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■ 高橋 恒彦 先生

■ 平林 節子 看護師
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小笠原動物派遣診療
およそ 20 年前、小笠原にもともとすんでいる生き物た
ちを守るため、島の人たちは力を合わせてネコ対策を始
めました。

【協力企業・団体】
■ ＤＳファーマ アニマルヘルス（株）

それから約 10 年後、集落のネコ対策を強化するため、
■ （株）トップ ブロードケア事業部

（公社）東京都獣医師会のご協力による動物派遣診療が

■ （株）KMY メディカル

■ 日本医療（株）

始まり、内地の獣医師・動物看護士によるペットの健康

■ アコマ医科工業（株）

■ 日本光電東京（株）

診断、飼い方指導などが行われました。

■ 飼い主の会（ＯＰＯの会、２９９の会）

■ 日本全薬工業（株）

■ 木村医科機械（株）

■ ノバルティス アニマルヘルス（株）

■ （株）共同酸器

■ ファイザー（株）

■ （株）キリカン洋行

■ 富士フィルムメディカル（株）

■ 三幸医化学薬品（株）

■ フクダエム・イー工業（株）

■ （公財）自然保護助成基金

■ ムナテックス（株）

派遣診療の開催は 2016 年をもって

■ （公社）東京都獣医師会
■ （NPO）どうぶつたちの病院

■ 森久保薬品（株）

最後を迎えました。

9 年間で、延べ 72 名の派遣団の方々に来島
いただき、小笠原のペットの診療にあたって
いただきました。
そして、このような規模での動物

（50 音順）

そのほか、小笠原・内地にて多くの方々にご協力いただきました。
ありがとうございました。

しかし、小笠原のネコ対策が
終わったわけではありません。
ペット由来の新たな外来種を生み出さない
ための検討も進められています。
2017 年度から運営が始まった動物対処室では、引
詳しくはホームページをご覧下さい。
http://www.ogasawaraneko.jp/

⼩笠原ネコプロジェクト

※ 小笠原ネコに関する連絡会議

き続き、（公社）東京都獣医師会のご協力を得なが

環境省小笠原自然保護官事務所、
（NPO）小笠原自然文化研究所

ら、常駐獣医師とともに、
「人とペットと野生動物が

小笠原総合事務所国有林課・小笠原諸島森林生態系保全センター

共存して暮らせる島づくり」の実現を目指します。

東京都小笠原支庁、小笠原村・小笠原村教育委員会事務局

2017 年 5 月 小笠原ネコに関する連絡会議※

これまでの軌跡
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小笠原村では野生化したネコを捕獲し、

ていたことから、早急な対策を講じる必要があったため、関係
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まりました。小笠原でのネコの飼い方

不妊・去勢手術を施し、再び放すこと（Ｔ
ＮＲ）によりネコの自然減を図る「小笠
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に、飼いネコの不妊去勢手術の施行・
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マイクロチップの装着を進めようとい

の過程を経て、新たな飼い主に譲渡されるようになりました。

うものです。
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について、村民からの理解・協力を得

始まりは母島クラブハウスから
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提供につながり、飼いネコの管理とともに飼
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獣医師による講演会（父島）

が問題とされていましたが、外来種対策が一
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