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高齢犬・猫の認知症 R e p o r t s  f r o m  Ve t e r i n a r y  C l i n i c

　高齢の犬猫の認知機能不全症に対
して、これまでフェルガードをお使いいた
だいている獣医師に、ガードワンを紹介
し試用をお願いしました。
　フェルガードからの切り替えや飼い主
への説明など、難しい場面があったと思

います。ご協力を頂いた獣医師には、こ
の場をお借りしてお礼申し上げます。
　徐 に々症例報告が届き始めています。
今回紹介するもの以外にも多くの報告
が上がってきておりますので、今後も継
続的にお伝えいたします。

「ガードワン」の症例や臨床試験に関する報告特集

シニア期のペットにおける
認知症状の全面援助を
目指すグロービア初のペッ
ト専用サプリメントです。

ガードワン
とは

●症例報告が届き始めました...P2
●行動臨床試験がいよいよスタート...P3
●「ガードワン・説明会」...P4
●「ガードワン・紹介制度」ご案内...P4

カプセル形状
（3号＝直径・約15mm）
190mg×120カプセル入り
・フェルラ酸 25mg
・ヘスペリジン 
・ナリルチン 
・α-GPC

希望小売価格　5,500円（税込）
投与量の目安　1日4～8カプセル
販売開始：2022年3月1日（火）

動物病院専用サプリメント

麻布大学との共同研究として、
ガードワンの行動臨床試験がスタートしました

ガードワンを試用した獣医師から、
症例に関する報告が届き始めています

　さらに安心して使っていただくため、
2022年4月から、麻布大学の菊水先
生、久世先生との共同研究として、「動
物の新規認知機能改善剤の評価」が
開始されました。

　きっかけは、長年お世話になっている
井本先生（井本動物病院院長・神奈
川県横浜市青葉区）からのご紹介でした。
ガードワンに関して、指標、物差し、誰
が見ても納得できる情報が必要と考え、

麻布大学の菊水先生に相談
しました。
　菊水先生の「ペットのココ
ロと体のモニタリングシステム」
という研究では、加速度計に
よる運動量や睡眠時間の定
量化を行われていますが、まさ
に認知機能低下を示す高齢
犬猫向きの指標と言えます。こ
れに、認知機能や運動機能
に関するアンケート、認知機
能評価のための簡単なテスト
を組み合わせ、実薬投与中と
プラセボ投与中のデータを比
較していきます。

シニア（10歳）になったら

ガードワン

高齢ペットのケアについて
環境・意識を変えたい

シニアケア
高齢化

予防

高齢になり症状が出てから
フェルガードを使う今までは

®



症例報告

　ガードワンをお試しいただい
た先生方から、症例の報告が
届き始めています。
　ここでは、きたのさと動物病
院の小田先生と、室見動物病
院の草場先生からの報告を
紹介いたします。

小田寿美子先生
きたのさと動物病院
北海道札幌市白石区

https://www.kitanosato.com/

長年フェルガードを
お使い頂いている先生

草場祥雄先生
室見動物病院
福岡県福岡市早良区
http://www.muromiah.org/

今回初めてガードワンを
お使い頂いた先生

症例報告での「認知症スコア」は
右記のチェックリストを使用しています。

症状 点数 チェック 得点

夜間ずっと哭き続ける 5

後ずさりできない 4

昼夜の逆転 4

狭い場所を通り抜けようとする 4

同じルートを歩き続ける 3

感覚がにぶくなり意味なく攻撃する 3

その場でくるくる回る 3

尿失禁 3

糞便失禁 3

飼い主を認識できないことがある 3

無目的に歩きまわる 3

室内での方向感覚の喪失 3

飼い主と関係をもたない 2

睡眠の増加 1

ぼーっとしている 1

散歩の際に方向感覚を失うことがある 1

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 1

得点合計：

●5～9点＝注意して毎日の状態を観察しましょう
●10点以上＝できるだけ早く専門の獣医師に相談しましょう

犬・猫の年齢（　　　歳）  －  9  ＋  チェックリスト得点合計（　　　）点  ＝ 　　　　点

監修：井本動物病院院長 井本史夫 先生
監修者の許可なく無断で転用することを禁じます。

★認知障害症候群スコアを計算してみましょう

認知障害症候群スコアが

病院名
医師名

きたのさと動物病院
小田寿美子 記入日 2022/3/4

患者
種類 柴犬
年齢 16歳5か月
体重 9kg

症状
夜間の吠え 
右に傾く、自力での起立不可能 
尿失禁

処置 4年前よりACTIVAIT投薬 
6週間前よりガードワン8cap/日、2週間後4cap/日

経過

2週間後より自力で起立可能となり、ぼーっとする
時間が減り、顔つきがしっかりしてきた。
起立して排泄するようになってきた。
認知症スコア
2022年1月42点(ガードワン開始時)
2022年2月35点(ガードワン開始後2週間)
2022年2月23点(ガードワン開始後4週間)

結果
4w.後から、自力でまっすぐ歩行可能になり、明確
に要求するようになった。要求を解消することで、
発声がおさまるため、過ごしやすくなっている。

●症例報告

病院名
医師名

きたのさと動物病院
小田寿美子 記入日 2022/3/1

患者
種類 ミニチュアダックスフント
年齢 18歳
体重 4.16kg

症状

2020年7月より高齢性認知機能不全の徘徊に対
してフェルガード 100M1/2包BIDで開始し、良化
したため1/3包BIDで継続していた。その後後ずさ
りできないなどの後躯蹌踉、夜哭きが悪化したた
めガードワ ン2cap BIDで開始。

処置 フェルガード100Mを終了し、ガードワン2cap BID
にて開始。2週間後よりガードワン1cap BIDに漸減。

経過

2020年7月認知症スコア35(フェルガード100M
開始時) 
2020年8月認知症スコア15(フェルガード100M
開始後2週間) 
2022年1月認知症スコア44(ガードワン開始時) 
2022年2月認知症スコア26(ガードワン開始後2
週間)

結果

後ずさりできないといった後躯麻痺の症状が緩和
したおかげで、夜哭きが改善した。また飼主に対す
る認知機能も改善した。睡眠の増加や散歩の際
に方向感覚を失うこともなくなった。

●症例報告

病院名
医師名

きたのさと動物病院
小田寿美子 記入日 2022/3/9

患者
種類 チワワ系雑種
年齢 16歳
体重 3.8kg

症状

夜鳴き(要求)、トイレがわからない、見当識障害
(室内で迷子、隙間にはまる) 半年〜1年前から
視力聴力低下し反応が乏しい 半年前から左斜
頸、最近右旋回運動の増加、いる場所がわからな
い 2~3か月前から右前肢の踏ん張り低下、後肢
開脚、ふせができず、起立が努力性

処置 ガードワン2cap BID

経過

認知症スコア
2022年1月11日 32点(ガードワン開始時)
2022年1月28 日27点(ガードワン開始後2週間) 
3日目から夜間の夜鳴きが複数回から1〜2回に
減少 
7日目から午前中に起きて活動(摂食、徘徊)するよ
うになる
10日目に食欲低下し、食べこぼしが増加し要介助
だったが、2〜3日で食欲が改善し介助を減らすこ
とが可能

結果

旋回やせん妄は変化なく、隙間にはまると鳴き続
けるが、昼に起きることが増え、夜鳴きの頻度が低
下。後肢のふんばりは弱いが滑りにくくなっているよ
うに感じる。

●症例報告

病院名
医師名

きたのさと動物病院
小田寿美子 記入日 2022/1/28

患者
種類 山陰柴犬
年齢 14歳
体重 5.7kg

症状 徘徊、見当識障害、睡眠の増加、飼い主との関係
性の変化

処置 ガードワン4cap BID、2w.後より2cap BID

経過
2021年11月29日認知症スコア25(ガードワン開
始時) 2022年1月16日認知症スコア25(ガードワ
ン開始後6週間) 

結果

認知症スコアに改善は見られないが日中寝てばか
りだったのが起きて徘徊するようになった。食欲が
増加した。オムツ生活だが排泄したいときは外に行
きたいと意思表示するようになった。

●症例報告

病院名
医師名

室見動物病院
草場祥雄 記入日 2022/4/5

患者
種類 トイ・プードル（避妊雌）
年齢 18歳8ヶ月
体重 2.9kg

症状

夜中すぐ起きる(3.4回)。 
徘徊行動時もパンティングする程速く走るなど興
奮することが多い。 
狭い場所に行き自分で戻ることができない。

処置 ガードワン 朝1cap、夜2cap

経過
認知症スコア
2022.4.1 32点 
2022.4.5 29点

結果

穏やかになり熟睡できている。徘徊行動もゆっくり
歩くようになった。 
脳のパニック状態も落ち着いている。 
狭い場所に進んでしまった後は相変わらず戻るこ
とはできない。

●症例報告

病院名
医師名

きたのさと動物病院
小田寿美子 記入日 2022/1/28

患者
種類 トイプードル
年齢 14歳
体重 3.65kg

症状 徘徊、飼い主との関係性の変化、飼い主に対する
攻撃

処置 フェルガード100M粒 2T BID、2w.後より1T BID。

経過

2021年6月14日認知症スコア21(フェルガード
100M開 始 時) 2021年7月6日認 知 症スコア
9(フェルガード100M開始後2週間) 認知症スコ
ア21のためフェルガード100M粒2T BIDで開始。
2週間後認知症 スコア9に改善のためフェルガー
ド100M粒 1T BIDへ減量。8月に椎間板脊椎
炎治療。現在無症状。
11月15日よりガードワン2cap BIDで数日後嘔吐
が認められたため休薬、嘔吐消失後1cap BIDで
再開し嘔吐なし。

結果
特に後躯蹌踉の症状はないが、椎間板脊椎炎の
既往のため、飼主の希望によりガードワンに変更し
ており、良好である。

●症例報告



行動臨床試験

菊水健史 先生
鹿児島県生まれ。ラ・サール高校卒。東京大学獣医学科卒。東
京大学農学生命科学研究科(動物行動学研究室)助手を経て、
2007年麻布大学獣医学部伴侶動物学研究室准教授、09年
から同大学同研究室教授。獣医学博士。専門は動物行動学。
齧歯（げっし）類における社会コミュニケーションと生殖機能、
母子間とその中枢発達に及ぼす影響に関する研究に従事。
主な著書は「いきもの散歩道」（文永堂出版）、「ソーシャルブ
レイン」（東大出版会）、「イヌとネコの行動学」（学窓社）、「ホ
ルモンと行動」（西村書店）など。

久世明香 先生
麻布大学獣医学部講師。
東京大学農学部獣医学専修卒業後、同大学大学院農学生命
科学研究科博士課程（獣医動物行動学研究室）で獣医学博
士号を取得。
大学院時代より、イヌ・ネコの問題行動に関する行動遺伝学的
研究や問題行動の治療に携わり、獣医行動診療科認定医を取
得。

［麻布大学との共同研究］
「動物の新規認知機能改善剤の評価」に関する研究

●研究期間 2022年4月〜2024年3月

研究デザイン	 ランダム化二重盲検交差比較試験
対象動物	 高齢犬20〜30頭（10歳以上、犬種・性別問わず、自力歩行可能)	
組み入れ基準	 認知機能低下あり（アンケートにより評価)
除外基準		 自力歩行／起立困難（認知機能テストを行えないため）

菊水先生の「ペットのココロと体のモニタ
リングシステム」では、加速度計によって
運動量や睡眠時間が定量化され、それに
認知機能や運動機能に関するアンケート、
認知機能評価のための簡単なテストを組
み合わせて、データを比較していきます。

「ガードワンが高齢犬にどの様に役立つか」
は勿論のこと、犬種によっての違い、性別
の差、効果に影響を与える要因等を調査
していただく予定です。

［出典］
麻布大学研究シーズリスト（獣医療・医療-21）
https://www.azabu-u.ac.jp/cooperation/aia/seeds.html



■「ガードワン」及び弊社製品についてのお問い合わせ先：(株)グロービア ペット事業部（江森まで）電話03-6228-3376

ガードワン説明会、
お声がけください。
●初の説明会を実施（2022年3月9日開催）
　ガードワンを先行してお試し頂いた獣医師からのお誘いで、行動
診療をされている先生方の勉強会に参加させていただきました。
　毎月1回、様 な々テーマで勉強会を開催されている中、今回は認
知症関連のテーマとの事で、「ガードワン」についてプレゼンの時間
をいただきました。 

●フェルガード、Mガード、そしてガードワンへ
　まず開発に至る土台として、弊社が長年取り組んできた認知症対
策＝フェルガードと、昨年茂木先生（ヤマザキ動物看護大学）に症
例報告をお願いしたＭガードについて説明しました。
　本題の「ガードワン」については、ヒト用のフェルガード・Ｍガード
の説明をした上だったので、それらの合剤としての可能性を比較的
スムーズに受け止めていただけたと思います。
　約40分のプレゼン後、獣医師からも「ガードワン」の症例報告や
貴重なアドバイスをいただき、非常に活発なやり取りができました。
　今回の勉強会はオンライン（ zoom）での開催でしたが、今後も
機会があれば、オンラインでもリアルでも参加させていただきたいと考
えております。

　高齢犬や高齢猫が増えているが、中々打つ手を欠いている...そん
なお声を営業先の動物病院で聞くことが多くなりました。問題行動
における対応策の一つとして、「ガードワン」を全国の獣医師に知
っていただきたいと強く感じています。

「ガードワン」の説明会を
・うちの病院で獣医師向けにやってみたい 
・獣医師仲間の勉強会で聞いてみようか 
等ございましたら、
是非『お問い合わせフォーム』からお知らせください。
［お問い合わせフォーム］
http://pet.glovia.co.jp/contact.html
お待ちしております。

説明時間は
30分～45分程を頂いております。
説明会の紹介動画（約5分）をご用意しました。
是非ご覧ください。

説明会で使用する画面の一部

「紹介制度」、
はじめます。

　獣医師の方々からのご要望にお応えす
るために、ご紹介いただいた患者さまが
直接製品を購入可能な「紹介制度」を
2022年6月よりはじめます。

【紹介制度】
・ご紹介が規定数に達します毎に、サンプ
ルとして製品をお送りします。
・詳細に関しては、ペット事業部（担当：
江森）までお問い合わせください。

獣医師からの声

飼い主が直接グロービアに
連絡して購入する事は出来
ないの？

QRコードが読み取れない場合

QRコードが読み取れない場合は、ペット事業部
（担当：江森）までお問い合わせください。

3月の説明会レポート

●紹介制度イメージ図

グロービア

患者さま

獣医師

動物病院

サンプル

購入紹介



株式会社グロービア 1

株式会社 グロービア
担当 江森岳明

動物病院専用（犬猫用）サプリメント

シニアケアには早めの対策をお勧めします

往診獣医師協会
会員 獣医師 御中



内容

を投与したきっかけ

を投与したきっかけ

について

株式会社グロービア 2



フェルガード100M
～投与したきっかけ～

ヒト用で実績（数々の基礎研究と臨床研究）

犬にも認知症候群がある
老化によって、脳神経細胞の活動が衰え、知性、感情、運動をコントロールする自律神経の機能
が低下するために起こるものです。早ければ12～13歳から始まり、20歳以上になってもならないイ
ヌもいます。柴犬などの日本犬は起こりやすい犬種です。

まずはフェルガード100Ｍを試して頂こう！

株式会社グロービア 3



症例1：夜哭き
雑種犬、16歳、体重8.9㎏

たまの夜哭き、歩行時のふらつき、尿漏れの症状あり
（心臓弁膜症、馬尾症候群）。
フェルガードを１日２回１包を２週間処方すると夜哭きはほとんどなくなる。その他変化はない。
飼い主様がボケ防止のため投与をご希望。現在、継続投与している。

高齢犬・猫へのフェルガード100Ｍ投与
とくに夜哭きと徘徊への効果についての症例報告

株式会社グロービア 4

症例2：夜哭きと徘徊
雑種犬、16歳4カ月、体重8.9㎏

2016年春頃（15歳）より徘徊行動が見られるようになり、同年8月頃より夜哭きが始まったため、フェル
ガード100M を1日2回（1回1包）を食事に混ぜて投与開始、1週間から10日くらいで大幅な症状の改善が
見られ、自宅では夜哭きや徘徊行動で困ることはなくなった。

しかし、場所が変わると、昼夜を問わず哭いたり徘徊行動が見られた。16歳4カ月で腎不全で死亡する
までフェルガードの投与は継続、自宅での夜哭き徘徊行動に関しては良好な状態が続いた。



フェルガード100Ｍの著効例 （井本動物病院 井本史夫先生）

ジャック・ラッセル・テリア（13歳）

認知症の最初の兆候は「あまりに動きすぎる」という行動。

夜中の３時頃になると階段を１時間ほど上り下りする（「規則正しい徘徊」）。
同居している他の犬との関係も悪化。かつては従順だったが飼い主の言う
ことを聞かなくなったり、飼い主を朝早く起こしたりする。

フェルガード100Ｍ１日２回１回１包の投与によって徐々に症状は改善、投
与開始から50日後には発症以前の元の行動に戻った。

株式会社グロービア 5



ご参考動画 🎥

【イヌの認知機能不全症候群に対するフェルラ酸の作用】
久世明香先生（麻布大学獣医学部）

第11回フェルラ酸・グリア研究会 【2021年1月10日（日）オンライン開催】

サマリー
・認知機能不全症候群

10歳以上の犬（12～18歳）
・フェルガード®100Ｍを2週間投与
・最終的に28頭のデータ

⇩
睡眠覚醒サイクル障害に有効
であることが示唆された。

（Wilcoxon signed-rank test,n=27,p=0.0058）久世明香先生
麻布大学獣医学部
東京大学農学部獣医学専修卒業後、
同大学大学院農学生命科学研究科博士課程
（獣医動物行動学研究室）に進学し、
『盲導犬における早期適性予測に関する行動遺伝学的研究』
で獣医学博士号を取得されています。

2020年2月21日（金） 11：37～11：48
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フェルガードの作用メカニズム

フェルラ酸により、アミロイドβの沈着の抑制や、
過活動を鎮静化し認知機能障害を改善

フェルラ酸により、海馬での神経幹細胞数や神経新生が増加する

ガーデンアンゼリカにより、
アセチルコリンエステラーゼの作用を阻害することで、
脳内でのアセチルコリンの濃度を高め神経伝達を助ける



【一言でいうと…】
認知機能不全に対しての症状緩和、予防として期待されるサプリメント

（特に夜哭き・徘徊に強さを発揮）

夜哭き・徘徊に

に、期待すること

株式会社グロービア 8



Mガード
～投与したきっかけ～

高齢になった犬や猫が認知症を発症すると、飼い主が困る症状は、
排泄の失敗、夜哭き、攻撃性と終末期の寝たきりだと井本獣医師は語ります。

Mガードを試してみてはどうか？

『加齢によって慢性的に脳と神経が変性していく病気』と考え、
犬の歩行も人と同じく大脳だけでなく、脳幹部の中脳や脊髄からの
指示や小脳が大きく関係している。

株式会社グロービア 9



ミニチュア・シュナウザー（15歳） 立てなくなった犬のケース。

「昨夜から立てず、イライラしている感じ。頭がのけぞって転倒。四肢には問題がない。補助
をして立たせればなんとか立てる。Ｍガードを１日2回投与開始」

５日後「しっかり立てるようになった。お水、ごはんＯＫ。よく食べる」

井本先生の見解

「犬の場合、認知症の症状としてフラフラするということはよくあります。症状が進行してい
ずれ歩行障害から立てなくなり寝たきりになります。フラフラする状態ではＭガードを使う
ようにしています。もう少し前のボーッとしている段階であれば、フェルガードが有効です。
ボーッとした状態が改善します。しかし、フラフラして壁にぶつかりながら歩くようになると、
Ｍガードの出番ですね」

Ｍガードの著効例

株式会社グロービア 10



VET Reports15号より
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茂木千恵先生が、前提疾患と思われるふらつき傾斜傾向を示す高齢犬に対して、飼い主に協力を得て行った症例報告及び考察です。

茂木千恵先生



ご参考動画 🎥 時間：16分59秒 ［第10回 フェルラ酸・グリア研究会にて］（2020年7月19日）

【犬認知症の歩行障害に対する M ガードの使用経験】
井本動物病院 井本 史夫先生
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ミエリンの役割

株式会社グロービア 13

脳の神経線維（軸索）のカバーがミエリンです。

このカバーがあることにより情報伝達が早くスムーズになります。
ミエリンは神経線維をバームクーヘン状に何重にも巻いています。

近年このミエリンが神経細胞（ニューロン）に栄養を与えていることが分かり、ミエ
リンの重要性が益々注目されています。

ミエリンは神経線維をバームクーヘン状
に何重にも巻いています。



株式会社グロービア 14

Mガードの作用メカニズム

ヘスペリジン、ナリルチンにより、脳内でミエリンを巻く原料
となる成分の分化を促進し、ミエリンを巻く準備を整えます。

α-GPCがミエリンの原料を供給し、
ミエリンを巻き始めます。

桂皮エキス(シナモン)が
ミエリン再生の効率を高めます。

ミエリンは一定期間経つと古いものは崩壊し新しいもので巻き直されますが、

加齢により巻き直しが難しくなると、脳内の情報伝達も上手くいかなくなります。

最悪、神経細胞(ニューロン)死に繋がります。

Mガードは、ミエリンの巻き直しを助けています。



【一言でいうと…】
認知機能不全に対しての症状緩和、予防として期待されるサプリメント

（特に認知機能障害に伴う運動機能不全の改善に強さを発揮）

に、期待すること

認知機能障害に伴う
運動機能不全の改善に
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について
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犬猫用栄養補助食品

120カプセル入り
定価：5500円

2022年3月1日販売開始

動物病院専用サプリメント



開発について
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VET Reports16号より

👈ＰＯＩＮＴ！
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VET Reports16号より
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フェルガードとMガードの使い分け
フェルガードは

〝夜哭き、排泄場所の失敗、攻撃性〞に効く。

Ｍガードは

さらに認知症が進んで〝歩行があやしくなり寝ている姿勢から立ち上がるの
に苦労している時期〞に効く。

『フェルガードで何とか老化を維持してきたが
そろそろ持たなくなった、Ｍガードがいいらしいので試してはどうですか』

株式会社グロービア 20



主成分

・フェルラ酸 （フェルガード成分） ・ヘスペリジン（Ｍガード成分）

・ナリルチン（Ｍガード成分） ・α-GPC（α－グリセロホスホコリン）
（Ｍガード成分）

株式会社グロービア 21



【フェルガード主成分】

フェルラ酸

⚫フェルラ酸は、米ぬかから抽出された天然のポリフェノール

⚫多くの穀物に含有されており、既存食品添加物リストにも酸化防止剤として記載

株式会社グロービア 22

① 小胞体ストレスによる神経細胞死を抑制 Hiratsuka T et al. PLoS One 2010; 5: e13280

② アミロイドの神経毒性を低下 Yan JJ et al. Br J Pharmacol 2001;133:89-96

③ アミロイド沈着、アミロイドオリゴマーを減少 Mori T et al. PLoS One 2013; 8: e53627

④ βセクレターゼ活性を低下 Mori T et al. PLoS One 2013; 8: e55774

⑤ 海馬での神経幹細胞数や神経新生が増加する Araki R et al. Psychopharmacology2021Apr8: PMID:23409038

⑥ 活性酵素、慢性炎症を抑制 Graf E.Free Rad Bio Med 1992; 13:435-443

Kim HS et al. Biol Pharmacol Bull 2004;27:120-121

〖学術的根拠〗



レモン果汁から見出されたポリフェノール
の一種であるフラボノイド（ビタミンP）で、
柑橘類などの果皮、果汁、種子やあんず、
さくらんぼなどに含まれており、近年の研
究で様々な生理作用を持つ物質として注
目されています。

MBP(ミエリン塩基性たんぱく)を増やし
OPC(オリゴデンドロサイト前駆細胞)の分
化を促していきます。

【Mガード主成分】

ヘスペリジンとナリルチン

株式会社グロービア 23

柑橘類の中で最もナリルチンを多く含む
「じゃばら」(愛媛県内子町産)の皮を原料と
した天然由来の安全性の高い原料です。

柑橘類の果実（特に果皮）に多く含有され
ているポリフェノールの一種で、マウスの
研究で多くの有用性が示唆されています。

MBP(ミエリン塩基性たんぱく)を増やし
OPC(オリゴデンドロサイト前駆細胞)の分
化を促していきます。

ヘスペリジン ナリルチン



大豆レシチン（大豆に含まれるリン脂質）を加水分解して得られる「グリセロホスホコリン」という
成分です。

知的機能障害に良いとされ、海外では「コリン」補給を目的として、医薬品やサプリメント向けに
使用されてきました。

日本においても法改正に伴い新たな食品成分として認められた、母乳をはじめ体内にも普遍的
に存在する安全な成分です。

体内で代謝され、ミエリンを構成するたんぱく質の原料となります。

【Mガード主成分】

α-GPC（α－グリセロホスホコリン）
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作用メカニズム

フェルラ酸により、アミロイドβの沈着の抑制や、海馬での
神経幹細胞数や神経新生が増加する

α-GPCがミエリンの原料を供給し、
ミエリンを巻き始めます。

ヘスペリジン、ナリルチンにより、脳内でミエリンを巻く原料
となる成分の分化を促進し、ミエリンを巻く準備を整えます。

【一言でいうと…】
認知機能不全に対しての症状緩和、予防として期待されるサプリメント

（特に夜哭き・徘徊、認知機能障害に伴う運動機能不全の改善に強さを発揮）



に期待すること

夜哭き・徘徊に

夜哭き・徘徊

両方（フェルガード、Ｍガード）に期待！

認知機能障害に伴う
運動機能不全の改善に

認知機能障害に伴う
運動機能不全の改善に
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フェルガード、Ｍガードとの比較（成分量形状など）

100M顆粒 60包
主成分（1包1.5ｇあたり）
・フェルラ酸 80㎎（フリー）
・フェルラ酸包接体 100㎎
（うちフェルラ酸として20㎎）
・ガーデンアンゼリカ抽出物 20㎎

カプセル形状
（２号：概略の直径18㎜）
300㎎×120ＣＰ入り
・ヘスペリジン・ナリルチン
・α-GPC・ケイヒ

カプセル形状
（３号：概略の直径15㎜）
190㎎×120ＣＰ入り
・フェルラ酸 25㎎（フリー）
・ヘスペリジン
・ナリルチン ・α-GPC

株式会社グロービア 27

1箱（60包）半分（30包分）の
・フェルラ酸
※ガーデンアンゼリカなし

1袋（120CP）半分（60CP分）の
・ヘスペリジン ・ナリルチン
・α-GPC ※ケイヒなし

目安
1包：4CP
2CP：4CP

各製品の半分量（イメージ）

Mガードと同じ2号CP（60CP）で開発を
進めていましたが、入りきらない事が判明。
2号CPで半端な数量になるより、サイズ
を落とし（3号）て120CPに設計し製品化
（投与には小さい方が良いのアドバイスもあり）。



とは

【動物病院専用サプリメント】

ガードワンは獣医師の紹介により皆様にご使用いただいています。
・楽天やAmazon等の通販サイトや、ドラッグストアからは購入できません。
・全国約200軒以上の動物病院にてご利用いただいております。

【改めて、一言でいうと…】
認知機能不全に対しての症状緩和、予防として期待されるサプリメント

（特に夜哭き・徘徊、認知機能障害に伴う運動機能不全の改善に強さを発揮）
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投与量の目安など

基本は、朝と夜の投与にしています。
犬の場合、食事に混ぜて与える飼い主が多いのですが、排泄が早いのでそうしています。
多くの飼い主は食事に混ぜています。

分けて与える場合、夜を多めにしています。
それは、夜中に飼い主が起こされるのをできるだけ避けたいと思っているからです。

飼い主の生活時間と症状の発症の多い時刻が聞けるようであれば、その時刻を参考に投与時刻を決めます。

例：朝の8時に症状をみせることが多いのであれば、朝7時に飲ませてもらいます。
夕方5時に症状をみせるのであれば、4時に投与してもよいと思います。
ただ、この辺りは、観察をしっかりしてもらうことが大事で、1～2回の症状に振り回されないことが大事です。
飼い主の生活時間を守ることも大事です。そうでないと、介護に疲れてしまいます。

・5kg以下 1日4CP
・6〜10kg程度 1日6CP
・それ以上 1日8CP

与えるタイミングについて

投与量の目安

2週間与え、変化なければ1.5倍〜2倍の量を
その後2週間投与（1か月スパンで診て欲しい）。
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120カプセル入り

朝晩に分けて投与ください。
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シニアケア



仕入販売方法など

【仕入販売】

・1～11個：2割引（2個以下は別途送料880円）

・12個以上：4割引（送料・税込）
※製品が複数にわたっても個数割引となります。

例：ガードワン（＠3,300円）6袋+フェルガード®100Ｍ顆粒（＠3,600円）6箱

⇒合計個数12個となり4割引（合計金額：41,400円）となります。

株式会社グロービア 31

120カプセル入り
定価：5,500円（税込）



お問い合わせ

32株式会社グロービア

は動物病院専用サプリメントです。
ご要望があれば可能な限りご説明に伺います。
興味・関心をお持ちの先生は下記までご連絡ください。

※ご案内した2本の講演動画（井本先生、久世先生）は、
フェルラ酸・グリア研究会のホームページ 【動画】
（http://ferulicacid.ninchi119.com/doga/index.html）でご視聴可能です。

電話 03-6228-3376
営業部 江森岳明

emori@glovia.co.jp

パスワード：2021feru



ＦＡＸ：０３-５５４０-８９７６ 

【往診獣医師協会 会員様 御中】 

 
 

ガードワン®ご説明依頼書 

 

 

拝啓 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

この度は VETReports 及びガードワン®の資料をご覧いただき誠にありがとうございます。もしよろ

しければ製品のご説明をさせて頂ければ幸いです。 

敬具 

記 

お名前                                  

所属先                                    

ご連絡先 Email:                ＠             

  TEL  ：                                    

 

 ご 記 入 の 上 、 連 絡 先 ： FAX （ 03-5540-8976 ）、 お 電 話 （ 03-6228-3376 ）、 メ ー ル

（emori@glovia.co.jp）で、ご連絡ください（担当：江森）。折り返し対応させてい頂きます。貴院へ

の訪問も可能ですので、お問い合わせ下さい（オンライン面談も可能です）。 

 

VETReports を今後も購読希望の先生は、お手数ですが下記にチェックを付けご返信ください。   

※バックナンバーもお送りする事は可能です。 

 

 候補①    月    日（   ） お時間    ：    【訪問希望 オンライン面談希望】 

 候補②    月    日（   ） お時間    ：    【訪問希望 オンライン面談希望】 

 候補③    月    日（   ） お時間    ：    【訪問希望 オンライン面談希望】 

 

 VETReports 送付を希望する【  】 

 

 お待ちしております。 

 

mailto:emori@glovia.co.jp

	VETReports　vol17_P1
	VETReports　vol17_P2
	VETReports　vol17_P3
	VETReports　vol17_P4
	ガードワン説明資料【簡易版】
	往診獣医師協会　会員様【ガードワン説明依頼票】

