
子猫の育て方 
目指せ！イクニャンマイスター

～ママ猫のいない子猫の成長を手助けしよう～
保護された子猫の健康状態は

悪いことが多い

• 感染症，外傷 

• 元気食欲の低下 

• 低体温，脱水，低血糖

保護子猫は2週間の隔離期間

• 禁：先住猫との接触，ケージの移動 

• 専用のトイレ，タオル 

• 医学的サポート

衰弱した子猫を保護したら　
まず，暖める

• 低体温の子猫は，吸引反射や胃腸の働きが低下している 

• 暖まってきたら，微温湯を少し口中に垂らして，　　　　
「ゴクン」と嚥下したら少しずつ量を増やす

目指せ！イクニャンマイスター 
子猫の3大徴候

• 低体温 
• 脱水 
• 低血糖

• 新生子猫は低体温になりやすい 

• 暖かいものに自然と引きつけられる 

• 徴候は，嗜眠，脱力，乳を飲まない

直腸温
出生直後 36-37℃
1か月齢 38℃

Little. 2012

目指せ！イクニャンマイスター 
子猫の3大徴候：低体温症



• 出生後2-4週間までは体温調節が未熟 

• 振戦反射は生後2週齢から

目指せ！イクニャンマイスター 
子猫の3大徴候：低体温症

寝床の最適温度は？

寝床の適温の目安

• 0-1週齢：29-32 ℃

• 1-2週齢：26-29 ℃

• 2-3週齢：24-27 ℃

• 3-4週齢：21-24 ℃

湿度：50-60%

• 34℃で消化作用停止 
• 32-34℃で吸飲反射低下 
• 誤嚥性肺炎，下痢

2015.10.16　小太郎　小春

目指せ！イクニャンマイスター 
子猫の3大徴候：低体温症

• 子猫は脱水症をおこしやすい 

• 体内の80%が水分で脱水の影響が大 

• 角質層が薄い，体表面積が大きい，新陳代謝が高い，脂
肪が少ない

目指せ！イクニャンマイスター 
子猫の3大徴候：脱水症

• 乳酸リンゲル液の皮下補液 

• 1.0 ml / 体重30 g 

• 糖液の皮下点滴は浸透圧作用で脱水悪化

暖めた

目指せ！イクニャンマイスター 
子猫の3大徴候：脱水症



• 新生子猫は低血糖になりやすい 

• 肝臓のエネルギー貯蔵が少ない 

• 乳を飲むことで，血糖値を維持

目指せ！イクニャンマイスター 
子猫の3大徴候：低血糖症

• 嘔吐，下痢，低体温，敗血症，低栄養 

• 50mg/dl以下では，嗜眠，脱力，発作

2日齢 1週齢 2週齢 4週齢 8週齢 
Glu(mg/dl) 75-154 105-145 107-158 117-152 94-143

Levy. 2006

目指せ！イクニャンマイスター 
子猫の3大徴候：低血糖症

• 5-10%糖液：0.25-0.5 ml 経口/ 体重100 g  

• リフィーディング症候群に注意

目指せ！イクニャンマイスター 
子猫の3大徴候：低血糖症

リフィーディング症候群 

• 飢餓の子猫に，ブドウ糖や大量の食事を与えると， 

• インスリンが急に分泌され， 

• 血糖，カリウム，リンが低下する．

•低血糖は，脱力，痙攣 

•低カリウム血症は，筋力低下，不整脈 

•低リン血症は，筋力低下，痙攣，溶血



ためになる子猫学4　　　 
グッタリしている子猫の対応法：初日(4/27 19:05)

補水液を3ml：少しずつ飲む

もーちゃん　オス　7日齢

ためになる子猫学4　　　 
グッタリしている子猫の対応法：初日(4/27 19:09)

ぐったりして飲み込めない 
のけぞる，脱力発作

もーちゃん　オス　7日齢

ためになる子猫学4　　　 
グッタリしている子猫の対応法：初日(4/27 19:13)

• 眼，鼻，耳 

• 口腔内，歯 

• 皮膚と被毛 

• オス，メス 

• 肛門，陰部 

• 検便 

• 歩行，関節

子猫のボディチェック

子猫の正常な生理
体重：出生時 90-110g

直腸温：出生直後 36-37℃

直腸温：1か月齢 38℃

心拍数：2週齢 220-260拍/分

呼吸数：出生直後 10-18回/分

呼吸数：1週齢 15-35回/分

尿：比重 <1.020

尿量 2.5ml/体重100g/日

飲水 13-22ml /体重100g/日

カロリー要求量 15-25kca/ME/体重100g/日

胃の容量 4-5ml/体重100g

Little SE 2012から引用・改変
子猫の週齢判定のポイント

へその緒が脱落 5日齢
まぶたが開く 7-10 日齢
外耳道が開く 9日齢
前肢の遊泳歩行 7-14日齢

前後肢のヨチヨチ歩行 14-21日齢
自力で排尿排便 3週齢

成猫の眼の色に変化 4-6 週齢
正常な視覚 4 週齢



子猫のボディチェック

• 眼：7日齢で開眼．涙，目ヤニ 

• 鼻：鼻汁，鼻閉，くしゃみ 

• 耳：7-10日齢で耳道が開口．
炎症，耳ダニ

子猫のボディチェック

• 口の中：舌，歯肉，軟口蓋，炎症，潰瘍 

• 乳歯：2-3週齢：前歯と犬歯の萌出 

• 　　　3-4週齢：犬歯が牙に生長 

• 　　　4-5週齢：前臼歯の萌出

子猫のボディチェック 
口腔内

カリシウイルス感染症

よう2016.4.22

手指はこすり洗いをする

よう2016.4.22

手のひらだけ❌

よう2016.4.21

次亜塩素酸ナトリウムで消毒
50倍　
1時間

手指：500倍，器具，ケージ，タオル：250倍 
パルボウイルス：50倍で1時間



次亜塩素酸Naの用途別濃度

表1

用途 濃度 5%液希釈法 10%液希釈法 備考

手指・皮膚 0.01-0.05% 100-500倍 200-1000倍 禁：粘膜

医療器具 0.02-0.05% 100-250倍 200-500倍 1分以上浸漬

ケージ・環境 0.02-0.05% 100-250倍 200-500倍 1分以上浸漬

食器・タオル 0.02% 250倍 500倍 5分以上浸漬

パルボウイルス 0.1-0.5% 10-50倍 20-100倍 1時間以上浸漬

手指の消毒

リン酸でpHを酸性にし，有効成分（エタノール）の効果を高めることにより 
ノンエンベロープウイルスを含む幅広いウイルス・細菌に効果あり

子猫の週齢判定のポイント：乳歯で見分ける

•乳犬歯：3-4 週齢

•乳前歯：15日齢

•乳前臼歯：5-6 週齢

子猫のボディチェック 
皮膚と被毛

• 汚れ 

• 脱毛 

• フケ 

• ケガ／出血 

• 寄生虫

子猫のボディチェック 
ノミ感染症 ネコノミは人にも感染する

子猫のボディチェック

ノミが介在する主な病害
瓜実条虫

バルトネラ症（猫ひっかき病）
ノミアレルギー性皮膚炎



子猫のボディチェック　皮膚糸状菌症(M. canis)

Cattery BRANCHE

松永ムギ2013.6.20

子猫のボディチェック　皮膚糸状菌症(M. canis)

子猫のボディチェック 

オスとメスの見分け方
1日齢

Cattery BRANCHE

男の子

女の子女の子

子猫のボディチェック 

オスとメスの見分け方

子猫のボディチェック 
肛門と陰部

• 尿道口 

• 肛門 

• 陰部周囲皮膚のただれ

黒白 2016.3.31

子猫のボディチェック 
肛門と陰部



黒白 2016.4.1

肛門，尿道損傷

1.5か月齢　オス　茶トラ長毛 
良便　元気食欲あり

マカロン

検便

子猫のボディチェック 
検便

良い便でも検便が必要
コクシジウム 回虫卵コクシジウム

マカロン

子猫のボディチェック 
検便

•好適条件下では１年以上感染力を持続 
•虫卵は40℃温水ですぐに死滅 
• 40%ホルマリン，飽和食塩液：8日生存 
•市販塩化アンモニウム：14日生存 
• 10%ホルマリン：1か月生存

子猫と予防医療：腸内寄生虫

回虫の消毒

犬猫の回虫は人に感染する

•熱湯(75℃ 3-5分)，スチームクリーニング 
• 10%アンモニア溶液 
•ゴキブリ，ノミなどの昆虫がオーシストの
ベクター（媒介生物）となる 

•糞をすぐに片付ける(6-8時間で胞子形成)

子猫と予防医療：腸内寄生虫

コクシジウムの消毒
子猫のボディチェック 

歩行と関節

• 歩行 

• 関節の動き 

• 四肢の長さ 

• 足先の向き



皮膚病と過伸展おしり吸い

隔離

子猫のボディチェック 
歩行と関節

Cattery BRANCHE

目指せ！イクニャンマイスター 
子猫の哺乳

わかめ　女の子　3wk

•猫のミルク(温度 35-38℃) 
•子猫の胃の容量：4-5ml/体重100g 
• 1日の必要カロリー：15-25kcal/ME/
体重100g

目指せ！イクニャンマイスター 
人工哺乳の注意点 子猫の体重

• 出生時：85-110 グラム(g)

• 1-2週齢：150-250 g

• 2-3週齢：200-350 g

• 3-4週齢：300-450 g

• 4-5週齢：400-550 g

• 1日10-15 gずつ成長する

小町　しし丸　4-5週齢

目指せ！イクニャンマイスター   
人工哺乳：兄弟でも成長は違う

キジ白：牙(++),奥(++) キジ：牙(++),奥(+)

茶白：牙(+),奥(+) 茶：牙(+),奥(-)



ミルクを上手に吸う 
→もう少しミルクをメインに

BW300g BW280g

目指せ！イクニャンマイスター   
人工哺乳：兄弟でも成長は違う

乳首をかじってミルクを吸えない 
→離乳食にする

BW300g BW320g

離乳の時期は子猫が決める

目指せ！イクニャンマイスター   
人工哺乳：兄弟でも成長は違う

子猫の体重は毎日測定する
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こむぎ♂ かのこ♀ きなこ♀

離乳食

かのこ
下痢

体重／グラム

かのこ　女の子　5週齢

缶詰とミルクでお団子にしてあげる

目指せ！イクニャンマイスター  
離乳にチャレンジ

哺乳直後のウンチをチェック

離乳２日目 
軟便

離乳３日目 
下痢，出血

かのこ　♀ 
5週齢 離乳期に下痢しやすいの

はなぜだろう？

•消化不良



消化は複雑で高度な生理機能

• 消化液の分泌 
• 栄養を吸収 
• 腸の蠕動 
• 腸内細菌

自力で排尿排便できるのは3週齢から
モデル：文太♂，カリン♀

目指せ！イクニャンマイスター 

排尿排便をさせる

•母猫は子猫の陰部を舐めて排尿排便 
•濡らしたコットンで子猫の陰部を軽く
パタパタ刺激 

•排便:離乳前は数日に1回/離乳後は毎日

目指せ！イクニャンマイスター 

排尿排便について

ドライフードで便秘しやすくなる

目指せ！イクニャンマイスター 

排尿排便をさせる

目指せ！イクニャンマイスター 
子猫がトイレを失敗したら？

•必ずできるようになる! •トイレの問題（清潔，形，数） 
•砂の問題（材質，大きさ，匂い） 
•環境の問題（レイアウト，場所，距離）

目指せ！イクニャンマイスター 
子猫がトイレを失敗したら？



トイレトレーニング
目指せ！イクニャンマイスター

部屋が狭い

トイレトレーニング
目指せ！イクニャンマイスター

食事は別部屋

トイレトレーニング
目指せ！イクニャンマイスター

場所が大事 目指せ！イクニャンマイスター 
猫が好むトイレ

大きなトイレ 
(Norma 2014)

Norma 2014 カナダ　アトランティック獣医科大学

ある日，子猫がやって来た！ 
猫砂の売れ筋ランキング

yahoo.com 2018.8.29現在

猫は
どれが好き？

• 粒子が細かくて固まるタイプを好む (Borchelt 1991) 

• 固まる砂　＞　シリカゲル (Neilson 2001) 

• 匂いはない方が良い (Cottam 2007)

ある日，子猫がやって来た！ 
猫が好む猫砂

ベントナイト：天然のコロイド含水ケイ酸アル
ミニウムで，無機高分子の親水性粘土鉱物



猫砂のシリカゲルって何？

• 二酸化ケイ素を多孔質構造になるように生成した無機物 

• 毒性なし 

• 塩化コバルト(CoCl2)：吸湿すると青→ピンク

発がん性

• 正常：透明で薄い黄色，弱い匂い 

• 尿比重：1.020以下 

• 膀胱炎：頻尿，強い匂い，赤色，濃黄色

目指せ！イクニャンマイスター 
子猫がトイレを失敗したら？

•仙尾部外傷（しっぽ引っ張り外傷） 
•原因：尾を引っ張る，ドアに挟む，事故 
•症状：尾痛，下垂，排便尿障害

目指せ！イクニャンマイスター 
子猫がトイレを失敗したら？

目指せ！イクニャンマイスター 
エテが好むトイレ
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目指せ！イクニャンマイスター 
エテが好むトイレ

子猫の育て方 
目指せ！イクニャンマイスター

～ママ猫のいない子猫の成長を手助けしよう～

まとめ

•子猫を保護したら暖める 
•子猫のボディチェック 
•子猫のトイレトレーニング


