STOP 誤飲新聞
ネコちゃん特集！

ネコちゃんも誤飲に気をつけよう！

誤飲請求件数（2013 年）

（件）

ネコちゃんの誤飲事故も多く発生
しています！
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特に、ヒモ状のものに反応 し て
追いかける習性がありますので、
うっかり飲み込んでしまうことが
ないよう、注意が必要です。
ネコちゃんに与えるおもちゃや
生活環境には 、
十分気をつけて
あげましょう。
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の保険金請求を受付けています！

※2013 年 1 月〜 7 月までのネコちゃんの誤飲に関する平均請求件数

ネコちゃんの誤飲の多い年齢は０歳！
幼児期は遊んでいるうちに色々な物を食べてしまうことがあります。
ネコちゃんの届く場所に飲み込みそうな物（おもちゃや人の食べ物など）や、興味を示しそうな物
（ヒモ状の物など）を置かないことが大切です。
０歳のネコちゃんは体が小さく、手術になると体への負担も大きくなりますので特に注意が必要です。
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※アニコム家庭どうぶつ白書 2012 引用

もしも誤飲をしてしまったら？
●誤飲したヒモ状のものが口や肛門から出ていることがありますが、無理に引っ張ってはいけません。
無理に引っ張ると、消化管粘膜を傷つけることになり、大変危険です。
●食べた物によっては、死に至る危険性もあるので直ちに動物病院に相談し、指示を仰ぎましょう。
LG060-1309-06

ネコちゃんの誤飲経験記
Case

1

おもちゃ（ねこじゃらし）の誤飲

マールちゃん
2歳/女の子/混血猫
性格：内弁慶

●誤飲した場所 お家の中（リビング）
●誤飲時の年齢 1歳
●経緯 飼い主さんが２０分程度目を離したところ、ふさふさのねこじゃらしの先がなくなっていることに気づきました。
変わった様子はなかったものの、誤飲を疑った飼い主さんはすぐに動物病院に連れて行きました。
催吐処置を行うと、ねこじゃらしの先が大量にでてきました。

完治までの通院・入院回数
通院

手術の有無 / 異物摘出方法

1回

無

/

診療費総額（手術有りの場合、手術費含む）

催吐処置

1万円未満

●予防への取り組み

人間が「食べないだろう」と判断しても、ネコちゃんの判断
基準が同じとは限らないので、目の届かないところでは、おもちゃで遊ばせないように
気をつけています。また、遊んだあとのおもちゃは、マールちゃんの手の届かないところに
しまうように気をつけています。

アニコム獣医師からの

ワンポイントアドバイス

Case

2

おもちゃ類はネコちゃんにとって獲物に見えているため、時として飲み込んでしまう
ことがあります。ネコちゃんに渡したままにしないように気をつけましょう。

ネコちゃん用ベッドの

クッション部分（布）の誤飲

チョビちゃん
8歳/男の子/混血猫
性格：甘えん坊で
さびしがり屋

●誤飲した場所 お家の中
●誤飲時の年齢 ６歳
●経緯 ネコちゃん用ベッドのクッション部分の布を食べてしまったことに気づいた飼い主さんは、すぐに病院に

連れて行きました。特に変わった様子はなかったため、便と一緒にでてくるのを待つことになりました。
数日後、嘔吐を繰り返したため入院し、退院後もしばらく通院していると、便と一緒に無事に排出されました。

完治までの通院・入院回数
通院５回 入院１回 半日入院14回

手術の有無 / 異物摘出方法
無

/

便と一緒に排出

診療費総額（手術有りの場合、手術費含む）
30万円以上40万円以下

●予防への取り組み
チョビちゃんが食べてしまう可能性のあるものは届くところに置かないようにしています。
特に留守番中は気をつけています。
またベッドを食べてしまわないように、市販ではなく手作りにしました。

アニコム獣医師からの

ワンポイントアドバイス

布類を咬むのが好きな子は少なくありません。クッションやカーテン、じゅうたん等、
ネコちゃんがかじってほつれているお宅などは特に注意が必要です。

実例 ネコちゃんの異物誤飲写真から学ぶ！
写真を提供いただいた動物病院様でのネコちゃんの誤飲の実例です。遊んでいるうちにいろいろな
ものを誤飲してしまうことがありますので十分注意しましょう。

さいばしの誤飲

6ヶ月/男の子/
アビシニアン

処

置

診療費総額

（手術代含む）

全身麻酔下にて、後頭部を切開。
術中CTにて、脊髄に刺さった異物の
位置を確認し、摘出
35万円以上40万円未満

事故の詳細
来院の直前まで元気に遊んでいましたが、急にけいれん
をおこし、右半身の麻痺が起こったため来院されました。
レントゲンを撮りましたが異常が見つからず、外傷も
無かったため他院に画像診断を依頼したところ、さい
ばしの先が脊髄に刺さったことが原因で麻痺が起こって
いたことがわかりました。異物の刺さりどころによって
は重篤な症状が出ることがあります。
異物摘出後は、すっかり元気になり
ました。
ント
ワンポイ ス！
バ
アド イ

差替予定

写真提供：
香川県 稲田どうぶつ病院 佐藤 昭則先生
大阪府 堀江動物医療センター 田中 利幸副院長

本症例は、台所でジャンプした際にさいばしが刺さったのかもしれません。どうぶつさんには危険なものが、たくさん
身の回りに潜んでいますので、ご家庭でのちょっとした努力と工夫でこのような事故を減らしていただきたいです。
（香川県

稲田どうぶつ病院

佐藤

昭則先生）

異物の誤飲は飼い主さんが気づかない間に起こっていることが多いです。特に若いネコちゃんは好奇心旺盛なので、
事故が起こりやすいです。なるべく目の届かないところで遊ばせないように気をつけましょう。
（大阪府

ゴムの誤飲

1歳/男の子/
混血猫

処

置

診療費総額

（手術代含む）

堀江動物医療センター

田中

利幸副院長）

開腹手術
10万円以上15万円未満

事故の詳細
ネコちゃんが嘔吐を繰り返すため来院されました。
吐き気止めの処置をしましたが改善しなかったため
レントゲンを撮ったところ、ヒモ状の物が映っていま
した。開腹手術にて、とても長いゴム紐が無事に摘出
されました。

写真提供：
神奈川県 かぶくん動物病院

ント
ワンポイ ス！
バ
アド イ
斉田 隆幸院長

ネコちゃんのことをとても大切に育ててくださっている優しいご家族の元でも、ネコちゃんは思いがけない
いたずらをするものです。普段からネコちゃんが興味を持つものをよく把握し、飼い主さんの目の行き届かない
時にいたずらされないよう気を付けましょう！
（神奈川県 かぶくん動物病院 斉田 隆幸院長）

どうぶつさんが

食べたら危険なものリスト

危険な物を誤飲してしまった場合は、すぐに動物病院に連絡を取り、獣医師の判断を
仰ぐようにしましょう。
糸やヒモ状のもの

ヒトの医薬品

飲み込んだ物の太さや長さによっては、

薬の種類や摂取量によって中毒症状を

腸閉塞や腹膜炎を起こしてしまう場合も

起こすものもあります。

あります。口や肛門から糸やヒモが出て

薬のシート等をそのまま飲み込んで

いることがありますが、無理に引っ張ると

しまった場合には、咽頭部や食道を

消化管粘膜などを傷つけてしまいます。
絶対に引っ張らないでください。

*****

傷つけ、食欲不振や嘔吐などの症状が
見られることがあります。

竹串・画びょう・針

保冷剤

先がとがった異物は、胃や食道の粘膜を損傷させてしまう

保冷剤の中には、
「エチレングリコール」が

可能性が高いので、吐かせないようにしましょう。

含まれているものがあります。
「エチレングリコール」の摂取は腎不全を
起こしたり、中毒を起こしてしまい、大変
危険です。

タバコ

靴下・タオル等の布

タバコに含まれるニコチンが原因となる中毒症状が摂取後、
数分間で起こります。興奮して活動的になり、よだれを
流したり、嘔吐、下痢などが見られたりします。
多量に摂取すると、震えやけいれんを
起こして 起 立 不 能 に な り、昏 睡 に
陥って死亡する場合もあります。

ボール・おもちゃ

胃内に留まったままであったり、腸
閉塞をおこしてしまうと、嘔吐、食欲
不振、腹痛などの症状がみられます。
布類を引きちぎって食べていると
ヒモ状異物と同様に大変危険です。

観葉植物
観葉植物や切花の中には危険な物が

症状は、大きさと素材により異なり

たくさんあります。中毒症状を起こし、

ます。飲み込んだ物が分かっている

嘔吐や下痢、よだれ、食欲不振などの

場合は、可能であれば現物が写って

症状がみられることが多いようです。

いる写真を動物病院に持って行き

中には、脳や心臓、神経などに作用する

ましょう。

中毒物質もあります。

「どうぶつ相談室サイト」では、どうぶつさんのしつけやお手入れ、健康管理をもっと知って
いただくための情報を掲載しております。ぜひご活用ください。

【発行元】アニコム損害保険株式会社
【お問い合わせ先】

〒161-8546

東京都新宿区下落合1-5-22

どうぶつ相談室

アリミノビル２F

LG069-1306-01

