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背景

• ヒトの寿命が伸びると同時に生活習慣病も増加

⇒肥満およびそのリスクが問題視されてきた

健康診断の項目にBMIが登場

• イヌも動物医療の発展により寿命が伸びると同時
 にヒトと同様の生活習慣病が増加

⇒肥満およびそのリスクが問題視されてきた

健康診断の項目にBCS、体脂肪率が登場
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イヌのBody  Condition Score

iris‐petより
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肥満対策

• 運動で痩せるのはかなり大変 (特にシニア犬は）

• イヌは自分で食事量のコントロールが困難

↓

↓

• 飼い主に現状を把握させ、肥満のリスクを啓蒙

• 飼い主の意識を体重管理・食事管理に向けさせる

↓

• やはり食事（カロリー）制限が一番

⇒手作り食を取り入れる
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目的
 

：
 

飼い主の飼育状況に合わせた肥満犬の

食事管理・対策を実施する

材料および方法：

①肥満犬2例 ： 症例1 ；
 

ミニチュア・ピンシャー、

症例2 ； 柴犬

②食材の選択
 

：
 

主食用 ；
 

表1参照

おやつ用 ；
 

ささみ、カボチャ

③食材ごとおよびレシピごとのカロリー測定： 表1,2

使用機材：株式会社ジョイ・ワールド・パシフィック社製

カロリーアンサーCA‐HN型
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＜症例１＞  全食事手作り食

ミニチュア・ピンシャー：避妊済みメス満10歳

•体重：食事制限開始前4.6kg、BCS : 5
•病歴：偽妊娠、乳腺腫瘍、外耳道炎(マラセチア・ブ

 ドウ球菌によるもの)
 

、加齢性白内障の初期

•性格は、食べることが好きで、好まない食べ物は特
 にない。散歩が好きで動きはとてもアクティブだが、

 散歩以外はほぼ寝ている。

飼い主 : 主食およびおやつとも手作り食を希望
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食事管理の現状と改善の試み

＜現状＞
•市販のドックフード約23gずつ9時と19時の2回摂取

•カロリーアンサーで測定をした結果：193.2kcal/日
•対象犬の現状維持に必要な１日のエネルギー量

 DER＝110×（4.6）0.75×0.8=297kcal/日
⇒おやつで肥満になる

＜改善策＞
•減量のため、目標体重を4.0kgとして、計算する。

•DER=110×（4.0）0.75×0.8＝264kcal/日
•1日のカロリー摂取量から、おやつ分を60kcal/日と

 して引き、主食100kcal×2/日を目安に手作り食を実
 施
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食材のカロリー測定結果

表１ 食材名 測定データ 1g当たりのカロリー 分類

鳥 胸肉 334 g/614 kcal 1.84kcal 肉

イワシ 248 g/554 kcal 2.24kcal 魚

さんま 40 g /231 kcal 5.78kcal 魚

アジ 100 g/121 kcal 1.21kcal 魚

かぼちゃ 304 g/176 kcal 0.58kcal 野菜（炭水化物）

サツマイモ 68 g/73 kcal 1.31kcal 野菜（炭水化物）

人参 298 g/18 kcal 0.06kcal 野菜

キャベツ 324 g/46 kcal 0.14kcal 野菜

ブロッコリー 88 g/14 kcal 0.27kcal 野菜

パプリカ

 
赤 304 g/2 kcal 0.01kcal 野菜

枝豆 252 g /182 kcal 0.72kcal 豆類

豆腐（絹） 100 g/56 kcal 0.56kcal 豆類

マイタケ 100 g/17 kcal 0.17kcal キノコ
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手作り食（１食分）  レシピ例
表2 食材名 1g当たりのカロリー 分類 レシピ１

鳥 胸肉 1.84 kcal 肉

イワシ 2.24 kcal 魚 ○

 
19 g/42.56 kcal 

さんま 5.78 kcal 魚

アジ 1.21 kcal 魚

かぼちゃ 0.58 kcal 炭水化物

サツマイモ 1.31 kcal 炭水化物 ○

 
26 g/34.06 kcal 

人参 0.06 kcal 野菜

キャベツ 0.14 kcal 野菜 ○

 
31 g/11.07 kcal 

ブロッコリー 0.27 kcal 野菜 ○

 
41 g/11.07 kcal 

パプリカ

 
赤 0.01 kcal 野菜

枝豆 0.72 kcal 豆類

豆腐（絹） 0.56 kcal 豆類

マイタケ 0.17 kcal キノコ ○

 
8 g/1.36 kcal 

総カロリー 計

 
100.12 kcal 
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レシピの実際例
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体重測定結果：4.6kg  ⇒  4.2kg

（縦軸は体重kg,横軸は実施期間）
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BCS判定結果：  BCS 5  ⇒  BCS 4

• 実施前

• 終了時

12



開始前と終了時の血液検査の比較

参考値 2015/9/4　実施前　 2015/12/21終了後　

白血球数（WBC） 6000-17000 14600/μｌ 11000/μl

赤血球数（RBC） 550-850 642×10₄/μl 743×10₄/μl

ヘモグロビン濃度（HGB） 12^18 14.9ｇ/ｄｌ 17.6ｇ/ｄｌ

ヘマトクリット値（HCT） 37-55 44.60% 50.10%

平均赤血球体積（MCV） 66-77 69.5ft 67.4ft

平均赤血球ヘモグロビン量（MCH） 20-25 23.2pg 23.7pg

平均赤血球濃度（MCHC） 32-36 33.4g/dl 35.1g/dl

血小板数 20-50 57.2×10₄/μl 50.9×10₄/μl

好中球数 3000-11500 12900/μl 8900/μl

リンパ球数 1000-4800 1100/μｌ 1900/μｌ

好酸球数 100-1250 600/μl 300/μl

コレステロール（TCHO） 111-312 225mg/dl 200mg/dl

アルカリフォスターゼ（ALP） 47-254 331U/L 314U/L

肝酵素（GPT／ALT） 17-78 40U/L 63U/L

中性脂肪（TG） 30-133 224mg/dl 198mg/dl
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＜症例２＞  おやつのみ手作り

• 柴犬：オス12歳

• 体重：13.5 kg
 

BCS 4.5
• 病歴：

 
なし、

 
白内障の傾向あり

• 主食のドッグフードを目分量で与えているが、完食
 せず残し、缶詰・おやつが食事のメイン

• 散歩：2回/日
 

30分～1時間

飼い主の要望で主食の種類の変更はなく量を測
 定し、おやつのみ手作りを希望
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食事管理の現状と改善の試み

＜現状＞
 

400～500kcal?
•市販のドッグフード：365  kcal/100  g（7歳～用）

目分量で約40  g/回、1日2回、常時残りを破棄

•缶詰13種類の中から1缶選択：65～115 kcal/100 g
•軟骨ジャーキー：260 kcal/100 gを10g
•おやつジャーキー(紗）：25.2 kcal/本を7～8本/日
＜改善策＞

柴犬の理想体重に近づけるため12～11kgで計算

必要なカロリー: DER＝約350kcal/日 に設定

⇒主食：250kcal
 

＋ おやつ：100kcal
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手作りおやつ

• ササミジャーキー：平均108 kacl/100 g

• カボチャクッキー：165 kcal/100 g
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カロリー計算方法：記録紙の１例

• 毎日就寝前にドライフード、缶詰、ジャーキーの残量
 を引き一日の摂取カロリーを計算

表３ ドライフード 3.65 kcal/g 40 

 

g 146  kcal

缶詰

 

85g/缶 （0.93

 

）

 

kcal/g 85 g 79 kcal

柴犬（レトルト）

 

70g/袋 0.64 kcal/g g  kcal

軟骨ジャーキー

 

20g/袋 2.6 kcal/g 10 g 26 kcal

紗

 

360 kcal/100 g 3.6 kcal/g   21 g 75.6 kcal

手作りささみジャーキー 1.08 kcal/g 10 g 10 kcal

かぼちゃのクッキー 1.65 kcal/g 8.5 g 14 kcal

1日分

 

合計：

 

kcal 350.6kcal
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体重測定結果 :  13.5 kg⇒13.1 kg 

体重の変化：縦軸単位kg
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BCS判定結果：  BCS4. 5  ⇒  BCS 4

終了時

実施前
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考察
＜症例１＞１１２日間、朝夕の２食分とも手作り食に

 した結果、体重は約１０％減少し、BCSも４程度に
 なった。血液検査では、高値だった中性脂肪とALP

 も下がり、エコー検査で胆泥も減少した。白内障も
 進行せず、エイジングケアとしての有用性も示唆さ
 れた。

＜症例２＞120日間、おやつのみを手作りし、記録
 紙を作成して毎日のカロリーを計算することで、体

 重は３％しか減少しなかったが、BCSが４になって
 見た目が引き締まり、歩様も軽くなった点も、将来
 性が期待された。しかし、体重が12.8kgになった時
 点で全体のカロリーを300kcalに下げるべきだった。
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まとめ

「イヌの肥満対策のはじめの一歩」を動物看護の視
 点からどのように介入するか：

飼い主の気付き⇒痩せさせたいという意思の確認

飼い主のニーズに合った方法の検討

飼い主の技量、時間的な余裕（作成時間）

↓

共有すべき点：現状の把握および認識

改善策：市販のフードおよび手作り食の選択

カロリーの測定→理想体重でのカロリー計算

実施方法の説明→実施および経過観察の補助
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ご清聴ありがとうございました
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