
平成２７年 長寿犬猫表彰者 

  
    真田光保様 ロミオちゃん １５歳  
                  推薦病院  うすだ動物病院 
 

        冨吉雅明様 しじみちゃん ２０歳 
                  推薦病院  清田動物病院 
  



 
 
 
 
 
 

伊藤絵美様 
モカちゃん １５歳 

推薦病院 
東麻生どうぶつ病院 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

半分手作り食を続けてきました。太りやすかったのですが、毎日
の散歩と食事でそれなりに体重を維持してこれたと思います。老
齢になり病気も多くなってきましたが、信頼できる先生に出会え、
適切な治療を受けられているのも大きいと思っています。 



伊藤慶子様  ベルちゃん １６歳            
推薦病院 こころ動物病院 

おうちに迎えた時はお母様の手のひらに乗る
ほど小さかったベルちゃん。小さい時から心
臓が弱いと言われていたけれど、毎月必ず
動物病院を受診して、様子を診てもらってき
ました。 
その甲斐あって16歳になった今でもお散歩大
好きで、夏場は朝5時から1時間お散歩に行
きます。 
高齢になったため、歩くのは遅くなったけれど、
帰りはおうちでおやつとご飯が待っている為
トコトコ歩きます。 
そんなベルちゃんは、玄関への来客を必ず
チェックします。初対面の方には吠えるけれ
ど、ひとたびお母様がお話になられると、お
母様のお友達と思うのか一切吠えなくなるお
利口さんです。 



 
 
 
 
 
 
 

今井奈緒美様 
大介ちゃん１５歳 
 推薦病院 いぬとねこの病院 

 
 
 
 
 

私と大介が初めて出会ったのは、前の飼い主さんが飼えなくなったので、私が
引き取ることになりました。 
出会った時の大介は耳を下げ、一生懸命シッポを振り、「これからボクを宜しく
お願いします」と言うような目で、私の所に来たことを今でも忘れません。 

 



越後みどり様 
まるこちゃん １６歳 

 

推薦病院 
中馬動物病院 

生後６０日で900ｇ、成犬でも７kgを超えるこ
となく小柄な柴です。 
現在も、朝から夕方、まで一人ぼっちでの
お留守番が多いですが、朝晩たっぷりの散
歩、自転車での引網伴走で、小さいながら
体力のある体に。（～13才頃まで継続）運動、

食事、休息のメリハリが長寿の秘訣だった
かもしれません。 
 



遠藤三枝子 様 
シーマちゃん １９歳 

 
推薦病院 こころ動物病院 

四人兄弟の長男で、兄妹一番の人見知
り。四人兄弟で育ってきたけれど、臆病な
性格で、6歳の時に家族に迎えた猫ちゃ
んを追い掛け回すことも。 
そんな性格も年齢を重ねるにつれて丸く
なり、以前見られた人見知りもどこへやら。
お客様にもニャーニャー鳴くほどになりま

した。 



我が家のショコラちゃんが１８才近く
まで元気で長生きしていることが本
当に不思議です。ずっと病気を抱え、
この１０年くらいは１日も薬を欠かし
た事はありません。 
危機に直面する度に命を救って下
さった動物病院の先生、 
スタッフの皆様、ありがとうございま
す。 
 
           推薦病院 八軒動物病院 
 

 
及川寛美様 

ショコラちゃん１７歳 
 
 



近江谷理津子様  ショコラちゃん １９歳 

推薦病院 明日風ペットクリニック 

肝・腎共に数値が高い状態で
すが、毎日投薬と月２回の皮
下点滴をしながらのんびり暮ら
しています。とてもおだやかな
性格で怒る事がないのが長生
きの秘訣かもしれません。 



上原子由美子様 
   リョーちゃん  １９歳 

 

•                  推薦病院 清田動物病院 



 
 

川原友華様 
夜空（よぞら）ちゃん 
        １５歳 

 
 

•                 推薦病院 羊が丘動物病院 

夜空ちゃんは肝不全を患い、一時危
険な状態にまでなったのですが、飼
主さんの手厚い介護と同居犬（こころ
ちゃん）の励ましもあり、今は毎日元
気に暮らしています。 



工藤英雄様 クリスちゃん １７歳 

推薦病院 菊水小さな動物病院 

特に秘訣等はありません
が、少しでも様子がおか
しい時はすぐに病院に連
れて行きました。フードは
10年以上同じメーカーの
ものを食べています。 



興膳和美様 
加桃（かも）ちゃん 
       21歳 

毎日、慢性腎臓病の治療で通院を続けています。体重は2.2㎏しかありませ
んが、良く食べて動き回っています。カモちゃんの2才年下のミロちゃんも同じ

腎臓病で治療を続けています。二人と飼い主さんと一緒に助け合って毎日を
送っています。              推薦病院 高橋動物病院 



香田潤様 ひまわりちゃん １５歳 

                推薦病院 K-アニマルクリニック 

お外が大好きで、1日3回程

のお散歩に行っているそうで
す。腎不全の治療中ですが、
愛情たっぷり注がれ、見た目
も体力も若々しく、とても15才
には見えません。 



推薦病院 
まえたに動物病院 

佐々木幸子様 
   ナナちゃん１５歳 
7才の時から発症した心臓弁膜症の進行
が早く、8才には一度、死を覚悟しました。

その後、まだ日本では一般的ではなかっ
た開心術にて心臓の弁の手術を行い、手
術を無事に乗り越え、現在、15才を元気

に迎えています。飼い主さんの決断力と
愛情がナナちゃんを支えてきました。 



下田政敏 様 ニーナちゃん １８歳 

• 推薦病院    さっぽろ元町動物病院 

予防や健康診断を毎年確実に行
われています。現在、皮膚腫癌が
悪化し体調を崩していましたが、
暖かくなってから回復して頑張って
います。 
 



杉田鮎美様 ブーちゃん １９歳 

• 推薦病院 東麻生動物病院 

１２年前、登別のホームセンターの駐車場で身内が保護しました。痩せこ
けて、毛色もわからない程真っ黒に汚れ、左手が潰れているにもかかわ
らず、ご飯をもらうために必死で買い物客を追いかけていた、病弱だけど
たくましい子です。 
 
 



相馬京子様 
 たまごちゃん １７歳 

 

• 推薦病院 K-アニマルクリニック 

毎月の定期検診を欠かさずに行っ
ています。院内に響き渡る、かわ
いらしい甘えた声が、普段から飼
い主さんに愛されていると良く伝
わってきます。 



 
 
 
 

推薦病院  明日風ペットクリニック 
 
 
 
 
          

高橋洋子様 ごえもんちゃん ２０歳 
 
初診は肥満細胞腫のＯＰＥでした
が、年齢と共に腎数値も悪化し、
食欲も低下。同居猫（１８才）が腎
数値悪化による食欲廃絶のため、
当院で胃ろうチューブを入れてか
ら食事・投薬が格段に軽くなったた
め、ごえもんちゃんにも胃ろう
チューブを設置することにしました。 
その後は心臓の悪化等あるが、同
居猫と共に元気に過ごしています 
 
 



田中秀信様 モップちゃん １５歳 

                    推薦病院 玉井動物病院 

シーズ×マルチーズMIXのモップちゃん。 
心臓が悪く、1年程前からお薬を飲んでおり、最近では自分からご飯を食べてくれ

ず、飼主さんが懸命に介護され、自分でご飯を食べてくれる様になりました。モッ
プちゃんと田中様の頑張りが推薦理由です。 
 



田中美恵子様 ジャネットちゃん ２０歳 

推薦病院 札幌緑が丘動物病院 

田中様からは…長生きの秘訣

は特に無いですが飼い主の管
理ではなく主治医の管理が良
いからだと思います。と伺って
おりますが、週に何回も皮下点
滴に通ってくださる田中様の治
療に対する姿勢や、多頭飼育
でありながらもそれぞれのネコ
ちゃんと気持ちを感じとり合い
支え合っていることがみんなの
生きてくうえでの力になってい
るのかな、と田中様とネコちゃ
ん達の会話を聞くと感じてます。 
 



  辻澤 愛子 様 
 レオンちゃん17歳 

  推薦病院 高橋動物病院 

• ２０１５年９月３日撮影 

毎年の予防接種、フィラリア予防を欠かさず、普段もできるだけ
人間の食べ物を与えないよう食生活に気を配られています。今
年の春から心臓病の治療を開始していますが、食欲もあり、お
薬もしっかり飲んでくれて、病状も安定しています。 



錦 美夕喜様 斑（まだら）ちゃん ２５歳 

• 推薦病院 いぬとねこの病院 

長生きの秘訣は、人間の
食べ物を与えない事。そし
て、大好きなお風呂に入
る事です。 
これまで表彰されてきた
猫ちゃんの中で最高齢で
す。 



野崎幸子様 
 

ゴン太ちゃん 
 

１７歳 

• 推薦病院 北光犬猫病院 

１５才まで特に大きな病気もせずに育ったゴン太君。１６才に
なる頃に神経症状が出始め、今は寝たきりですが、飼い主さ
んからの愛情と、大好きなご飯を食べつつ、注射や薬を頑
張って飲み続け、無事１７才の誕生日を迎えました。 



早川知希 様  
雅（みやび）ちゃん  

１６歳 
 

• 推薦病院 石山通り動物病院 

小さな三毛猫だったみやびは、お母さん猫と
四人の兄弟たちと路上に捨てられている所を
保護され我が家にやってきました。 
みーちゃんと呼ばれ、同い年の先住同居猫、
後に家族となったやんちゃなゴールデンととも
に仲良く年を重ねてきましたが、ここ３年で相
次いで先立たれてしまい、すっかり元気をなく
してしまいます。 
そこに加わった元気な新入りにゃんこがふた
り、産まれた人間の赤ちゃんがふたり。 
言う事を聞かない新入りにゃんこたちに手を
焼いているみーちゃんですが、人間の子供た
ちはかわいくて仕方がないようで、いつも見守
り、寄り添って眠ります。泣いていると、ほっぺ
をなめて慰めます。子供たちもみーちゃんが
大好きです。仲間たちとの死別で一度では寂
しそうだったみーちゃんですが、いま、若い世
代に囲まれて幸せそうに暮らしています。 



菱 えりな様 
フィガロちゃん 

１５歳 
 

推薦病院 南札幌動物病院 

フィガロちゃんは子犬の頃に保護施設から譲渡してきた子で、とて甘えん坊な
性格です。 
１ヶ月に１回は肛門腺絞りに通っていて、気になるところがあればすぐ診察して
いる為、今でも大きな病気もなくのんびり暮らしています。 



 堀 昭男様 
 シールちゃん１７歳 

• 推薦病院 羊が丘動物病院 

病気知らずのシールちゃんでしたが、奥
様が亡くなられてから体調を崩し、病院
へ月１回通院しています。 
木魚が大好きで、月参りの日にはお坊さ
んの横で必ずお経を聞き、時々仏壇の中
で昼寝をしたり、天国の奥様にも見守ら
れながら健やかに暮らしています 



小星正興様 
チャンドラちゃん

１６歳 

2012年より不整脈が生じて倒れましたが、その後心臓の薬
をしっかりと与えて元気にしています。 
 
                            推薦病院 さっぽろ元町動物病院 



吉田 洵様
ブーちゃん 

１７歳 

今年の春まで大きな病気もせず元気に過ごしていました。夏
頃より腎機能が低下してきたのが気がかりです。 
 
                            推薦病院 さっぽろ元町動物病院 



前田 春男様 チェッ太ちゃん ２２歳 

月に一度定期的に来院されて、様子を見せて頂いています。また、何かあると
すぐに連れて来ていただけます。お散歩が大好きで、以前はリードを付けてお
父さんとよく外を歩いていました。今は目が見えなくなってしまいましたが、お
父さんに抱っこされて外を歩くのが好きだそうです。 
 
                         推薦病院 すぎうらペットクリニック 



山下孝文様 クレアちゃん １６歳 

推薦病院 うすだ動物病院 



井上美智代様
ピノちゃん 
１５歳 

人間の食べるおやつなどを与えていない。勝手気まま
にストレスなく生活しています。 
 
                       推薦病院 CoUCoUペットクリニック 
 



大武千尋様 ハッピーちゃん １７歳 

３匹の兄弟の中で一番大きく、「デカ」と呼
ばれていたのをうちに引取り、私が小学生
の頃からずっと一緒に育ってきました。犬
のくせに犬が嫌いで、小さな鳥にすら鼻を
かまれて負けてしまう弱々しい子ですが、
特に大きな病気もせず、家の中でも元気に
走り回り、気づけば長寿犬と呼ばれるほど
になっていました。このまま元気に２０才ま
で生きますように。 
 
        推薦病院 石山通り動物病院 



桶川憲雄様 
カエデちゃん 

２１歳 

現在２１才のカエデちゃん。今年の２月から腎不全を患い、ほぼ毎日のよう
に注射を打つために病院へ通っています。今、調子がいいのも飼い主さん
の努力と、カエデちゃんの生命力の強さがあってこそだと思います。この長
い闘病生活を頑張ってほしいです。 
 
                               推薦病院 北光犬猫病院 



古川秀樹様 トラちゃん １７歳 
  

トラちゃんの長生きの秘訣は”子育て”です。本当の親子ではありません
が、この２年間で４匹の子猫を育ててくれたそうです。身体の調子が悪そ
うな時でも常に一緒にいて、姿が見えなくなると鳴きながら探しているそ
うです。トラちゃんにとって子育てが生きがいのようです。 
 
                                 推薦病院 マコト動物病院 



 
北田久夫様 伯龍ちゃん １５歳 

 
１４年前の８月１３日、散歩途中
の交通事故。車２台に飛ばされ、
よろよろと立ちあがるも、その後
の行方がつかめず・・・翌朝、見
つけました！駐車場の草むらに
うずくまり、やんちゃな瞳でこち
らを見ました。天性の生命力に
感謝。 
 
        推薦病院 マコト動物病院 



 
山本和子様 すももちゃん １８歳 

 

健康な時も体調の悪い時も、常にすももちゃんのために
最善、最良を考えてこられた飼い主さんです。 
 
                              推薦病院 しば動物病院 



森信明様 チョコちゃん １７歳 

いつも一緒にいて、叱ったりせずに、優しく話しかけてあげて、
愛情を注ぐことが秘訣だそうです。 
 
                                 推薦病院 ハヤシ犬猫病院 



川浪和恵様 
ニーナちゃん 

１８歳 

腎臓が弱っているので療法食とサプリメントで頑張ってい
ます。日々の生活にストレスがかからない様にしています。 
 
                            推薦病院 ハヤシ犬猫病院 



田中郁予様 ちびちゃん ２０歳 

2年程前から甲状腺機能亢進症を患い、お薬を服用しています。白内障も出

てきており、普段の生活に支障が出て来ています。それでも病院へ来院さ
れた際には、嫌なことに対しては嫌と言える元気さもあります。まだまだ現役
で頑張ってくれているちびちゃんと、一緒に病院へ通っている田中様を表彰
したく、推薦させていただきました 
 
                                    推薦病院 玉井動物病院 



照井裕美様 ミーちゃん １８歳 

18才になりますが、“長生きの秘訣”は何と言っても“旺盛な食欲”です。
毎朝6時になると、「お腹がすいた～」とニャーニャー鳴いて飼い主を起
こします。まだまだ元気なミーちゃんです。 
 
                            推薦病院 カツラ犬猫病院 



池田睦美様 
のんちゃん 

１６歳 

のんちゃんの愛らしさは、ご家族の心を癒し、生きる力を分け与えてくれま
す。この夏、大病を患いましたが、それを乗り越え、元気に過ごしています。
これからも元気なのんちゃんでいてください。 
 
                          推薦病院 さくら並木動物病院 



中村真樹子様 りんこちゃん２０歳 

飼主さんのお話では、元から丈夫な子なので特別なことは何もしていない
との事です。毎年の健康検査では、軽度の腎不全はあるものの、いたって
元気できれいな白猫ちゃんです。長年の相棒を亡くしてから、少し夜泣きが
増えたそうですが、日々大人しくのんびりと過ごしています。 
 
                              推薦病院 ハーティー動物病院 



牛腸祐子様 サスケちゃん １５歳 
 

廃屋のトイレで僕はお母さんに
拾われた強ウン男！「イイ男だ
ね」と言われると嬉しいけど、顔
に出さないのが猫の掟なのさ。
でも、お母さんの前ではデレデ
レになっちゃう。まだまだ修行だ
な。Byサスケ 
 
                             
推薦病院 八軒動物病院 



島田紀子様 
ステキちゃん 

１５歳 

うちに来たときは生後6ヶ月でペットショップではいわゆる売れ残りのワンコで

した。母がペットショップの端っこのゲージにいたこの子を見つけて「ステキな
ワンコ」と言って、家族となりました。特別なことをしなくてもこんなに長生きし
てくれてありがとう。これからも元気でね。 
 
                                   推薦病院 中馬動物病院 



森田美千代様 ウランちゃん １７歳 

ストレスのない自由な生活を送らせてあげることが長生きの
秘訣です。とってもよく動き、よく吠える、活発なおてんばちゃ
んです。 
 
                                 推薦病院 星川動物病院 



大室洋子様 ララちゃん １７歳 

ほわっほわっの長い毛と太めの
しっぽがチャームポイントです。
昔から持病がありますが、定期
的な受診と薬やサプリをたやさ
ずしっかり続ける飼い主をさん
の努力がすばらしいです。 
 
    推薦病院 星川動物病院 



笠島三枝子様 はなちゃん １７歳 

初めて彼女に会ったのはちょうど1才の頃

でした。活発でいつも診察台では動きが止
まらず、体重を測るにも一苦労でしたね。
小さいころから皮膚が弱くて、でも飼い主さ
んが熱心に食事療法や自宅でのシャン
プー療法に取り組んでくださったおかげで
きれいな皮膚を維持していました。    
最近は目も見えず弱々しくなった彼女です
が、食欲はしっかりあってまだまだやる気
のようです。何が起こるかわからない年齢
ではありますが、一日でも長く穏やかにご
家族と一緒に過ごせますように。 
 
          推薦病院 北野動物病院 



大槻裕一様 リョウガちゃん １７歳 

起立不能になってから約1年半、
自力排尿も出来ず、2～3日毎に

来院されています。若かりしき頃
からおじいちゃんになるまで、病
院スタッフは触ることが出来ない
くらいのやんちゃさんでした。今は
飼い主さんの献身的な介護の元、
おだやかな顔で、幸せな老犬生
活を送っています。今でも時折見
せてくれる気の強さが、長生きの
秘訣でしょうか。 
 
推薦病院 あいの里動物病院 



山田ユキ様 フックちゃん １５歳 

毎年、ワクチンやフィラリアの予防など
ちゃんとしていた。昨年から、椎間板ヘル
ニアの症状が出たり、食欲不振が続き立
てなくなったり、気管虚脱や僧帽弁閉鎖
不全症もあるが、飼主さんが1ヶ月ずつの
目標を持って治療に臨まれ、今では週1
回の皮下輸血を中心にコントロール出来
ている。 
 
      推薦病院 森林公園どうぶつ病院 



田村幸重様 きくちゃん １５歳 

毎年、ワクチンやフィラリアの予防などしっかりしている。外耳炎や皮膚炎
になったりすることが時々あるが、早目に治療に来られているので、比較
的すぐに改善する。最近はやや肝数値が高めだが、サプリメントでうまくコ
ントロールできている。            推薦病院 森林公園どうぶつ病院 



菅野美恵子様 ボニーちゃん １７歳 

生後3ヶ月からずっと診させて頂きまし

た。大きな病気もなく、本当に穏やかな
人生を過ごされていると思います。最
近では肝臓が弱ってきて、歩くのもまま
ならないようですが、食欲もあり本人は
まだまだやる気を見せてくれているの
が嬉しくてなりません。色んなことが
あった中で、ボニーが傍にいてくれたこ
とに感謝ですね。これからもゆっくりと
穏やかに過ごせるようお祈り申し上げ
ます。 
 
         推薦病院 北野動物病院 



笠原裕子様 ちゃまるちゃん １８歳 

生後6ヶ月から当院に通い、5才
の時、尿路疾患のためフードを尿
系の療法食に変更、その後に食
餌性のアレルギー症状のため、
アレルギー食へ変更。その後食
べていたフードも製造中止となり、
やむを得なくフードを変更する。
長生きの秘訣は、嘔吐が出ると
すぐに来院することと、療法食を
食べ続けることではないでしょう
か。 
 
   推薦病院 あいの里動物病院 
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