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山本 紗央理 「飼育環境・飼育方法と問題行動の関連性について」
家後 汐理 「バンドウイルカの視聴覚刺激によるヒトの脳血流量への影響」
三坂 紫緒里 「特別支援教育における犬介在活動の効果について」
三上 絹世 「常歩と速歩における騎乗者の副交感神経活性の比較」
樋口 英里子 「小型介助犬に関する意識調査―日本における有用性と問題点―」
谷口 萌 「犬の吠え声に関する研究
―集合住宅におけるペットトラブルの実態調査及び吠え声の解析―」
角南 実里 「AAI を想定したトレーニングが犬の生理学的側面に与える影響」
鈴木 拓真 「盲導犬の PR 犬を用いた介在活動における犬のストレス評価
―子供病院における評価―」
酒井 早夏 「ペット飼育者によるトレーニングの実践がもたらす生理的・心理的効果」
小林 莉菜 「バンドウイルカを繁殖させるための適切な飼育について」
木島 未華 「イヌの飼育放棄に関する調査」
菊地 早由里

「バンドウイルカがヒトにもたらす効果―飼育環境・動物種による比較―」

金田 宏佳 「乗馬が及ぼす高齢者への影響」
太田 了介 「少量の抗ヒスタミン薬による犬の生理学的・行動的側面への影響」
池ヶ谷 若葉 「認知症高齢者が犬と関わることで得られる効果について
－行動面と精神面での変化－」
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飼育環境・飼育方法と問題行動の関連性について
A09139 山本 紗央理
犬を飼育する理由として「一緒にいると楽しいから」
「かわいいから」「動物が好きだか
ら」といった理由とともに 6 割の飼育者が「癒されるから、和むから」と答えており、飼
育者の多くが犬に癒しの効用を求めている。しかし、過去の研究により犬飼育者のうち約
80%の飼育者が何らかの問題行動を抱えていると報告されており、犬との生活に癒しや和み
を感じられなくなってしまった飼育者も多い。
また問題行動は飼育放棄の危険要因と報告されている。日本においても問題行動を理由
に放棄された犬も多く、犬飼育者と犬にとって問題行動は大きな問題であると言える。問
題行動の発達に影響を与える要因は、遺伝的要因、生理学的要因、社会化期の経験、飼育
者の家庭における学習の 4 つに分けられる。飼育者の家庭における学習には、人が意図的
に起こさせる学習と意図していないときに起こる学習に分けられ、後者は飼育者が無意識
的で行っているため改善が難しい。犬を飼育するうえで関わってくる無意識的な飼育者側
の要因と問題行動の関連性を明らかにすることにより、問題行動を未然に防ぐことができ、
飼育者と犬との精神的苦痛を軽減することができると考える。そこで、本研究では飼育環
境と飼育方法に焦点を絞り、どのような飼育環境と飼育方法が問題行動に影響を与えてい
るのかを明らかにすることを目的とし、一般の飼育者を対象にアンケート調査を行った。
アンケート調査は、犬の基本情報、普段の生活に関する情報、トイレに関する情報、食
餌に関する情報、しつけや問題行動に関する情報について問い（獣医師のためのイヌとネ
コの問題行動マニュアル参考）
、紙媒体および電子媒体により回答を得た。
アンケート調査より、問題行動には飼育環境（寝床の設置場所の環境、夜間の睡眠状況、
）
飼育方法（散歩回数、留守番時間、飼い主との接触時間、食餌の与え方）が大きな影響を
与えていることが明らかとなった。また、飼育環境や飼育方法の他に、犬の入手先や性別
においても問題行動が生じやすい傾向にあることが明らかとなった（全てｐ＜0.05）。これ
らの結果から、犬の問題行動には犬の行動ニーズ、行動の発達段階に見合っていない飼育
環境や飼育方法が影響していると考えられる。
本研究において、問題行動には飼育者が提供する飼育環境と飼育方法が問題行動に大き
く影響していたことが明らかとなった。
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バンドウイルカの視聴覚刺激によるヒトの脳血流量への影響
A09134 家後汐理
近年、人々の孤独を癒し、生きる支えとなってくれる動物の持つ｢癒し（Healing）｣効果
が注目され、日本においても動物介在療法・活動が知られるようになってきた（辻井, 2003）
。
様々な動物で介在療法・活動についての研究が行われているが、イヌに比べてイルカの研
究は新しく知見はほとんどない。しかしながら、欧米ではハンドウイルカを用いたセラピ
ー活動などが実施されている。さらに、適応力の高さや優れた訓練性能を持ち、日本国内
だけでなく世界中の水族館で飼育されており、動物園や水族館で飼育されている様々な動
物の中でも、イルカは人との交流を図る行為が見受けられることが報告されている。同時
に人は野生のイルカや飼育下のイルカに興味をもち、イルカの展示やショーが人気である
ことも事実である。しかしながら、人がイルカの何に魅了されるのか、またイルカが人へ
どういった影響を与えているのかについては不明である。
また、
「動物介在活動／動物介在療法実施に関するガイドライン」で、
「陽性強化法（自
発的訓練法）で訓練された、野生動物を除く家畜化された動物で、過去から将来にわたり
適切に飼育されている動物のみが活動すること」とされている。イルカは本来 AAT に用い
ることのできない動物である。しかし、イルカの効果についての研究が進めば、この先イ
ルカを動物介在療法に用いることが認められるきっかけとなるかもしれない。そのため、
イルカ介在療法の発展のためにはより積極的な研究が必要不可欠である。
そこで、本研究では、イルカが人にどういった影響を与えているのかを明らかにするこ
とを目的として、対象者にイルカの泳ぐ姿と鳴音が一致した映像、海中映像と水中音が一
致した映像、それぞれ音と映像を入れ替えた映像の 4 種類を見せた場合の機能的近赤外分
光法（functional near-infrared spectroscopy : fNIRS）を用いた脳血流量の変化と感情尺度のア
ンケートによる感情の変化を検討した。
その結果、脳血流量はイルカの鳴音が関わる 2 種類と海の映像で有意な減少が見られた。
イルカの泳ぐ姿を見た場合にのみ、映像視聴前後で増加した。脳機能や楽曲に関する NIRS
における研究で、人はリラックスを感じた場合には脳の血流量が減少することが報告され
ていることから、イルカの鳴音が人に与える影響も「リラックス効果」であることが示唆
された。また、4 パターンの映像間で感情尺度には有意差は見られなかったが、映像鑑賞前
後で快感情やリラックス感の増加傾向が見られた。また血圧の有意な減少も見られた。こ
れらのことから、イルカを含む映像には人にリラックス効果を与える可能性があることが
示唆された。このことは、イルカ介在療法をもっと身近で手軽な方法で行う手がかりにな
るかもしれない。
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特別支援教育における犬介在活動の効果について
A09127 三坂紫緒里
現在日本では少子化が進む一方で、相反して特別支援教育をうける児童生徒数は増加の
一途をたどっている。特別支援教育では、授業内容に自立活動を取り入れており、健康の
保持、心理的な安定、人間関係の形成、環境の把握、身体の動き、コミュニケーション、
以上の 6 つを基本項目に、子供たちが興味や意欲を持って取り組める指導内容を設定し、
社会参加を見通した取り組みを行うに当たり重要な役割を果たしている。
一方で犬を用いた動物介在介入(AAI)は、健常児・障がい児ともに良い影響をもたらすこ
とが過去の研究から証明されている。しかし、アレルギーの問題や教育への効果の懸念か
ら AAI に踏み出せない教育機関は多いため、本研究では特別支援教育の現場において、適
正飼育された犬を用いた児童とのプログラムの導入を行い、異なる条件下における児童へ
の共通した変化を明らかにすることを目的とした。
評価方法は、特別支援教育の自立活動の基本項目をもとに作成した独自のアンケートを
用い、犬とのふれあいプログラム後に担当教員が普段の活動との比較から評価を行った。
アンケート内容は「発言回数」
「発言内容」「自発的行動」「集中時間」「表情」「態度」「他
者との関わり」
「興味関心の変化」
「犬への注目」の 9 項目における 5 段階評価と、各項目
に設けた自由記述で、自由記述欄のコメントはテキスト分析システム Mining Assistant への
打ち込みと著者のカウントによって解析を行った。
5 段階評価は全日程において「自発的行動」
「表情」
「態度」
「興味関心」
「犬への注目」の
5 つの項目が高い評価を得た。一方で「他者との関わり」は全日程において変化なしを示す
評価が最も多い結果となったが、過去の研究からペットは過渡的な対象として機能し、子
供は最初にペットと、次にセラピストと、そして最後にほかの人との関係を形成すること
ができることが報告されており、自由記述に「普段初対面の女性とはあまりかかわろうと
しないが、自分のやりたいことを伝えるためいつもより多く話せていた。」といったコメ
ントもあったことから、プログラムを単発ではなく継続的に行うことで、
「他者との関わり」
も増加することが予想される。テキスト分析は、肢体不自由の児童を対象としたプログラ
ムと知的障がいの生徒を対象としたプログラムでは犬と人との関わりのレベルに差が出た。
これは肢体の可動の差に加えて、教員の着目点にも差があったことが要因と考えられる。
本研究では 2 つの方法で解析を行ったが、3 つの日程においてプログラム内容・年齢・障
がい等が異なるにもかかわらず結果は類似した。このことから、特別支援教育をうける児
童・生徒における犬とのふれあいプログラムの導入は、条件を問わず、犬が動機づけとな
り特に「自発的行動」
「表情」
「態度」「興味関心」においてポジティブな変化をもたらすこ
とが明らかになった。また、対象者によりふさわしい条件設定のもとで犬とのふれあいプ
ログラムを重ねることで、特別支援教育の自立活動の補助的役割を果たすことも期待でき
る。
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常歩と速歩における騎乗者の副交感神経活性の比較
A08116 三上 絹世
馬の揺れが人に対して良い影響を与えるという報告は多くあるが、馬の歩法の違いが人
に対してどのような影響を与えるかについてはほとんど調べられていない。そこで本研究
では、馬の常歩と速歩の歩法の違いにより、人に与える影響に違いがあるかどうかを検討
することを目的とした。
対象者は速歩経験が複数回ある 4 名と速歩経験が 1 回以下の 5 名の合計 9 名で、麻布大
学で飼育している馬 3 頭に騎乗してもらった。実験では対象者に対して POLAR 心拍計を装
着し、3 頭の馬での乗馬前と常歩後・速歩後の心拍変動を測定した。すべての馬の実験が終
了した後に、一番好きな揺れの馬と一番苦手な揺れの馬がどの馬だったかと、その理由を
質問した。POLAR 心拍計によって測定されたデータからは副交感神経活性の指標である
HF と交感神経活性の指標である LF/HF を求めた。
全ての馬での HF を比較したところ、騎乗前と比べて 2 回目の常歩後で HF が有意に増加
した（p < 0.05）
。また、馬ごとに同様の比較を行うと、木曽馬の騎乗前と 2 回目の常歩後の
間のみで HF の有意な増加がみられた（p < 0.05）
。速歩の経験の違いでも速歩後の HF の比
較を行ったが、有意な違いは表れなかった。
馬全体で常歩と速歩の比較を行い、騎乗前と 2 回目の常歩の間のみで HF の有意な増加が
見られたことについては、適度な運動により快感情とリラックス感情が有意に増加したと
いう先行研究があることから、常歩による適度な運動により副交感神経が活性したと考え
られる。また、乗馬により自分の身体に意識を向けることにより副交感神経活性が増加し
た可能性もある。速歩で HF の有意な増加が見られなかったことについては、速歩は常歩よ
りも運動強度が高いと考えられ、これにより副交感神経の増加が起こりにくかった可能性
がある。
また、3 頭の中で木曽馬の騎乗前と 2 回目の常歩後の間のみで HF の有意な増加が見られ
たことについては、木曽馬の揺れはほかの 2 頭の馬と違い、衝撃が少ないことや、人のバ
ランスの変化にも揺れが変化しづらく揺れが安定していたことから、恐怖感や不安感を持
つことが少なく、乗馬による適度な運動によって増加した快感情とリラックス感情により
副交感神経活性が表れやすかったことが考えられる。
常歩のみで HF が有意に増加したことから、常歩と速歩では常歩のほうがリラックス効果
が高いことがいえる。しかし、速歩独特の揺れはリラックス面以外で人に対して良い影響
を及ぼす可能性もあるため、常歩と速歩の効果の違いをさらに調べる必要があると考えら
れる。また、木曽馬の騎乗前と 2 回目の常歩の間のみで HF の有意な増加がみられ、他の 2
頭では有意な増加が見られなかったことから、3 頭の中で木曽馬が最もリラックス効果が高
いといえる。しかし、騎乗者の状態によってはほかのタイプの揺れの馬ほうが効果が表れ
やすいかもしれず、障がい者乗馬では目的に合った馬の選択が必要であると考えられる。
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小型介助犬に関する意識調査
―日本における有用性と問題点―
A09117 樋口英里子
日本で介助犬の育成が開始されてから 15 年が経過し、現在実働している介助犬は 62 頭
である。現状では大型犬種が介助犬の大半を占めているが、介助犬の犬種は定められてい
ない。実際に犬のサイズについて不安を抱いている人や、中型犬種以下の介助犬を希望し
ている人がいることからも、我が国において小型介助犬に対する潜在的なニーズがあるこ
とが示唆される。
そこで、本研究では、18 ㎏以下の犬を小型介助犬と定義し、各団体が考える小型介助犬
のメリットやデメリット、小型介助犬に期待する点、危惧する点などの把握を目的に、過
去 5 年間に育成実績のある介助犬訓練事業者を対象としたインタビュー調査を行った。
インタビュー調査には 6 団体が参加し、小型介助犬のメリットとデメリットを明らかに
することができた。小型介助犬のメリットは、①対象者の犬の世話への不安や経済的負担
軽減、②介助犬を連れて歩くことでの対象者の負担軽減、③犬が対象者にもたらす危険性
が低いことである。一方、小型介助犬のデメリットとして、①行うことのできる介助作業
が限られる、②対象者が犬に合わせなければいけないことが多い、③外出時及び車いすと
共に行動することでの危険性の増加が挙げられた。また、小型介助犬に対して否定的（2 団
体）
、肯定的（2 団体）
、中立的（2 団体）な意見が得られた。意見の違いが見られた背景に
は、各団体の「介助犬の定義」が異なっていることが考えられる。小型介助犬に対して中
立的な団体では、小型介助犬に対する疑問や不安を抱いていることが明らかとなった。小
型介助犬のニーズがあるのか不明、現在小型介助犬を育成するシステムがない、小型介助
犬の育成を行う余力がないというものである。また、様々な団体において、今後小型介助
犬の増加に伴う懸念として、安易に介助犬を選択する人の増加、一般人が介助犬かペット
なのか見分けがつかず混乱すること、ペット同様の介助犬の増加が挙げられた。
介助犬はユーザーの「自立と社会参加」が前提となり、現在の日本では「精神的なサポ
ート」のみの介助犬は認定されない。しかし、法律の下に育成されている介助犬であるも
のの、
「介助犬の概念」の違いにより小型犬種から大型犬種まで介助犬としての有用性を見
出せること、そして中には小型介助犬との生活の方が有利な肢体不自由者も存在すること
が示された。したがって、今後ユーザーのニーズに合わせた小型介助犬を含む柔軟な介助
犬の選択を可能とするため、本研究で明らかとなった小型介助犬の増加に伴う懸念につい
て具体的な対応が望まれる。
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犬の吠え声に関する研究
―集合住宅におけるペットトラブルの実態調査及び吠え声の解析―
A09094 谷口 萌
2012 年の犬の飼育意向率は 30.4%であり、飼育場所が室内へと移行する傾向がある。ま
た、首都圏内のペット飼育が可能なマンションの普及率が 86.2%を超えたことから、今後
集合住宅において犬と暮らす人が増えると予想される。しかし、生活環境の変化に伴い、
犬の様々な行動を問題視する機会も増えている。隣近所との距離が近しい集合住宅は、他
者の生活音がより聞こえやすい環境下にあると言える。住環境からペットとの暮らしをサ
ポートするため、ペット用建築材料等の開発が行われているが、問題行動に関連し得る面
において居住者の持つ問題意識の程度や、犬が感受する刺激の詳細を調査した研究は存在
しない。より住みよい環境を目指すためにはトラブルの内容の具体化が必要である。
本研究では、ペット可集合住宅居住者を対象とし、「飼育犬が吠える対象」、「不適切な排
泄をする場所」、「犬飼育による迷惑の経験」をアンケートによって調査した。また、犬の
吠えはペットトラブルの大きな要因になり得ると考え、11 犬種 13 頭を対象とし、音の大き
さ（音圧レベル：dB）及び音の高さ（周波数：Hz）の測定を行った。
アンケート調査の結果、集合住宅で飼育される犬種の 73.3%は平均体重が 10kg 以下であ
った。犬の吠える対象音は「犬の吠え声」、「足音」、「話し声」で多くの回答数を得た。特
に「犬の吠え声」は、音の伝わりにくい上下隣室から発生していても反応を生じやすいこ
とが判明した。不適切な排泄の生じやすい場所は、
「フローリング」及び「カーペット」で
あった。犬飼育による吠えや臭いの迷惑に関して、項目毎に差はあるものの、全体のおよ
そ 15～30%が「経験がある」と回答した。迷惑の感じ方に対して、
「飼育犬の有無」、
「住居
の構造」
、「廊下の形状」との有意な関連性はなかった。吠え声の測定実験より、音圧レベ
ルの最大値はウェルシュ・コーギー・ペンブローク（109.9dB）、最小値はチワワ（88.8dB）
から、吠えに最も多く含まれる周波数の最高値はチワワ（3150Hz）
、最低値はバーニーズ・
マウンテン・ドッグ（400Hz）から、基本周波数の最高値はパピヨン（920.0Hz）、最低値
はジャーマン・シェパード・ドッグ（209.6Hz）から得られた。犬の声の音圧レベルは年齢・
体重・体長・体高といった身体的パラメーターとの相関はなく、犬種特性に影響されるも
のであることが明らかとなった。基本周波数は体重と相関関係にあり、発声により、体の
大きさをコミュニケーション相手に伝えることが出来ると言える。集合住宅において、10kg
以下の小型犬種が多いこと、小型犬種の基本周波数が 800Hz 前後であり、最大周波数が
1000Hz 以上であったことから、今後対処すべき周波数範囲が明瞭になったと言える。
本研究より、集合住宅における犬飼育に関する迷惑や事情が明確化され、犬の飼育が可
能な集合住宅を設計する際の明確な留意点が得られたと言える。特に、吠え声の音圧レベ
ル及び周波数に関しては、最適な防音素材を開発する際の指標の一つになると考えられる。
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AAI を想定したトレーニングが犬の生理学的側面に与える影響
A09078 角南 実里
日本では近年、アニマルセラピーへの関心が高まりつつあり、動物が人と接することで
与える良い影響について多く立証されている。動物介在介入（animal – assisted intervention：
AAI）に参加する犬は普段感じることのない様々な刺激にさらされていると考えられており、
また、ストレスを受けた犬は抵抗しようと人を咬むなどといった攻撃行動を起こす可能性
がある。これらのことから、犬が受けているストレスについて考慮することは、犬の福祉
を守るために、そして、安全に活動を実施するために重要なことである。
AAI の参加経験を重ねることでストレス反応の生理学的指標が減少することが報告され
ており、AAI において「馴化」が生じることが示されている。しかし、AAI の参加経験の
ない犬が参加前にトレーニングを重ね、経験を積むことで受ける生理学的影響は明らかに
されていない。また、経験を重ねることによるストレス反応についての報告はあるが、ポ
ジティブな感情がどのように変化したのかについての報告はない。
そこで、本研究では、AAI に参加したことのない犬が AAI を想定したトレーニングを繰
り返し行うことによって受ける生理学的影響、及び AAI を想定したトレーニングを受けた
後の AAI 参加が及ぼす生理学的影響を評価し、AAI 参加犬の育成プログラムの発展に役立
てることを目的とした。生理学的指標として唾液中・尿中コルチゾール濃度、尿中オキシ
トシン濃度を測定し、行動観察も用いて評価を行った。
試供犬は AAI に参加したことのない 5 頭を用いた。トレーニング及び活動において唾液
と尿の採取を行い、トレーニング回数を重ねることによる生理学的指標への影響を検討し
た。また、AAI 参加時の評価においてはプログラム内容によって 3 つに分類して検討を行
い、トレーニング時と AAI 参加時を比較することで、トレーニング後の生理学的影響を検
討した。
その結果、回数と唾液中コルチゾール濃度に負の相関を示した個体がおり、「馴化」が
生じた可能性が示唆された。
一方、オキシトシン濃度の影響について、尿中オキシトシン濃度が回数を重ねるごとに
増加傾向を示した個体がおり、実施場所に慣れている個体群は慣れていない個体群に比べ
て増加を示す P 値が小さかった。このことからトレーニングを始める前に、場所に慣れる
ことで尿中オキシトシンが増加する可能性が考えられる。また、トレーニング時の「down」
への反応率と尿中オキシトシン濃度に有意な正の相関がみられたことから、リラックス状
態の指標として「down」への反応率を用いることができるかもしれない。
また、トレーニング時と活動参加時の唾液中コルチゾール濃度を比較したところ、活動
参加時において増加が有意に少なかった。このことから、トレーニングを行うことでスト
レス反応が減少することが示唆された。
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盲導犬の PR 犬を用いた介在活動における犬のストレス評価
－子ども病院における評価－
A09076 鈴木拓真
近年、動物と接することでもたらされる人への良い影響は数多くの研究によって立証
され、日本でも動物介在介入への関心が高まりつつある。その中でも動物介在活動は日本
各地で行われるようになっており、様々な団体による活動が存在する。いずれの活動にお
いても、動物が人にもたらす恩恵への期待は高いが、安全で効果的な活動を行っていくた
めには、活動に参加する動物の福祉に配慮し、負担を最小限にする必要がある。このよう
な背景を受け、盲導犬として適性のある親犬から繁殖され、盲導犬の訓練を受けてきた盲
導犬 PR 犬は、一般に飼育・訓練された犬に比べて活動中に受けるストレスが低いという仮
説を検証する研究が行われたが、サンプル数が少なく明確な結果を得ることが出来なかっ
た。そこで本研究では、サンプル数を増やし、さらに生理学的指標として唾液中コルチゾ
ール濃度に加え、尿中カテコールアミン濃度を測定し、行動観察を行うことで、上述した
仮説を検証することを目的とした。
供試犬として、公益財団法人日本盲導犬協会神奈川訓練センターに所属する盲導犬 PR 犬
4 頭（a~d）を用い、7 回の子ども病院訪問活動における活動前（pre）、活動後（post）の
唾液中コルチゾール濃度の測定、活動 2 時間前（pre2h）活動前（pre）、活動 2 時間後（post）
の尿中カテコールアミン濃度の測定を行った。行動観察は 3 回の活動で行い、犬のストレ
ス反応を記録した。また、各個体の唾液中コルチゾール濃度、尿中カテコールアミン濃度
の平常値（base）を測定し、活動による生理学的変化を検討した。
個体 a において、唾液中コルチゾール濃度は base よりも pre が有意に低い値を示した（p
< 0.05）
。ノルアドレナリン（NA）
、アドレナリン（AD）濃度も base が活動時の値よりも
高い値を示したことから、活動時が平常時よりも刺激が少なく、落ち着きをもたらすこと
が考えられた。一方個体 d では、NA と AD 濃度ともに base よりも post が有意に高い値を
示した（NA : p < 0.05, AD : p < 0.01）
。個体 d は、活動 5 がはじめての触れ合い活動への
参加であったため、病院の環境が新奇の場所であり、活動自体も新奇刺激であったと考え
られる。様々な音や新奇の刺激は、犬の行動や生理機能に影響を与えるとあるように新奇
になる場所や環境がストレスとなり NA、AD 濃度が上昇したと考えられる。
研究結果より、個体 a、c において活動前後の有意なストレス指標の変化が見られなかっ
たことから、活動に慣れた盲導犬 PR 犬は病院訪問活動によるストレスを感じにくいことが
明らかになった。一方で、活動の参加経験が少ない個体 d では、新奇刺激によりストレス
を感じていたことが推測され、盲導犬 PR 犬においても新奇刺激への慣れや活動経験が必要
であることが示唆された。
今後もサンプル数を増やし、さらに、一般家庭で飼育訓練され、病院訪問活動に参加して
いる犬からのサンプルを集め、結果を比較し、仮説の検証を行っていく必要がある。
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バンドウイルカを繁殖させるための適切な飼育について
A09059 小林 莉菜
日本動物園水族館協会によると、バンドウイルカは 2010 年末現在、全国 35 水族館で 292
頭飼育されている。2010 年に産まれたバンドウイルカは死産、流産を含めて 13 頭だが、
約 10 日以内に半分ほどが死んでしまい、1 年以上生きる個体は 3 割程度と言われている。
動物園・水族館を含む博物館の目的のうち、種の保存について考えてみると、絶滅危惧種
であるパンダの場合、和歌山県白浜町のテーマパーク、アドベンチャーワールドでのパン
ダの繁殖実績は、中国本土以外の施設では最多である。パンダの繁殖は難しく、飼育員の
長年のノウハウ、自然に近い豊かな環境、年間を通して温暖な気候、経験豊かなオスの存
在等が大きな要因であることが示唆されている。一方で、飼育下のバンドウイルカの繁殖
に関する研究は過去にほとんどない。前に述べたパンダのように、繁殖に対する情報や繁
殖に成功する要因がわかってくれば、イルカの繁殖率の向上に繋がり、野生からイルカを
入手する必要が少なくなることが期待できる。
本研究では飼育下のバンドウイルカにおいて、水族館では繁殖に対しどのような取り組
みを行っているか、その実態及び繁殖経験者として繁殖を成功させるための有効な手段や
意見を基に繁殖に適していると考えられる飼育方法や飼育環境の検討を目的として行った。
バンドウイルカを飼育している水族館へ事前に電話で確認の上、アンケートを送付した。
アンケートは、水族館の施設面に関する内容と、飼育管理に関する内容の 2 部構成である。
これらの結果を個々に数値化し、グラフにした。
その結果、水族館産まれの個体がいる水族館のほうが飼育頭数の総数が多いことが明ら
かとなった。さらにオスを飼育していない、またはオスの飼育が少ない水族館も多く見ら
れたことから、メスが複数のオスと交尾するバンドウイルカにおいて、オスの個体数を多
く維持することの必要性が示唆された。しかしオスの飼育はリスクがかかり難しいため、
人工授精の導入の必要性が考えられる。そのうえでエコー検査は授精させるためのメスの
見極めにおいて重要であることが言え、妊娠個体に対してではなく妊娠させる前に行うこ
とで、人工授精の発展に繋がることが考えられる。またオスにおいて、非侵襲的でコンス
タントに精子採取が可能になってきていることから、今後の人工授精への発展が期待され
る。血液検査の回数を必要に応じて増やすことで妊娠の早期発見が期待された。出産前の
準備をするために、体温測定を行うことが有力であることが考えられた。妊娠個体や、産
まれた仔イルカのプールは、刺激を少なくしストレスがなるべくかからない環境づくりが
必要であり、妊娠プールに子育てを助けてもらうためのメスイルカの同居の重要性が考え
られた。今後、他動物で行っているような最先端な方法をイルカでも適用していき、さら
に国内だけに留まらず、海外と交流をしていくことが重要になってくると考えられる。
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イヌの飼育放棄に関する調査
A09047 木島 未華
日本では約 1150 万頭ものイヌが飼育されていると推計されており、今ではイヌは「コン
パニオンアニマル（伴侶動物）
」として人にとって家族同然の存在にもなっている。その一
方では飼い主の生活環境の変化や問題行動等を理由に多数のイヌが飼育放棄され、年間約 5
万頭が殺処分されている。そこで、イヌの飼育放棄に関する要因を明らかにし、イヌの飼
育放棄および殺処分の問題を解決する手段を考察することを目的として本研究を行った。
方法として、関東近郊の都県または市が管理している動物保護施設 17 施設を対象に、飼
い主によって飼育放棄されたイヌの頭数やその理由、また性別・年齢・品種といったイヌ
の情報についてアンケート調査を行った。調査の結果を用いて、全体でのデータ集計およ
び都県ごとのデータ集計・比較を行った。
結果、飼育放棄されたイヌの頭数は合計 1250 頭だった。また飼育放棄の理由は県によっ
て一部違いが見られ、施設全体で最も多く挙げられたのは「飼い主の病気・死亡・加齢・
経済状況の悪化」
、次に「飼い主の転居・結婚・離婚・出産」
、「イヌの問題行動」、
「イヌの
病気・加齢」だった。引き取られたイヌに関して得られた情報については、性別は「オス」
が施設全体、県ごとの結果ともに多い傾向がみられ、避妊去勢状況を把握していた施設で
の避妊去勢割合は平均 20%だった。イヌの年齢層については県によって一部違いがあり、
施設全体で最も多かったのは「1～7 歳」、次に「7～12 歳」、
「12 歳以上」だった。引き取り
数の多かった犬種は県によって様々で、施設全体では 18 種が挙げられた。中でも「ダック
スフンド」
、
「柴」
、
「シー・ズー」
、
「トイ・プードル」が多く挙げられた犬種だった。
今回得られた結果から、飼い主の生活環境の変化やイヌの問題行動、加齢等がイヌの飼
育放棄の主な理由であることが示された。これらは飼い主の理解と事前の考慮がなされて
いることや、しつけ・避妊去勢手術といった適切な処置により対応も可能ではあるが、獣
医療者やペットの提供者から十分な説明が行われなかった等の理由で、飼育開始時に生活
環境や将来の事情まで考慮していなかった、また飼い主に正しい知識が伝わっていない場
合には問題を生じることがあり、イヌの飼育放棄につながる可能性が考えられる。
飼い主により飼育放棄され、殺処分されるイヌを生み出さないためには、飼い主自身が
正しい知識を持ってイヌの適切な管理を行い、終生飼育を徹底するように努める責任感が
必要であるが、それだけでなく獣医療者やイヌの提供者・ドッグトレーナー等周囲からの
情報提供といったサポートが十分に行われることも必要だと考えられる。
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バンドウイルカがヒトにもたらす効果
―飼育環境・動物種による比較―
A09046 菊地 早由里
近年、動物の持つ「癒し」効果が注目され、日本でも動物介在療法・活動が広く紹介さ
れるようになってきている。犬や馬を用いた介在療法における人への効果は数多く報告さ
れているが、イルカを用いた介在療法については、ほとんど行われていない。また、魚に
おいて視覚を介した研究はあるが、イルカはふれあいを主とした研究がほとんどである。
本研究では、健常者において、バンドウイルカを屋内外の環境下で見たとき、他の動物
種を見たときの、イベント中の脳血流、イベント前後の血圧・心拍数を測定し、イルカを
見ることがヒトの前頭葉の神経活性にどのような効果をもたらすのかを調査することを目
的とした。
本研究の対象者は、健康な大学生 6 人とした。実験内容としては、屋外バンドウイルカ、
屋内バンドウイルカ、屋内魚、屋内アザラシ、屋内ペンギンを見たときの酸素化ヘモグロ
ビン（oxy - hemoglobin : oxy - Hb）
、イベント前後での血圧・心拍数を測定し、比較を行った。
酸素化ヘモグロビンは、近赤外分光法（fNIRS : functional Near Infrared Spectroscopy）によ
り、光イメージング脳機能測定装置（OEG - SpO2, Spectratech, 神奈川）を使用し、生体内
のヘモグロビンが酸素との結合状態によって変化する近赤外光から赤光近辺での吸光特性
を利用して、大脳皮質の表面から 3cm までの深さにおける各部の血液量変化を多チャンネ
ル（最大 16 チャンネル）にて同時計測した。
結果は、屋外バンドウイルカは、イベント中の酸素化ヘモグロビンが増加し、イベント
の前後では、最高・最低血圧の低下、心拍数が増加した。屋内バンドウイルカは、イベン
ト中の酸素化ヘモグロビンが増加し、イベントの前後では、最高血圧が上昇、最低血圧が
低下し、心拍数には変化がなかった。魚は、酸素化ヘモグロビンが減少し、最高血圧・最
低血圧の上昇、心拍数には変化がなかった。アザラシは、酸素化ヘモグロビンが減少し、
最高血圧の上昇、最低血圧の低下、心拍数が増加した。ペンギンは、酸素化ヘモグロビン
が減少し、最高血圧には変化がなく、最低血圧が低下、心拍数は増加した。
視覚刺激による脳血流の変化において、感情が起こると血流が増加するという先行研究
があり、イルカには他の動物とは異なる感情の変化をもたらす可能性があると考えられる。
さらに、血圧が低下するとリラックス効果をもたらすという先行研究より、本研究結果で
は、イルカによる環境比較において、屋外イルカは屋内イルカよりも最高血圧が有意に低
下していたことから、屋外環境の方がリラックス効果が高いと考えられる。
本研究結果より、イルカを見ることで、ヒトの前頭葉の神経を活性化させることが明らか
となった。また、屋内イルカよりも屋外イルカにおいて、ヒトにリラックス効果をもたら
すことがわかった。
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乗馬が及ぼす高齢者への影響
A09039 金田 宏佳
わが国は超高齢化社会となり、これに伴い認知症患者の増加が深刻化している。認知
症になる要因の一つに外出機会の減少や行動範囲の減少による下肢筋力の低下が指摘され
ている。転倒や認知症を防止するために筋力トレーニングなどの運動や脳機能低下防止の
ための学習が必要となってくる。しかし、多くの高齢者にとって運動や学習は持続し難い
ものである。そこで、身体的効果、精神的効果、社会的効果といった様々な効果が期待で
きる乗馬を用いた動物介在活動（Animal-assisted activities : AAA）プログラムを月 3 回で 5
ヶ月間（2012 年 8 月下旬から 2013 年 1 月上旬）実施し、乗馬の効果の検討を行った。
測定項目は血圧値、脈泊数、閉眼片足立維持時間、踏み台 20 回昇降運動所要時間、立位
体前屈距離の測定を乗馬前後で行った。記憶テストには 10 枚の絵を使用し乗馬前に提示し
て覚える時間を設けた。10 分間の乗馬を行い、全ての測定が終了した後、覚えているだけ
口頭で回答してもらった。30 秒間回答できなかった時点で終了とし、覚えていた絵の枚数
を記録して残りの絵を提示した。乗馬前に測定した記録を基礎体力とし、5 ヶ月間の推移を
比較検討した。また、10 分間の乗馬の効果を検討するため、プログラム全体での乗馬前後
の比較をした。
対象者の都合や体調により 1 人 12 回のプログラムとなった。体調不良によりプログラム
の途中で 1 人がリタイアしたが、10 人は 5 ヶ月間のプログラムを継続することができた。
基礎体力の推移を見たところ、プログラム開始時と比べて 4 回目以降からプログラム終了
時まで踏み台 20 回昇降運動の所要時間が有意に減少した（p < 0.01）
。収縮期血圧、拡張期
血圧、脈泊数、閉眼片足立維持時間、立位体前屈距離、絵の記憶枚数にはプログラム開始
時と比べてプログラム終了時には有意な差は見られなかった。プログラム全体での乗馬前
後を比較したところ、収縮期血圧値と拡張期血圧値の有意な上昇（p < 0.001）、踏み台 20 回
昇降運動の所要時間の有意な減少（p < 0.001）、立位体前屈距離の有意な上昇（p < 0.001）
を示し、脈泊数と閉眼片足立維持時間には有意な差はなかった。
本プログラムにおいて、高齢者にとって乗馬は下肢筋力の強化、下半身のストレッチ効
果があることが示唆され、さらに、下肢筋力の強化は持続して効果が得られることが示さ
れた。
本プログラムにおいて参加者 11 人中 10 人が 5 ヶ月間時続することができたことから、乗
馬という運動自体が「楽しい」と感じたことが要因かもしれない。心理的調査、アンケー
ト調査など行わなかったが、プログラム終了時に「楽しかった」
「もっとやりたい」などの
声が多く、乗馬に対する意欲が明らかに高かった。これは、乗馬の上達により、もっとう
まく馬を操作できるようになりたいという追体験欲求があったためかもしれない。
以上の結果から、乗馬は多くの高齢者にとって楽しみながら持続できる適度な運動、レ
クリエーションの 1 つであることが示唆された。
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少量の抗ヒスタミン薬による犬の生理学的・行動的側面への影響
A08021 太田了介
抗ヒスタミン薬は、蕁麻疹や花粉症、アトピー性皮膚炎などを引き起こす原因となるヒ
スタミンの作用を抑制し、アレルギー症状を解消及び緩和する薬剤である。その薬効は抗
アレルギー作用の他にも、鎮静・催眠作用、局所麻酔作用など中枢神経系に対する作用が
る。現在、人では催眠作用が高い第一世代から低い第二、第三世代の抗ヒスタミン薬へと
改良が進んできている。犬や猫においてもアレルギー疾患の治療に抗ヒスタミン薬が用い
られているが、犬や猫に対する中枢神経系への作用について検討した報告はほとんどない。
そこで、本研究では、犬における抗ヒスタミン薬による催眠作用の有無について、コマン
ドに対する反応性を指標に第一世代と第三世代において比較することを目的とした。
実験は麻布大学介在動物学研究室で飼育されている犬 3 頭を対象に行った。評価は、催
眠作用を検討するための行動評価、抗ヒスタミン薬の抗アレルギー作用の有無を検討する
ための皮内反応、副作用の影響を検討するための血液検査及び全血検査（Complete blood
count：以下 CBC 検査）を行った。抗ヒスタミン薬として、第一世代の塩酸ヒドロキシジン
と第三世代のレボセチリジン塩酸塩を用い、プラセボ（カプセル）を設けて、7 日間毎に毎
日、経口で投薬した。抗ヒスタミン薬の投薬量は過去の実験より少なくした。
次の薬剤を投薬するまで、休薬期間を 7 日間設け、評価基準の測定を投薬前（pre）と投
薬 7 日目（post）に実施した。投薬と評価は二重盲検法により実施した。皮内反応はヒスタ
ミンの皮内注入を行った後の膨疹の大きさを測定し、行動評価ではコマンドへの反応性を
測定した。この実験は先行研究（永島,2012）と同じ手順で実験を行った。
行動評価では、第一世代のアタラックスにおいて催眠作用の効果は 1 頭の高齢犬だけに
見受けられた。第三世代のザイザルにおいては全頭とも催眠作用が見受けられなかった。
皮内投与では、アタラックスとザイザルにおいて抗ヒスタミン作用が見受けられたのは、1
頭の高齢犬だけに見受けられた。血液検査では、CBC 検査を実施したが全ての項目におい
て正常範囲を外れる値は認められなかった。
今回、行動評価と皮内反応の実験では、催眠作用と抗ヒスタミン作用が先行研究と一致
しなかった。その理由は今回の実験に用いた抗ヒスタミン薬の用量が少なかったからと考
えられる。高齢犬だけに催眠作用、抗ヒスタミン作用がみられた事で、腎機能が低下し、
腎臓から薬物を体外に排泄する能力が低いため、薬の効果が長く続いたと考えられる。
今回の実験では、データ数が少ないため、より多くの対象犬で実験を行って、行動評価と
皮内反応のデータ数を増やし、年齢差や犬種差の違いによる薬剤の影響について、さらに
検討する必要がある。
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認知症高齢者が犬と関わることで得られる効果について
－行動面と精神面での変化－
A09009 池ヶ谷 若葉
認知症の治療方法の一つである非薬物療法のリハビリテーションでは、昔を回想するよ
うに経験したことのあるアクティビティが行われることが多い。高齢者に対する動物を用
いた活動には、動物介在活動 Animal-assisted activities（AAA）と動物介在療法 Animal-assisted
therapy（AAT）の 2 種類の型がある。犬の存在が認知症高齢者の社会性の向上・活動量の増
加・精神面の安定に繋がるため、認知症高齢者が犬と関わることで行動面と精神面におい
て大きな変化が見られると推測される。認知症高齢者における AAA や AAT の研究では、
動物との触れ合いを中心とし、実施後の変化を評価する研究が多い。本研究では、特定の
犬と一緒に新奇刺激を与えるようなプログラムを行い、実施前・後・間の様子も評価した。
従って、本研究では、対象者独自のプログラムによる日常の変化を家族の意見をもとに調
査し、認知症高齢者が犬と関わることで行動面と精神面においてどのような影響を受ける
か明らかにすることおよび、プログラムの評価の手法について検討することを目的とした。
本研究では、アルツハイマー型認知症高齢者 1 名を対象とし、セッションには毎回対象
者の家族に同伴してもらった。犬 1 頭を用いて、犬の既存訓練項目をプログラムに使用し
た。セッション内容は、①項目の復習、②項目の練習、③自由時間の順で実施した。行動
面の評価は、項目の理解度を用いた。精神面の評価は、不安尺度を評価する STATE-TRAIT
ANXIETY INVENTORY（STAI）
、犬への愛着尺度を評価する Lexington Attachment to Pets
Scale（LAPS）
、運動に伴うポジティブ感情尺度を評価する Mood Check List-short form2
（MCL-S.2）を用いた。また、日常生活における行動面および精神面への効果の評価は、対
象者の家での様子を家族からメールで報告してもらい行った。プログラム終了後の評価と
して、プログラム終了後の対象者の家での様子と家族が感じたプログラム前後の対象者の
変化についてのメール、自宅で回答してもらったアンケートを用いた。
その結果、訓練項目は時間をかけて繰り返し練習を行うことで記憶することが可能であ
り、セッションは短く適度な間隔を空けてコンスタントに実施することが理想的である。
複雑なコマンドは避け、コマンドよりも体を動かす内容の方が記憶しやすい傾向があるこ
とが示唆された。また、大学に通うことで第三者への視野の広がり・日常生活における残
存機能の向上・気持ちの安定・親子間のコミュニケーションの増加などが見られた。犬の
訓練を行うことで対象者に新奇刺激を与えることができ、セッションに対するやる気・や
りがいなどに繋がったと考えられる。そして、犬だけではなくスタッフや大学を含んだ環
境が、
「麻布大学」に通うことで見られた対象者の全体の変化を裏付けていると推測される。
また、本プログラムのような長期的な関わりにおける全体的評価を行う際には、実施前・
間のような踏み込んだ評価が有用であり、プログラムは継続的に行うことが重要であると
同時に、プログラムの終了方法とプログラム後の体制を考慮することが今後の課題である。
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