
1-TDC® (ワンティーディーシー）
健康な歯茎・歯肉を支える！犬猫用栄養補助食品

1-TDC®は、犬猫用の歯茎・歯肉サポートサプリです。有用な
成分1-テトラデカノール複合体を含んでいます。これにより、
歯茎・歯肉の機能を健康的に維持、サポートします。

画期的な働きで犬猫の口内の健康をサポート！
さらに関節、皮膚の健康もサポート！

30
カプセル入

1-TDCの与え方はとても簡単です！
犬に1-TDCを与える

カプセルの中身を気になる部位の歯肉に
直接絞り出すように塗布します。

カプセルの中身を口内の両側に
半分ずつ押し出します。

猫に1-TDCを与える



・人には使用できません。

使用上の注意

※22kg 以上には 1日 4カプセル。体重に応じて量を調整してください。

給与目安

11kg未満 1日 1カプセルを30日間。30日経過後は1カプセルを2日に1回。

1日 2カプセルを30日間。30日経過後は1カプセルを1日に1回。11kg以上

内容成分

◆原材料（有用な成分）

◆原材料（非活性成分）

1- テトラデカノール複合体
（ステアリン酸、オレイン酸、パルミチン酸、パルミトレイン酸、ミリスチン酸、ミリストレイン酸、ラウリン酸、
デカン酸）

ダイズ油、ゼラチン、グリセリン、イナゴマメ、精製水、魚油

お問い合わせ先：アニマート事務局
TEL 050-5490-2708　Email support@zpeer.info

アニマートをご活用いただくと、
貴院に在庫を持つことなく
ご紹介頂くだけで

飼い主様へのご提供が可能です。

特約店：株式会社サン・ダイコー /小田島商事株式会社 /株式会社ファイネス /北垣薬品株式会社

アニマート　動物病院 検索
https://animato.pet/hspURL

ご注文は以下の特約店もしくはアニマートへ

2．

給与方法

1．カプセルをハサミ等で開ける（指でひねって開けることもできます）

※関節サポートの目的で使用する場合はカプセルを開けずにそのまま与えることも可能です。

猫：口内へ直接絞り出す、カプセルから直接中身を舐めさせる、中身をお皿に出して舐めさせる等の方法で
　　与えてください。

犬：歯茎にカプセルの中身を絞り出すように塗布してください。







１-テトラデカノール複合体の歯肉口内炎症例における使用効果
鹿児島大学共同獣医学部附属動物病院　高橋 香

猫の慢性歯肉口内炎（FCGS）は、重度の疼痛により食欲不振、体
重減少を引き起こす猫の口腔内炎症性疾患の１つである。口腔内
のウィルスや微生物に対する過剰な炎症反応と考えられている
が、明らかな単一の原因が特定されておらず、治療に対する反応
性がときに芳しくないこともあり、獣医師にとっては悩ましい疾患
の１つである。
現在のところ、歯肉口内炎の完治を目指すには、全臼歯抜歯や全
顎抜歯などの積極的な外科的介入が必要と考えられているが、
高齢であったり全身状態の悪化があったりすることで、麻酔下で

の処置が困難であることも多い。このような場合、ステロイドや抗
菌薬などによる内科的治療が選択されるが、より副作用の少ない
サプリメントなどで症状がコントロールでき、内服薬の投薬量や
頻度を抑えられるのであればそれが望ましい。今回、猫の歯周病
に効果が認められると報告されている1-テトラデカノール複合体
を、抜歯の実施が困難であったり、抜歯を行ったが炎症・疼痛が
残る歯肉口内炎の猫６頭に使用し、その効果を評価したので紹介
させていただく。

1-テトラデカノール複合体 1cap SID 口腔内投与(単独・もしくは食事と一緒に) 4週間。
その他の内服薬については、評価期間中も継続した。

表中の４項目（食欲・活動性・グルーミング・普段の様子）について、飼い主に投与前・投与２週後・投与４
週後の計３回評価してもらい、その合計を疼痛スコアとした。

症例 年齢 性別 品種 体重(kg) 口内炎歴(年) 実施済の治療 現在の投薬 FIV/FeLV

A 9 去勢雄 JDC 5.4 2 全臼歯抜歯 なし -/-

B 6 去勢雄 JDC 4.9 0.5 なし Pre +/-

C 10 去勢雄 JDC 3.8 2 全臼歯抜歯 Pre・アジスロマイシン +/-

D 4 雄 JDC 7.7 不明 全臼歯抜歯 なし +/-

E 7 去勢雄 JDC 4.1 0.75 全臼歯抜歯 Pre +/+

F 8 避妊雌 JDC 4.8 1.5 全臼歯抜歯 なし +/-

※Preはプレドニゾロン 1.25～2.5mg/head EOD～３日に１回

はじめに

症例の概要

投与内容・期間

効果の評価法

飼い主による疼痛評価

口腔内の肉眼的評価・SAA(μg/ml）測定。炎症評価は投与前と投与４週後に実施した。炎症評価

食
欲

０ 通常通り

1 ドライもウェットフードも食べるが通常より量は少ない

2 ウェットフードのみたべる・ドライは食べない

3 ペースト状フードのみ食べる・もしくは手からしか食べない

活
動
性

０ 通常通り（よく遊び活動的）

1 時々遊ぶが頻繁ではない

2 活動性が低い（飼い主や同居動物が誘うとたまに遊ぶ)

3 ほとんど寝ており、飼い主や同居動物に興味を示さない

グ
ル
ー
ミ
ン
グ

普
段
の
様
子

０ 通常通り

1 過剰にグルーミングする

2 たまにグルーミングするが発症前ほどではない

3 グルーミングしない

０ 快適

1 時々痛そう

2 頻繁に痛そう

3 痛みが激しい

まとめと考察

歯肉口内炎の猫６症例において1-テトラデカノール複合
体を使用し、疼痛と口腔粘膜病変、SAAについて評価し
た。
６症例中、投与前の疼痛スコアの高い３症例（C,E,F）で、
1-テトラデカノール複合体投与により著明な疼痛の改善
を認めた。
一方、疼痛が顕著でない症例（A,B,D）では、疼痛スコアの
変化はほとんど認められなかった。1-テトラデカノール複
合体の使用中に疼痛や粘膜病変の悪化が認められた症例
は存在しなかった。

粘膜病変については、疼痛スコアよりも反応が鈍かった
が、臨床症状の改善が認められた症例C、Eでは、粘膜の
発赤の改善が認められ、とくに口腔尾側粘膜よりも吻側の
粘膜（主に上顎犬歯部歯肉粘膜）で顕著であった。
SAAについては、症例Eで症状の改善とSAAの相関が認
められたが、症例B,Cにおいては、歯肉口内炎の臨床症状
と疼痛スコアが低下しているにも関わらずSAAには変化
がなかったり（症例C）、逆に歯肉口内炎の症状に変化が
ないが、SAAのみ劇的に低下したりするなど（症例B）、臨
床症状とSAAは必ずしも相関しなかった。
このことから歯肉口内炎の程度をSAAで評価するのは困
難であると考えられた。

1-テトラデカノール複合体はエステル化脂肪酸と不飽和
脂肪酸による抗炎症作用により症状を緩和すると考えら
れており、SAAが劇的に低下した症例は、歯肉口内炎以
外の全身性の炎症性疾患が存在し、今回は口腔内投与で
あったため全身投与となり、歯肉口内炎以外の炎症性疾
患に対し1-テトラデカノール複合体の抗炎症作用が功を
奏した可能性が考えられる。

1-テトラデカノール複合体の投与法に関しては、炎症部の
粘膜への塗布が理想的である。そのため今回はソフトカプ
セルをねじり切り、中のペーストを押し出して口腔内に投
与した。
いずれの症例も最初は自ら舐めるなどある程度許容的で

あったが、投与が続くと嫌がるようになったとのことであっ
た。
そのため、継続投与を行う場合は、嗜好性の高いペースト
状のご飯やおやつにまぜるなどの工夫が必要になってくる
と考えられる。

また歯肉口内炎は疼痛が重度な症例も多く、投与法にも
工夫が必要となる。
自力採食が困難なほど痛みが強い場合は、ステロイドなど
を非経口で投与し、自力採食ができる程度に疼痛を緩和
してから1-テトラデカノール複合体の投与を開始するの
が良いかもしれない。

懸念される点として、６症例中３症例で投与中止後1ヶ月
ほど経過した時点で、症状の再燃もしくは投与前よりもよ
り悪化した歯肉口内炎症状が認められた。
再燃した場合、1-テトラデカノール複合体の投与を再開し
ても最初の投与のような効果は得づらく、ステロイドなど
を用いてもコントロールが難しくなった症例も存在した。
このリバウンドのような症状が、1-テトラデカノール複合
体の投与に関連するものなのか、単なる病状の悪化なの
かは現時点ではわからないが、今後の使用症例において
も慎重に評価していく必要があると考える。

以上のように、今後検討が必要な点も存在するが、1-テト
ラデカノール複合体の使用により概ね歯肉口内炎症状は
改善した。
そしてその効果は疼痛スコアが高い症例ほど顕著であっ
た。
逆に歯肉粘膜の発赤のみで、疼痛をあまり認めない症例
については、効果が限定的であり、リバウンド症状などの
可能性も考えると、投与を控えた方がよいかもしれない。
今後、使用症例のさらなる蓄積が必要であるが、外科的処
置が困難な歯肉口内炎症例や、抜歯後に疼痛が残る歯肉
口内炎症例に対して、1-テトラデカノール複合体は１つの
有力な治療選択肢になりえると考えられた。



結果

炎症評価

疼痛評価

F

症例A～Fにおいて、1-テトラデカノール複合体投与中に疼痛スコアが悪化した症例は存在しなかった。投与前の疼痛スコアが高い３症
例は1-テトラデカノール複合体投与により疼痛スコアが顕著に低下し、投与前に疼痛スコアが低い３症例（実際の臨床症状も軽度な３
症例）は1-テトラデカノール複合体を投与しても、ほとんど変化は認められなかった。
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症例 B

1-テトラデカノール複合体投与中は疼痛スコアや粘膜の発赤にも
変化は見られなかったが、投与中止1ヶ月後に疼痛スコアが12ま
で悪化し、全顎抜歯を選択した。SAAは半減したが、依然として高
値であった。

飼い主が抜歯を希望せず、プレドニゾロン0.5mg/kg３日に１回
で維持。

疼痛スコア３ SAA:128
投与前

疼痛スコア３ SAA:65
4 週後

症例 A

粘膜の発赤は投与前後でほとんど変わらず、疼痛スコアも低値で
維持された。AA は低下した。

全臼歯抜歯後、症状は改善したが発赤が残る症例。

疼痛スコア２ SAA:10.82
投与前

疼痛スコア２ SAA:1.43
4 週後

症例 E

1-テトラデカノール複合体投与により著
明に臨床症状、粘膜発赤の改善が認め
られ、プレドニゾロン投与も必要なく
なった。症状に相関しSAAも劇的に低
下した。
しかし1-テトラデカノール複合体投与中
止1ヶ月後から症状が悪化し、プレドニ
ゾロンにも反応せず、全身状態の悪化が
認められた。

過去に全顎抜歯を実施したが、疼痛が残る症例。プレドニゾロン 0.3mg/kg EOD で維持。FIV /FeLV いずれも陽性で、初診時に拡張
相肥大型心筋症、心嚢水貯留、血小板減少など歯肉口内炎と直接的には関連しない全身症状が認められた。

疼痛スコア９ SAA:148
投与前

疼痛スコア０ SAA:9.33
4 週後

症例 C
全臼歯・上顎犬切歯抜歯により症状は改善したが、疼痛の残る症例。プレドニゾロン 0.7mg/kg EOD + アジスロマイシンで維持。

疼痛スコア９ SAA:2.5
投与前

疼痛スコア４ SAA:2.5
4 週後 1-テトラデカノール複合体投与により、

疼痛スコア、粘膜の発赤が著明に改善、
臨床症状も良化し、ステロイドの使用頻
度・用量を低減できた。SAAには変化は
なかった。
しかし1-テトラデカノール複合体投与中
止1ヶ月後に疼痛が悪化し、1-テトラデ
カノール複合体を再開したが初回時ほど
の効果は得られなかった。

症例 D

1-テトラデカノール複合体投与前後で疼痛スコアに変化はなく、
発赤、肉芽の増殖程度にもほとんど変化は認められなかった。SAA
も変化なし。

もともと疼痛はほとんど無く、口腔尾側粘膜の肉芽組織の増殖が
顕著な症例。全臼歯抜歯後に肉芽組織の際増殖が認められ 1-
テトラデカノール複合体投与。

疼痛スコア２ SAA:2.5
投与前

疼痛スコア２ SAA:2.6
4 週後

SAA の推移
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症例 F

1-テトラデカノール複合体投与により、臨床症状、疼痛スコアは著
明に改善した（6→１）。粘膜の発赤に明らかな変化は認められな
かった。SAAは軽度に低下した。

全臼歯抜歯により症状は改善したが、疼痛が残る症例。

疼痛スコア６ SAA:4.22
投与前

疼痛スコア１ SAA:3.48
4 週後
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症例A～Fにおいて、1-テトラデカノール複合体投与中に疼痛スコアが悪化した症例は存在しなかった。投与前の疼痛スコアが高い３症
例は1-テトラデカノール複合体投与により疼痛スコアが顕著に低下し、投与前に疼痛スコアが低い３症例（実際の臨床症状も軽度な３
症例）は1-テトラデカノール複合体を投与しても、ほとんど変化は認められなかった。
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症例 B

1-テトラデカノール複合体投与中は疼痛スコアや粘膜の発赤にも
変化は見られなかったが、投与中止1ヶ月後に疼痛スコアが12ま
で悪化し、全顎抜歯を選択した。SAAは半減したが、依然として高
値であった。

飼い主が抜歯を希望せず、プレドニゾロン0.5mg/kg３日に１回
で維持。

疼痛スコア３ SAA:128
投与前

疼痛スコア３ SAA:65
4 週後

症例 A

粘膜の発赤は投与前後でほとんど変わらず、疼痛スコアも低値で
維持された。AA は低下した。

全臼歯抜歯後、症状は改善したが発赤が残る症例。

疼痛スコア２ SAA:10.82
投与前

疼痛スコア２ SAA:1.43
4 週後

症例 E

1-テトラデカノール複合体投与により著
明に臨床症状、粘膜発赤の改善が認め
られ、プレドニゾロン投与も必要なく
なった。症状に相関しSAAも劇的に低
下した。
しかし1-テトラデカノール複合体投与中
止1ヶ月後から症状が悪化し、プレドニ
ゾロンにも反応せず、全身状態の悪化が
認められた。

過去に全顎抜歯を実施したが、疼痛が残る症例。プレドニゾロン 0.3mg/kg EOD で維持。FIV /FeLV いずれも陽性で、初診時に拡張
相肥大型心筋症、心嚢水貯留、血小板減少など歯肉口内炎と直接的には関連しない全身症状が認められた。

疼痛スコア９ SAA:148
投与前

疼痛スコア０ SAA:9.33
4 週後

症例 C
全臼歯・上顎犬切歯抜歯により症状は改善したが、疼痛の残る症例。プレドニゾロン 0.7mg/kg EOD + アジスロマイシンで維持。

疼痛スコア９ SAA:2.5
投与前

疼痛スコア４ SAA:2.5
4 週後 1-テトラデカノール複合体投与により、

疼痛スコア、粘膜の発赤が著明に改善、
臨床症状も良化し、ステロイドの使用頻
度・用量を低減できた。SAAには変化は
なかった。
しかし1-テトラデカノール複合体投与中
止1ヶ月後に疼痛が悪化し、1-テトラデ
カノール複合体を再開したが初回時ほど
の効果は得られなかった。

症例 D

1-テトラデカノール複合体投与前後で疼痛スコアに変化はなく、
発赤、肉芽の増殖程度にもほとんど変化は認められなかった。SAA
も変化なし。

もともと疼痛はほとんど無く、口腔尾側粘膜の肉芽組織の増殖が
顕著な症例。全臼歯抜歯後に肉芽組織の際増殖が認められ 1-
テトラデカノール複合体投与。

疼痛スコア２ SAA:2.5
投与前

疼痛スコア２ SAA:2.6
4 週後

SAA の推移
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症例 F

1-テトラデカノール複合体投与により、臨床症状、疼痛スコアは著
明に改善した（6→１）。粘膜の発赤に明らかな変化は認められな
かった。SAAは軽度に低下した。

全臼歯抜歯により症状は改善したが、疼痛が残る症例。

疼痛スコア６ SAA:4.22
投与前

疼痛スコア１ SAA:3.48
4 週後



１-テトラデカノール複合体の歯肉口内炎症例における使用効果
鹿児島大学共同獣医学部附属動物病院　高橋 香

猫の慢性歯肉口内炎（FCGS）は、重度の疼痛により食欲不振、体
重減少を引き起こす猫の口腔内炎症性疾患の１つである。口腔内
のウィルスや微生物に対する過剰な炎症反応と考えられている
が、明らかな単一の原因が特定されておらず、治療に対する反応
性がときに芳しくないこともあり、獣医師にとっては悩ましい疾患
の１つである。
現在のところ、歯肉口内炎の完治を目指すには、全臼歯抜歯や全
顎抜歯などの積極的な外科的介入が必要と考えられているが、
高齢であったり全身状態の悪化があったりすることで、麻酔下で

の処置が困難であることも多い。このような場合、ステロイドや抗
菌薬などによる内科的治療が選択されるが、より副作用の少ない
サプリメントなどで症状がコントロールでき、内服薬の投薬量や
頻度を抑えられるのであればそれが望ましい。今回、猫の歯周病
に効果が認められると報告されている1-テトラデカノール複合体
を、抜歯の実施が困難であったり、抜歯を行ったが炎症・疼痛が
残る歯肉口内炎の猫６頭に使用し、その効果を評価したので紹介
させていただく。

1-テトラデカノール複合体 1cap SID 口腔内投与(単独・もしくは食事と一緒に) 4週間。
その他の内服薬については、評価期間中も継続した。

表中の４項目（食欲・活動性・グルーミング・普段の様子）について、飼い主に投与前・投与２週後・投与４
週後の計３回評価してもらい、その合計を疼痛スコアとした。

症例 年齢 性別 品種 体重(kg) 口内炎歴(年) 実施済の治療 現在の投薬 FIV/FeLV

A 9 去勢雄 JDC 5.4 2 全臼歯抜歯 なし -/-

B 6 去勢雄 JDC 4.9 0.5 なし Pre +/-

C 10 去勢雄 JDC 3.8 2 全臼歯抜歯 Pre・アジスロマイシン +/-

D 4 雄 JDC 7.7 不明 全臼歯抜歯 なし +/-

E 7 去勢雄 JDC 4.1 0.75 全臼歯抜歯 Pre +/+

F 8 避妊雌 JDC 4.8 1.5 全臼歯抜歯 なし +/-

※Preはプレドニゾロン 1.25～2.5mg/head EOD～３日に１回

はじめに

症例の概要

投与内容・期間

効果の評価法

飼い主による疼痛評価

口腔内の肉眼的評価・SAA(μg/ml）測定。炎症評価は投与前と投与４週後に実施した。炎症評価

食
欲

０ 通常通り

1 ドライもウェットフードも食べるが通常より量は少ない

2 ウェットフードのみたべる・ドライは食べない

3 ペースト状フードのみ食べる・もしくは手からしか食べない

活
動
性

０ 通常通り（よく遊び活動的）

1 時々遊ぶが頻繁ではない

2 活動性が低い（飼い主や同居動物が誘うとたまに遊ぶ)

3 ほとんど寝ており、飼い主や同居動物に興味を示さない

グ
ル
ー
ミ
ン
グ

普
段
の
様
子

０ 通常通り

1 過剰にグルーミングする

2 たまにグルーミングするが発症前ほどではない

3 グルーミングしない

０ 快適

1 時々痛そう

2 頻繁に痛そう

3 痛みが激しい

まとめと考察

歯肉口内炎の猫６症例において1-テトラデカノール複合
体を使用し、疼痛と口腔粘膜病変、SAAについて評価し
た。
６症例中、投与前の疼痛スコアの高い３症例（C,E,F）で、
1-テトラデカノール複合体投与により著明な疼痛の改善
を認めた。
一方、疼痛が顕著でない症例（A,B,D）では、疼痛スコアの
変化はほとんど認められなかった。1-テトラデカノール複
合体の使用中に疼痛や粘膜病変の悪化が認められた症例
は存在しなかった。

粘膜病変については、疼痛スコアよりも反応が鈍かった
が、臨床症状の改善が認められた症例C、Eでは、粘膜の
発赤の改善が認められ、とくに口腔尾側粘膜よりも吻側の
粘膜（主に上顎犬歯部歯肉粘膜）で顕著であった。
SAAについては、症例Eで症状の改善とSAAの相関が認
められたが、症例B,Cにおいては、歯肉口内炎の臨床症状
と疼痛スコアが低下しているにも関わらずSAAには変化
がなかったり（症例C）、逆に歯肉口内炎の症状に変化が
ないが、SAAのみ劇的に低下したりするなど（症例B）、臨
床症状とSAAは必ずしも相関しなかった。
このことから歯肉口内炎の程度をSAAで評価するのは困
難であると考えられた。

1-テトラデカノール複合体はエステル化脂肪酸と不飽和
脂肪酸による抗炎症作用により症状を緩和すると考えら
れており、SAAが劇的に低下した症例は、歯肉口内炎以
外の全身性の炎症性疾患が存在し、今回は口腔内投与で
あったため全身投与となり、歯肉口内炎以外の炎症性疾
患に対し1-テトラデカノール複合体の抗炎症作用が功を
奏した可能性が考えられる。

1-テトラデカノール複合体の投与法に関しては、炎症部の
粘膜への塗布が理想的である。そのため今回はソフトカプ
セルをねじり切り、中のペーストを押し出して口腔内に投
与した。
いずれの症例も最初は自ら舐めるなどある程度許容的で

あったが、投与が続くと嫌がるようになったとのことであっ
た。
そのため、継続投与を行う場合は、嗜好性の高いペースト
状のご飯やおやつにまぜるなどの工夫が必要になってくる
と考えられる。

また歯肉口内炎は疼痛が重度な症例も多く、投与法にも
工夫が必要となる。
自力採食が困難なほど痛みが強い場合は、ステロイドなど
を非経口で投与し、自力採食ができる程度に疼痛を緩和
してから1-テトラデカノール複合体の投与を開始するの
が良いかもしれない。

懸念される点として、６症例中３症例で投与中止後1ヶ月
ほど経過した時点で、症状の再燃もしくは投与前よりもよ
り悪化した歯肉口内炎症状が認められた。
再燃した場合、1-テトラデカノール複合体の投与を再開し
ても最初の投与のような効果は得づらく、ステロイドなど
を用いてもコントロールが難しくなった症例も存在した。
このリバウンドのような症状が、1-テトラデカノール複合
体の投与に関連するものなのか、単なる病状の悪化なの
かは現時点ではわからないが、今後の使用症例において
も慎重に評価していく必要があると考える。

以上のように、今後検討が必要な点も存在するが、1-テト
ラデカノール複合体の使用により概ね歯肉口内炎症状は
改善した。
そしてその効果は疼痛スコアが高い症例ほど顕著であっ
た。
逆に歯肉粘膜の発赤のみで、疼痛をあまり認めない症例
については、効果が限定的であり、リバウンド症状などの
可能性も考えると、投与を控えた方がよいかもしれない。
今後、使用症例のさらなる蓄積が必要であるが、外科的処
置が困難な歯肉口内炎症例や、抜歯後に疼痛が残る歯肉
口内炎症例に対して、1-テトラデカノール複合体は１つの
有力な治療選択肢になりえると考えられた。



猫の尾側口内炎に対する
1-テトラデカノール複合体の投与症例報告

本疾患に対する治療法は、スケーリングや抗生物質、免疫抑制
剤の投与などがあげられているが、いずれも完治が難しく、現
在のところ、全臼歯あるいは全顎抜歯がもっとも効果的とされ
ている。ほとんどの症例において、外科的抜歯が適応される
が、獣医師の技術的問題や猫への身体的負担、飼い主の経済的

負担などの問題がある。このようなことから、著者は、猫の尾
側口内炎の治療に対して、内科的治療、外科的治療に次ぐ、第
3の治療法を模索していた。そのような中、1-テトラデカノー
ル複合体を猫の歯肉粘膜に塗布して尾側口内炎への効果を検討
した結果、良好な結果が得られたため、1-テトラデカノール複
合体の紹介とともに、その投与結果を報告する。

犬と猫の関節炎や歯周炎のサプリメントである1- テトラデカノール複合体を猫
の尾側口内炎に塗布した結果、12 例中 10 例で、流延減少、食欲・体重増加、
ドライフード摂食可能などの口腔内疼痛緩和作用を示した。また、本疾患によ
り全臼歯抜歯を行ったが、効果がなかった症例に対しても、効果がみられた。 
1- テトラデカノール複合体は、猫の尾側口内炎に対して、単独または全臼歯抜
歯と併用して積極的に用いるべきである。

 猫の尾側口内炎は、猫にみられる歯肉・口腔粘膜の慢性炎症性
疾患である。原因としては、細菌やウイルス、免疫反応など複
数の要因が関わっていると考えられているが不明な点が多い。
症状として、激しい疼痛に由来した流涎、採食困難(食べ物を
落とす、ドライフードの拒否)、嚥下困難、食欲低下、体重減
少、開口拒絶や口臭、口腔内出血などがみられ、口腔内には歯
肉(図1)、口腔後部(尾側)粘膜(図2)、咽頭、舌に発赤、腫脹、
潰瘍があり、口腔後部を中心とした肉芽組織の増殖も確認され
る(図2)。

はじめに

1-テトラデカノール複合体のカプセルのツマミ部分を捻じって
中のジェル状の1-テトラデカノール複合体を指の上に絞り出し
(図4)、これを歯肉に塗布する(図5)。もし、猫が口腔内の疼痛
で口を開けさせない場合は、鼻の下に1-テトラデカノール複合
体を付け、自らこれを舐めさせることで投与する(図6)。

1- テトラデカノール複合体投与の方法

SUMMARY

鼻の下への1-テトラデカノール
複合体の塗布

図 6猫の歯肉への塗布図 5

アラキドン酸カスケードと1-テトラデカノール複合体図3

上顎臼歯部の歯肉から口腔粘膜に
かけて重度の炎症が認められる

図1 口腔後部粘膜に重度の
潰瘍性増殖性炎症が認められる

図2

1- テトラデカノール複合体について

1-テトラデカノール複合体は
エステル型の脂肪酸複合体で
ある。これは、アラキドン酸
カスケードにおいて産生され
るトロンボキサンA2(血管透
過性亢進や炎症性細胞浸潤に
より炎症や疼痛の増強を行う)
の合成酵素抑制や、受容体の
阻害が主な作用である(図3)。米国では人や動物で広く使用さ
れており、有害な事象の報告はない。著者による猫5頭への1ヵ
月間の連続投与の前後で、血液・生化学的検査に異常は認めら
れなかった。

1-テトラデカノール複合体の
使用方法

図 4
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猫の尾側口内炎に対する
1- テトラデカノール複合体の投与試験

筆者は、1-テトラデカノール複合体の効果の有無が明らかにわ
かる疾患として猫の尾側口内炎をターゲットとし、その効果を
検討した。投与試験の適応症例としては、口腔内の疼痛と思わ
れる明らかな症状がある、あるいは、すでに尾側口内炎と診断
されており、ステロイドを定期的に投与されている、などを対
象とした。数カ所の動物病院の協力を得て、これらの適応症例
に口腔内の処置は何もせず、1-テトラデカノール複合体を投与
した結果、表1に示すとおりとなった。
12症例中、10症例は明らかに効果ありと判定された。また、
効果なしと判定された2症例に関しては、投与期間が8週間に満
たない期間で投与を中止したため、その後に効果ありと判定さ
れる可能性もある。

猫の尾側口内炎の治療方針

まずは通常の歯科治療による口腔内の衛生管理を行い、その
後、歯肉口内炎が良化しなければ、1-テトラデカノール複合体
の塗布を行う。これで良化がみられない場合に全臼歯抜歯を行
うが、これに加え、1-テトラデカノール複合体の塗布を併用す
べきである。また、麻酔をかけられない場合は、まず、1-テト
ラデカノール複合体の塗布を8週間続けることも十分に価値が
あると考えられる。

1-テトラデカノール複合体投与症例の結果表1

症例 9

口腔後部粘膜が発赤、出血し(図9)、ドライフードが食
べられず、プレドニゾロン(1mg/kgSID)を投与されて
いた症例である。1-テトラデカノール複合体を経口投与
して1週間で、口腔後部粘膜の発赤が軽減し、出血はな
くなり(図10)、ドライフード摂食可能となった。また、
プレドニゾロン(0.5mg/kgSID)の減量を行っても食欲
は低下しなかった。

1-テトラデカノール複合体
塗布後の口腔後部粘膜

1-テトラデカノール複合体
塗布前の口腔後部粘膜

図9 図10

症例 10

尾側口内炎のため、1年前に全臼歯抜歯を行ったが効果
がなく(図11)、口腔内の疼痛で大量の流涎がみられたた
め、1-テトラデカノール複合体を6週間経口投与した。
しかしながら、それでも効果がなく、獣医師による1-テ
トラデカノール複合体の歯肉への直接塗布に切り替えた
ところ、流涎はほとんど消失した。図12は、直接塗布1
週間前後の写真で、明らかに流涎が減っていることがわ
かる。

1-テトラデカノール複合体
塗布後1週間の流涎の状態

図12全臼歯抜歯図11

症例 1

口腔内の疼痛によりドライフードが食べられなかった症
例で、塗布前(図7)と塗布1週間後(図8)の口腔内写真を
示した。これらを比べると明らかに歯肉の炎症が軽減し
ているように見受けられる。この症例は、塗布後1週間
で食事の様子が正常に戻り、ドライフードも食べられる
ようになった。そして、計8週間の1-テトラデカノール
複合体塗布後に投与を中止したが、口腔内を痛がるよう
な様子はなく、現在でもドライフードの食事が与えられ
ている。

1-テトラデカノール複合体
塗布後の歯肉

図81-テトラデカノール複合体
塗布前の歯肉

図7

※本コラムは、猫の臨床専門誌[フェーリス]Vol.03に掲載された「猫の難治性
歯肉口内炎に対するエステル型脂肪酸複合体(EFAC)の効果.Felis 3:91-98, 
2013」の内容を改編し、ベットピア「学術コラム」に掲載された記事を短くまとめ
たものです。また、今回紹介する「1-テトラデカノール複合体」は「エステル型脂
肪酸複合体(EFAC)」と同一のものです。全文はベットピアでご確認ください。





















10日後 30日後

長期間続けてご使用いただく事で、よりキレイになっていきます。
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アイリッドラッシュ
目を清潔・キレイに保つ涙やけワイプ

アイリッドラッシュは、人間用目薬メーカーが開発した動物用涙
やけワイプです。ジェル状のワイプで、目の周りの汚れや分泌物
をやさしく拭き取り、保湿します。長期的に使用することで新し
く生える毛を清潔に保ち、綺麗な目元の維持につながります。

30日後

アイリッド
ラッシュの

特長
ヒアルロン酸などの成分が保湿剤としての役割を果たし、
目の周辺を保湿し続けることで、こびりついた頑固な目ヤニをほぐして取れやすくします。
ジェル状の粘度が高い液体を使用しているため、
摩擦で目の周りを傷つけることなく成分を浸透させることができます。

肌に優しいワイプ状なので、取り出してそのままご使用頂けます。

医薬品成分を一切含まない、飼い主様に安心してお勧めいただける製品です。

動物病院専売製品



お問い合わせ先：アニマート事務局
TEL 050-5490-2708　Email support@zpeer.info

アニマートをご活用いただくと、
貴院に在庫を持つことなく
ご紹介頂くだけで

飼い主様へのご提供が可能です。

特約店：森久保薬品株式会社 / 株式会社サン・ダイコー /小田島商事株式会社 /株式会社ファイネス /北垣薬品株式会社

アニマート　動物病院 検索
https://animato.pet/hspURL

ご注文は以下の特約店もしくはアニマートへ

使用方法 1日1回、　各眼に1枚ずつ使用

・顔周りの毛が長い犬・猫には、必要に応じて顔周りの毛をトリミングし涙やけがひどい箇所を取り除いてからの使用が
推奨されています。
・既に変色してしまった涙やけの色を元に戻す事はできません。長期で使用することで新しく生え変わる毛が綺麗に保た
れます。
・新しい毛が涙やけで変色するのを防ぐため、毎日続けてご使用ください。
・ジェル上の成分は洗い流さないでください。成分が目の周りに留まることで保湿効果をもたらし、有効的に働きます。

ワイプを取り出します。 ワイプを目頭あたりにやさし
くあてて毛についた涙あとな
どをふやかします。

分泌物がやわらかくほぐれて
きたら円を描くように拭き取
ります。
＊各眼1枚ずつ使い拭きます。

部位をそのまま保護するため
ジェルは洗い流さないでくだ
さい。

成分
水、ポロキサマー 188、グリセリン、ポリエチレングリコール、ホウ酸ナトリウム、ポリアクリル酸、ヒアルロン酸、
ソルビン酸カリウム、EDTA、クエン酸

安全性について
アイリッドラッシュには有効成分としてポリエチレングリコールが含まれていますが、1 ボトル ( ワイプ 60 枚 ) のポリ
エチレングリコールの総含有量は、体重 2Kgの小型猫や犬の LD50(50%致死量 ) の 8分の 1(1/8) 以下です。
そのため、アイリッドラッシュを目の周りに塗布した後、動物が毛皮や顔の部分を舐めることで摂取する可能性のある
ごく少量の量は、動物に悪影響を及ぼすことはございませんが、安全のため、使用時以外は動物や子供の手の届かない
所に保管してください。
参照：Overview of Ethylene Glycol Toxicity
https://www.merckvetmanual.com/toxicology/ethylene-glycol-toxicity/overview-of-ethylene-glycol-toxicity#v3353322

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4



涙やけに対して
有用性を感じていただけましたか？

Q 眼の周りを綺麗に保つために
使用しやすいですか？

Q

獣医師による製品レビュー アイリッドラッシュ

製品の使用感

獣医師コミュニティサイト「Vetpeer」内にて製品に関する臨床試験を共有する

「Review the One !」にて、本製品を利用している臨床獣医師のみに限定し、

製品についてレビューをいただきました。

n=170

77%が
有用
と回答

1%5% 7% 3%

25%

62% 73%

Q ご使用いただいた感想を教えて下さい。（一部抜粋）n=159

とても有用だと思う 有用だと思う どちらともいえない
あまり有用ではない 有用ではない

とても使用しやすい 使用しやすい どちらともいえない
あまり使用しやすくない 全く使用しやすくない

n=169

88%が
使用しやすい

と回答

しっとり感が半端ないので乾燥した目やにもふきとりやすく、数
日続けて使ったらそれまでとは明らかに違って目やにが付きにく
くなったのを実感しました。

長年悩まれていた毛の変色が初めて改善した

猫でも使いやすい

シートの厚みがあるので使い易い

消臭効果がたかい

思ったより多くの飼い主さんが興味を持ち、買ってもらっている。

1回ごとの使い捨てなので衛生的

目に入れても安全なので紹介しやすい

美容の補助として有効と思われる

かなりきれいになる子が多い印象です

目薬が苦手な子に利用しやすい

使いやすく、高齢の飼い主さんも手軽にできて好評だった

かなりひどい汚れや変色もきれいになる。今までいろいろな方
法で改善しようと試みたがうまくいかなかった子も、臭いと色が
改善していると、喜ばれている

子犬のときから使ってもらうと、変色改善だけでなく、顔を触る
練習にもなって、こちらとしても勧めやすい

ポジティブなご意見

有用だとは思うが、オーナーの手間がかかるため、長期間継続
するの難しく感じる。

ヌルヌルに抵抗がある飼い主がいた

毛に付いたジェルをそのままにしておくのが気になる

おすすめをしてもリピート率が低い気がする

使いやすいが、値段がやや高いのかリピートされない場合もある。

あくまで、デイリーケアとして使用。インフォームする際に、涙や
けが出来なくなるものではないことを説明すべき。

ネガティブなご意見

0%9% 15%



3%

19%

58% 57%

アイリッドラッシュとは？
人間用目薬メーカーが開発した動物用涙やけワイプで、目の周りの汚れや分泌物を

やさしくふき取り、保湿します。長期的に使用することで新しく生える毛を清潔に

保ち、きれいな目元の維持につながります。

お問い合わせはアニマート事務局まで
TEL：050-5490-2708　email：support@zpeer.info

学術担当による考察

涙の産生量や涙が鼻涙管を通じて排出されるどこかの過程が阻害されることで、常に眼の周辺に涙があふれて

しまったり、溢れた涙が周囲の皮膚や被毛に付き赤褐色に変色してしまう悩みを抱えている飼い主さんもいらっ

しゃるかと思います。原疾患を治療することは最重要ですが、どうしても完全に正常に戻らず家でのケアが必

要になることもあるかと思います。

そういった場合には飼い主さんご自身でケアすることになりますが、アイリッドラッシュは保水成分が含まれ

ているためこびりついた眼脂や粘度の高い眼視もほぐして動物に痛みを与えることなく拭き取りやすくなって

います。繰り返し使うことで涙や眼油がつきにくくなり、皮膚や被毛の赤褐色の変化も減ってくるため飼い主

さんの満足度も高くなるでしょう。

福地 可奈（獣医師）
酪農学園大学卒業後、都内動物病院に勤務。

現在は大学にて感染症を専門領域として研究を行なっている。

飼い主様へのご紹介

n=146

64%が
満足
と回答

32%

とても満足されている 満足されている どちらともいえない
あまり満足されていない 全く満足されていない

今後も適切な症例に紹介する 限定的な症例に紹介する

今後使用するかは検討中 もう使わない

積極的な紹介はせず、院内掲示等で興味を持って頂けた
飼い主様にのみご提供する

n=135

71%が
紹介する
と回答

飼い主様には
満足いただけましたか？

Q 今後も継続して飼い主様に
ご紹介いただけますか？

Q

7%
1%3% 6%

14%







アミンアバスト
アミンアバストは犬猫の腎臓の健康と QOL を維持するサプリメ
ントです。独自の製法で作られた有用な成分 AB070597 を含ん
でいます。これにより、腎機能を健康的に維持、サポートします。
＊米国特許取得済み（特許第 9,669,010 号）

あらゆるステージの
犬猫に対して
使用できる！

おいしい
アミノ酸成分が
腎機能をサポート！

長期にわたって
腎機能の健康と
QOLを維持！

健康な腎機能を支える犬猫用栄養補助食品

アミンアバストで腎機能をサポート！

1000mg
中型犬、大型犬用
60カプセル

ライン
ナップ

300mg
猫、小型犬用
60カプセル



・人には使用できません。
・食事と同時に、または食後に投与してください。
・妊娠中、および繁殖を目的として飼育されている動物へ
の安全性は確認されておりません。

使用上の注意

お問い合わせ先：アニマート事務局
TEL 050-5490-2708　Email support@zpeer.info

アニマートをご活用いただくと、
貴院に在庫を持つことなく
ご紹介頂くだけで

飼い主様へのご提供が可能です。

特約店：森久保薬品株式会社 / 株式会社サン・ダイコー /小田島商事株式会社 /株式会社ファイネス /北垣薬品株式会社

アニマート　動物病院 検索
https://animato.pet/hspURL

ご注文は以下の特約店もしくはアニマートへ

給与方法
カプセルの中身の粉末をウェットフード等に混ぜて与えてください。
犬の場合は、カプセルをおやつに包んで与える事も出来ます。
アミンアバストは嗜好性が高く、多くの犬猫は喜んで食べてくれます。

詳しい給与方法は
こちらの動画をチェック

内容成分
◆原材料（有用な成分）

◆原材料（非活性成分）

AB070597
グリシン、 L- アスパラギン酸、 L- グルタミン酸、 L- グルタミン、 L- カルノシン、 L- ヒスチジン、 L- アルギニン

ゼラチン（カプセル）、ステアリン酸マグネシウム、マルトデキストリン、ステアリン酸

＊米国特許取得済み（特許第 9,669,010 号）*

1000mg（中型犬、大型犬用）
与える量の目安：1日 2回
（体重別の 1回の供与量は下表参照）

1カプセル

1.5カプセル

2カプセル

2.5カプセル

9 - 13kg

14 - 18kg

19 - 25kg

26 - 31kg

32 - 36kg

37 - 41kg

42 - 45kg

3カプセル

3.5カプセル

4カプセル

給与目安
300mg（猫、小型犬用）
与える量の目安：1日 2回
（体重別の 1回の供与量は下表参照）

1カプセル4.5kg未満 2カプセル4.5 - 9kg



急性期対応1 気道状態の改善2 吸入剤への移行3 日々の管理4

犬・猫の外気道疾患の管理に置ける吸入剤の使用方法
参考文献: Clinician’s Brief “Managing Feline Asthma & Canine Bronchitis”

・気道の炎症を軽減させ、気道状
    態を安定化する
・経口ステロイドによる10日間の
　治療

・２週間かけて経口ステロイドを
　減薬しながら、吸入剤に移行する
・吸入剤により、全身性の副作用
    なく、症状を管理できる

・日々の管理を継続し、炎症を抑
    え、発作を予防する
・発作時には飼い主が自身で気管
　 支拡張薬を吸入投与する

・即座に気道を拡張させ、呼吸を
    確保
・ステロイドの注射に加え、気管
    支拡張薬(吸入または注射)を投与

・自宅で安定状態にもっていけない場
　合、必ず動物病院で処置を行う

・吸入ステロイド薬の効果が出始める
　までに 2週間程かかる場合がある

・飼育環境の確認、改善を行う
・経口ステロイドによる副作用は一時
　的なものである事を飼い主に理解し
　てもらう
・急性期対応時に吸入剤を使用してい
　た場合は、吸入剤の使用も継続可

・サルブタモールは緊急時に使うもの
　であり、単剤での管理には用いない
・犬の気管支炎に対するエビデンスに
　乏しいため、気管支拡張薬は犬には
　用いない

デキサメタゾン

デキサメタゾン

プレドニゾン

プレドニゾロン

フルチカゾン
+サルメテロール

フルチカゾン
+サルメテロール

フルチカゾン0.1-0.5 mg/kg IM or IV

0.01 mg/kg IM or SC

4-5時間の間、
30 分おきに1-2パフ

24時間おきに
1.0-2.0mg/kg

12時間おきに
1パフ 110µg

12時間おきに
1パフ 220µg

(猫のみ)必要な
ときに、1-2パフ

12時間おきに
1パフ 110µg

12時間おきに
1パフ 220µg

12時間おきに
1パフ

115µg/21µg

12時間おきに
1パフ

230µg/21µg

12時間おきに
1パフ

115µg/21µg

12時間おきに
1パフ

230µg/21µg
24時間おきに
0.5-1.0mg/kg

プレドニゾン / プレドニゾロン フルチカゾン フルチカゾンフルチカゾン
+サルメテロール

フルチカゾン
+サルメテロールテルブタリン

テルブタリン

サルブタモール

サルブタモール サルブタモール

サルブタモール

AND
OR

AND

OROR

薬 剤 猫 犬 薬 剤 猫 犬 薬 剤 犬猫(≦20 kg) 犬>20kg 犬>20kg薬 剤 犬猫(≦20 kg)

1) フルチカゾン
1)

1)    重症の猫の場合、１回220µg必要な場合もある

注意

投与量

使用する薬剤







サイボミックス
サイボミックスは、『Slab51』と呼ばれる8種類の乳酸菌とビフィ
ズス菌のプロバイオティクス混合物であり、腸内細菌バランスを
整える働きがあります。
一包あたり8種類2000億個 の善玉菌を含有しています。

複数の善玉菌で腸内細菌叢をサポートする動物用サプリメント

犬用
30袋入
冷蔵保管

猫・子犬用
30カプセル入
常温保管可能
25℃以下2～8℃

動物病院専用

※特別なボトルを使用しており、生きた乳酸菌・ビフィズス菌に影響をあたえることなく、25℃以下の常温保管が可能です。

サイボミックスの特長
8種類、2000億個 の善玉菌が腸内細菌叢バランスを整えます・ *

日米欧の獣医師に選ばれている製品です・

厳しい基準をクリアし、実績のある有用な成分と安全性を兼ね備えた、高
い細菌濃度のプロバイオティクスを使用しています

・

※

＊犬用１包分の配合量

＊犬用１包分の配合量

ライン
ナップ

*



犬用 パウダー 猫・子犬用 カプセル

温かいフードや温水と一緒に与えないでください。

お問い合わせ先：アニマート事務局
TEL 050-5490-2708　Email support@zpeer.info

アニマートをご活用いただくと、
貴院に在庫を持つことなく
ご紹介頂くだけで

飼い主様へのご提供が可能です。

特約店：森久保薬品株式会社 / 小田島商事株式会社 /北垣薬品株式会社

アニマート  動物病院  購入 検索
https://animato.pet/hspURL

ご注文は以下の特約店もしくはアニマートへ

小袋の中身の粉末をフードや水にまぜ、与えてくださ
い。温かいフードや温水と一緒に与えないでください。

カプセルのまま与えるか、中身をフードや水に混ぜて
与えてください。温かいフードや温水と一緒に与えな
いでください。カプセルは野菜由来です。

2～8℃の冷蔵状態で、光を避けて保管してください。
最大1週間であれば室温( 最大25℃)で保存できます。 25°C 以下で、光を避けて保管してください。

給与方法

使用上の注意

内容成分

給与目安

保存方法

◆Slab51（以下の成分を含む）

◆マルトース

Streptococcus thermophilus DSM 32245、Bifidobacterium lactis DSM 32246、Bifidobacterium lactis DSM 32247、
Lactobacillus acidophilus DSM 32241、Lactobacillus helveticus DSM 32242、Lactobacillus paracasei DSM 32243、
Lactobacillus plantarum DSM 32244、Lactobacillus brevis DSM 27961

※猫・子犬用カプセルには、ヒドロキシプロピルメチルセルロースを基剤とする植物性由来のカプセルを使用しています。

※猫、子犬用は現在、アニマートのみでのご提供。特約店では近日中に取り扱い開始予定。

1日1回、1～2カプセル

1日1回、2～4カプセル

1日1回、1カプセル

猫 0 -5kg

猫 5 -10kg

子犬（12ヶ月齢未満）

体重 給与量

※状態によって、1日2,3倍量まで給与可能

1日1回、1/4袋

1日1回、1/2袋

1日1回、1/2～1袋

1日1回、1～2袋

0 -5kg

5 -10kg

10 -30kg

30 -50kg

体重 給与量

※特約店からご購入いただけます。 ※現在はアニマートのみ。特約店では近日中に取り扱い開始予定。

1包に
約　 　　     の
生きた善玉菌　
2000億個

1カプセルに
約                 の
生きた善玉菌　
100億個
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