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愛犬の熱中症、ご用心 暑さに弱い短頭種 ・高齢犬

体を冷やした後も油断は禁物。「見た日は回復したようにみえても体には大きなダメージを

受けていることがあり、循環不全や腎不全に陥っている恐れもある」ため、なるべく動物

病院で血液検査や身体検査を受けることが大切だ。

ブル ドッグなどの短頭種は特に暑さに弱い。このため全国空は昨年から、夏場 (7月 1日

から9月 30日 )の 短頭種の輸送をとりやめた。「体調不良を起こすことがあつた」(同社

広報室)た めだ。日本航空も昨年からフレンチ ・ブル ドッグとブル ドッグに限り通年で輸

送をやめた。老犬も注意が必要。心不全や肝機能低下など基礎的な疾患があることが多く

余計に熱中症の症状が出やすくなる。夏場以外でも湿気が多い梅雨などは要注意。飼い主

が油断して散歩にでかけると熱中症になる危険性が高い。イヽ林院長は 「欧米と違って日本

では大を飼 うと散歩は義務だと思つている飼い主が多い。でも、大にとつて散歩が幸い日

もあるかもしれない。本当に暑かったり、湿気が多いと思ったりしたら、散歩の距離を短

くするか、無理に散歩に連れて行かなくてもいいのではないか」と話している。

平均寿命は男女 とも過去最高

厚生労働省はこのほど、2007年の簡易生命表を発表した。 日本人の平均寿命 (ゼロ歳の

平均余命)は 男性 79。19歳、女性 85.99歳で、いずれも06年 を上回り、過去最高となった。

簡易生命表は、厚労省が人口動態統計月報年計などを基に毎年作成している。完全生命

表は、国勢調査を基に5年 ごとに作成される。07年 の平均寿命は、06年 に比べ男性で 0.19

歳、女性で 0.18歳延びた。各世代の平均余命を見ても、07年 は 06年 を上回つている。20

歳の平均余命は、男性 59.66年、女性 66.22年。60歳 では男性 22.54年、女性 27.92年。

「後期高齢者」の入り国の 75歳では、男性 11.40年、女性 15。16年 となっている。国際的

に比較すると、男性はアイスラン ド (79.4歳)、 香港 (79.3歳)に 次いで第 3位 、女性は

日本が トップで、2位 が香港 (85.4歳)、 3位 がフランス (84.1歳)だ った。死因別死亡

確率は、ゼロ歳の場合、悪′性新生物が男性 (30.10%)、 女性 (20.56%)共 に最も多く、

続ぃて心疾患 (男性 14.67%、 女性 19.16%)。 脳血管疾患は男性 10.80%、 女性 13.29%

だった。



レこつしlζ☆

近年蛯た続けてぃ
`脱

毛症。遺伝的辱因が強t′泄午性月え毛や物ズ踪

峙物内分ル路の異常により良:=ζ漉1真4荘月見毛tありまつヾ、ストしスヤダ澪エットのし

サざ、食生活のイ颯ソによ野む=ζ気2フtナればFオず二とので`lζ訪■,症毛おリミ

す。今回1ま月χ毛2予rオする生ラ舌)人生ずネ
`介

します。

☆鮮 ☆
群場詢ヾル入のとネた食事がか ですが`1毛髪の材料である

'シ
/ツ質

が不足し付し
'美うに。タイヾ ワ賃ti肉類′魚含炎負、71ttL齢どヽこ

うく含まれます力ヾ:内の脂身′月期オ2報ソ丁ひTし,ようしュラ畢認して

下さし'。また,ミネラ′レtま毛なの戌浸文イ足し′夕割黒Lイ呆フイ動書

があるので積極
`夕

|・篠ソまし「う。特レ理
`当
♪マ釦′鉄え多く

分藝′燿路バ良∪うです。

☆後玄
'力
け
`も

サープ☆
豆貯疑■マッサーラuすると、毛今晟文支えてtiζ毛紳立ウドユヨ長し、位ガイ盾暉バスムづざ
し■i諄はす。そ申律が集■。(ttろ豆動申Vラ界しまストレス解ラ肖[ttむります。

譲;鷺:}量雛螺; 懇弊
1僣藩 スッtソ

ウ

り1昌て
'つ
寺t卜よう

1〕下かも上へk警

鷺】際=

亜∝)狙考♭く倉モ
ノ
)、夕b

気 =)肉 類

颯炒黄

Φ

者め`ら肩tじかけて 耳のよるりでコルミイ奏i呼儲fえ弊 喀10生えP/Tハら 【猥皮,フよ:卜そうt=

紫タト線りあたソ遇ゞ ιユよって敵 に

究寧瞥器i紺
ましょう。



16匡のフロツ」蘭
当了定菫ゴ希り尋瘍ttてtiろMせんでYさんⅢlイとに

宅77〉ttかおりtlらっしくるようKttす。本κ子供導起て`

提完され
`国

産采魚♪4コとヤクリムバ入っ

[贅ラ尺ぼ/tです

ιイロ入ソ¥2年|ケ=ミヽ【て犬っくソ

iも区ソuぇt キヾタ3～夕しクワーズでヽわヾ

打一式ヤう・―
クリームtおtt′しttでサ.

判脇%1献ンの物昨
東京|〕層F日寺から無チきなした■レ71オギシ。
フルニtソガヾβんおんに乗ったタルトtまJkt`
お`tすびよむれバ髪誌そうι=FVます。夏tt和〉
7rア

"ヾ
関羽騒されてし|ものざyf2ックびすν

区bμ18/5主ひメヾ金色メロ>のタルト′暁 ～
ヵヾ夕張トロンのタルトめヾ置tておうそうては夕。
トレート′レーヘの武麟 にも■まし1′1弩作の

□中勇昌先性の力 %可レ☆鹸
υ 長山わ 雲

“

山螺 へ 中学崎ィヾは卓ズ′高校で野球 差していた跡披」
口国医療専門や崚 ソ機絡後TRTへ入

～
。在学中

F%771を 鷹解ヽLのメぎや力ゞ圭っり、すてい卜し―ナー2ロキ苫すこと1l tt
瘍レみ千―フで`す半区襲けιl立液:ΨはA3型 。卜し―■′レ~ムtt不当し,A3卒バ高d竃

ま
`=な

色☆喜“'をctえtざ矛三吹庄バt叶壱び夕ってtiう日寺計パ:書めゝ[気めヽ`

“

ユ|

女子1ぼ動物☆天ヽ 猫“。昔飼ってttFだの名前は「ロクちく亀ぢちです。
セ鉾な伐バ竹勿☆」はん0日本人で`すtい。
好tぼ夕く7触 ラ中剰L。サ″タツギLt大文子物で`ケ″
女チ也なTV☆お質り。メおゴ時せひすtのみ。

後 の目採
「
勒 唇η マ ラ フ υ 党 た

'11」

雄 はひきDDtt書めゝ 鷹ヽ そぅて`すltt

ぐ断
"れ

雀霧鴫〉

議  ぶ7:為拙椰
しItあソ手しLラ贄マラソンひす力ヾ、

`ゝ

年ιt l鯛の協上
日

'翠

日にイJ~5各ます。まだ、め巻ソ前びすので、膨 乙

のケtす鶏いtuムイtぉゎソニれめつと%なん見せめ゙

厳してttくとえわれま弗 笞ヾユ′体調菅E里に十分
お気スつけ千1t!。)欠回のフ。口7r-1レ公開予定tま、6ti

會衣
"ヾ

梓ttつしヽてきちイ′ァメン鳶ッフイオ4,^吹生ひす

フ7)の方tそうで寸「tf夕t者2長～くしてノ待って、1て
`ガ

さt′才午。 すf

冒躍T

焼お号 2008年3月

寮イ■卜し―ナリし―へ天神

子憂「η市中央区天神3丁目3-7
天科応崚七)レ3F

TttL 092-7′夕L′釘5

.FA‐X072-71ι卜15職
∪RL LttP:〃″″″:t率おer―Dop.Cab




