安全で清潔かどうかで見極めてくだ

何かの理由で飼い主が家に帰れなくなった場合も

さい。どんなに良い口コミ情報があったとしても、

想定して、とにかく誰かにペットの様子を見に

犬にとっても飼い主にとっても相性があるので、

行ってもらう、どなたか信頼出来る方とそういう

事前にいろいろ調べて納得して託せる所を探して

契約 ( 約束 ) をしておくのも良いと思います。前

おくのが良いでしょう。
「ハッピーハウス」のアニ

もってペットについて知っておいてもらう、鍵な

マルセーブシステムなども、イザという時のため

どもどうするのか決めておく必要があります。

に考えておくと良いと思います。

Ｑ 老犬ホーム以外には？

また、ある日突然飼い主が出先で倒れたとしたら、

竹田：東京などでは、最近動物病院にペットホテ

その人のことは病院への搬送など誰かがすぐに動い

ルが併設されて最期まで面倒をみてくれる体制が

てくれるでしょうが、家に取り残されているペット

できて来ました。老犬ホームによっては、少々遠

にまでは考えが及ばず、後で家の中を調べたらペッ

方であっても迎えに来てくれる所もあります。ま

トが犠牲になってしまっていたなどという事もある

た飼い主に何かあった時でも、ペットの終身ケア

のです。そういう時に備えて、例えば財布の中に免

費用に対する遺言書を作成しておき、ペットを最

許証や保険証などと一緒に家にペットがいることを

期までケアするためのお金を用意しておくことが

明示したカードを入れておくと良いと思います。

可能になってきました。
（ペット信託）

飼い主さん達が「シニア会」というのを作っておら
れる例があります。ドッグカフェなどに集まって語り

Ｑ 飼い主が考えておくべき心構えは？

合い、飼い主もペットも共によい終末期を迎えられる

竹田：良いシニア期を過ごす、つまり終活をしな

ようにと皆で考えるのはとても有意義で素晴らしいこ

いといけないのは人間もペットも同じです。長い

とだと思います。そのためには、私も一役を担わせて

間何も考えずにいて突然えらいことになった！と

頂きたいと願っています。

慌てるのではなく、前もっていろいろな問題につ
いて想定し準備をしておくことが大切です。

インタビューを終えて最後に…
芦屋市役所福祉課などから、独居の方の緊急入院や孤独死、施設入所などでペットが取り残され
ているという相談や保護依頼が、時々芦屋動物愛護協会にも入って来るようになりました。たとえ
ご遺族やご親族がおられても、何も考えずに保健所に引き取り依頼をするケースが発生するかもし
れません。自分自身の心配だけでなく、万が一に備えて後に残されるペットのことも考えておくこ
とが必要です。
大規模災害が起きた時などと同様ですが、人間同士の心配りだけでなく、家の中にペットがひと
りで取り残されているかもしれないことに気づいて貰えるような、そんな温かいご近所との関係性
も必要になっていると思いました。

奇跡の
子猫ちゃん
救出物語

イラスト：千坂光治

文章：やまざき まり

6月初旬のこと、西山町を歩いていたＷさんは、
コインパー
キングの方から聞こえて来る子猫の小さな鳴き声に気付きま

治るかどうか不明でしたが、マッサージを繰り返していると、次
第に足をつけて歩けるようになりました。

した。気になって探してみましたが、子猫の姿なんて何処にも

うちの2歳の三毛猫がお母さん役を買って出て、遊んであげ

ありません。
そこで、
これはどうやら車のエンジンルームの中ら

たり毛繕いをしたりして、優しく面倒を見てくれました。救出劇か

しい！と確信したWさん。もう心配で放っておけず、子猫を救出

ら2週間が経ち、すっかり元気になった頃、里親さんとのご縁が

しようと車の持ち主の帰りを待ってみましたが、
うまくタイミン

つながりました。我が家では
「ピーちゃん」
と呼んでいたその子を

グが合いません。子猫を載せたまま車が動いてしまったり、無

送り出した後、空っぽになったケージやテレビや家具の裏まで

事に戻って来たかと思ったら、子猫が逃げ出してまた別の車

ピーちゃんを探し回る三毛猫の姿を見ると、
ごめんね、淋しくな

の中にもぐり込んでしまったり…駐車場での悪戦苦闘が続き

っちゃったね！と涙が出ました。

ます。発見してから３日目の朝、現場に行ってみると、
とうとう
子猫の気配が消えていました。Wさんは自分が助けてあげら
れなかったことに心を痛めていました。
その翌日の朝早く、私の
携帯に近所の猫好きの方
から電話が入りました。
「昨日ね、
たまたま通りかか
った駐車場でケガして倒
れていた子猫を拾ったの」
というのです。 「えっ！
？駐車場？子猫？」
とビックリした私は、
慌てて彼女の家に直行。
その子猫を預かってWさんに確認し
てみると、
なんと！その子はまさにWさんが保護しそこなったあ
の子猫だったのです！
3日間もエンジンルームの中に居て、車が移動しても奇跡
的にそのまま帰って来ていたのですが、力尽きて地面に落ち
たのでしょうか。よくぞ無事に生きていたものだと驚きました
が、子猫の左足はぶらぶらで動かないし、胸元には火傷のよ
うな、
ただれた傷が！
！直ぐに病院に行って診てもらったところ、
かなり衰弱はしていたものの食欲はあったので、我が家に連
れ帰って看病することになりました。
数日間は、食べては寝るの繰り返し。朝起きたら死んでいる
のではないかと心配で、毎晩ケージの隣で寝ました。左足も

今は新しいおうちで先住猫さんと仲良く暮らしていることでし
ょう。大変な経験をしたけれど、皆の善意のリレーで小さな命が
救われたことを嬉しく思っています。
ピーちゃん、
ずっと元気で幸
せに！そしてみんなをハッピーにしてね！

私は物心ついた頃から、
ずっと犬や猫と共に暮らして来
ました。
家の中には小型犬と猫
達、
庭には中型犬がいて、
それ
フォスターペアレント
が当たり前の光景でした。
社会人となって間もない頃、
一番可愛がっていた愛猫を亡く
しました。
腎臓病でずっと治療を続けていたのですが、
ある日容
態が急変したという母からの連絡があり、
慌てて駆け付けまし
た。
病院に向かう車の中で、
小さな籠の中で激しい痙攣を続け
ているその子を抱きしめながら、
私はただただ祈る事しか出来
ませんでした。
獣医さんの「もう、
楽にしてあげましょう」
という言
葉に、
母と私はその場に泣き崩れました。
私はそれ以来、
二度と
ペットは飼わないと心に決めていました。
ある日、
妹から
「裏庭で野良ちゃんが子猫を3匹産んだ」
との連
絡がありました。
母猫は避妊手術を施し、
子猫は保護するとの事
で、
もう居ても立っても居られなくなり、
早速仔猫を見に行きました。
ほぼ毎日のように会いに行っているうちに、
主人が引き取ろうと言
い出し、
一番小さくて弱っていた男の子を家族として迎えることに
しました。
娘が「トト」
と名付け、
あっという間に我が家のアイドルと
なりました。
猫可愛がり、
バカ親、
そんな言葉がぴったりの溺愛ぶり
でした。
それから3年が過ぎ、
会社を営む私達は留守にすること
が多く、
私達を寂しそうに見送るトトを見ていると妹か弟を迎えて
あげたくなってきました。
6月のある日、
近所で猫の保護活動をしている方にふと｢可愛
い女の子、
いませんか？｣とお聞きしたところ、
「それがね、
ちょうど
いるんですよ
！」
と仔猫の写真を見せて下さり、
あまりの愛らしさに
心を射抜かれてしまいました。
それが、
芦屋動物愛護協会に保
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平成30年7月〜平成31年3月

金額
5,000
3,000
3,000
5,000
4,000
4,000
16,000
10,000
10,000
20,000
1,000
20,000
5,000
10,000
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S様
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10,000
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合計183,500円
町名
朝日ヶ丘町
高浜町
神戸市
浜芦屋町
浜風町
松原市
岩園町
陽光町
浜町
岩園町
竹園町
岩園町
西宮市
伊勢町

陽光町

MUMU

護されていたキジ猫の
「ピーちゃん」
だったのです。
家族で話し合ってお見合いをして里親になることが決まり、
そ
の子は「ムム」
と名付けられました。
めちゃくちゃ元気な女の子
で、
うちにもすぐに馴染んでゴロゴロといつも喉を鳴らして甘え
てきます。
トトお兄ちゃんの事が大好きで、
しつこく追いかけては
最終的には怒られてしょんぼりしている姿を見る度、
もう可愛い
くて可愛くて自然に笑顔になります。
我が家にムムを迎える事が
出来て、
本当に良かったです。
2週間ムムのお世話をして下さったボランティアさんからの
お手紙に、
食事の事や保護された時の様子が書いてあって、
その一番最後に「車のエンジンの中で３日近く過ごして大変
な思いをしたのにとても明るい性格で賢い子です。
どうぞ可
愛がってやってください。
よろしくお願いします。
」
と、
書かれて
ありました。
このお手紙を読み返す度に、
胸が熱くなります。
ム
ムの生命力の強さと、
一時預かりボランティアさんの深い愛情
に触れ、
心から感動致しました。
こうして小さな命を繋いで行
けることに家族みんな感謝しております。
有難うございました。

浜芦屋町 N.H.
寄 付 金 を お 寄 せ 下 さっ た 皆 さま に 厚く御 礼 申し上 げ ま す 。
どうか 、今 後 も 引 き 続 きご 協 力 賜りま すよう 宜しくお 願 い い たしま す 。
月
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
1
1
2
3

金額
2,000
3,000
3,000
3,000
10,000
3,000
3,000
3,000
10,000
500
2,000
5,000
3,000
2,000
5,000

イニシャル
S様
EKB様
N様
S様
M様
G様
Y様
T様
K様
H様
匿名様
N様
K様
E様
S様

町名
三条町
芦屋市
精道町
松ノ内町
三条町
大原町
山手町

月若町
打出小槌町
松浜町
芦屋市
翠ケ丘町
松ノ内町
翠ケ丘町
西宮市

入 会 につ いて
会費 1 口 : 1000 円／年

2 口 : 2000 円／年〜

( 入会金無し、口数はお気持ちで )

●使途について
譲渡までにかかる費用

芦 屋 動 物 愛 護 協 会 Ashiya Society for the Prevention of Cruelty to Animals

事務局：芦屋市役所地域経済振興課内 電話：0797-38-2033
Web：http://www.ashiyaanimalsociety.site/ Mail：ashiya̲animal@hotmail.com

