
●アイビー犬猫病院（千葉）
●青葉はつが野動物病院（大阪）
●あかつき動物病院（東京都）
●あかり動物病院（埼玉県）
●あすか動物病院（茨木県）
●阿波獣医科病院（福岡県）
●あみ動物病院（東京都）
●アメリカン動物病院（東京都）
●あやい動物病院（神奈川県）
●あらいえ動物病院（石川県）
●あるぱ動物病院（島根県）
●池田動物病院（鹿児島県）
●いせはら動物病院（神奈川県）
●いもと動物病院（和歌山県）
●岩手どうぶつ医療センター（岩手県）
●植田山動物病院（愛知県）
●右京動物病院 HEALTH CARE CENTER（京都府）
●梅津動物病院（京都府）
●FNP動物病院（広島県）
●エール動物病院（兵庫県）
●大泉ココ動物病院（東京都）
●大津動物クリニック（熊本県）
●オノデラ動物病院（宮城県）
●おばたペットクリニック（愛知県）
●オリーブ動物病院（京都府）
●オールペットクリニック（東京都）
●かく動物病院（大分県）
●かだ動物クリニック（福岡県）
●片浜どうぶつ病院（静岡県）
●かたやま動物病院（神奈川県）
●かほまち愛犬病院（福岡県）
●かまくら犬と猫の病院（神奈川県）
●かまやち動物病院（千葉県）
●亀山動物医療センター（鹿児島県）
●かわかみ動物病院（大阪府）
●川島動物病院（宮城県）
●北大阪ペットメディカルプラザ（大阪府）
●希望ヶ丘動物病院（愛知県）

●くらら動物病院（長野県）
●ぐるんぱ動物病院（神奈川県）
●けものみち動物病院（大阪府）
●小泉ネスト動物病院（福岡県）
●こうご動物病院（東京都）
●こうなん動物病院（愛知県）
●KOKO動物病院（香川県）
●コタニ動物病院（兵庫県）
●埼玉動物医療センター（埼玉県）
●斉藤動物病院（神奈川県）
●栄どうぶつ病院（愛知県）
●さくら動物病院（京都府）
●佐野いぬねこ病院（岩手県）
●サン動物病院（愛知県）
●三郷hanaどうぶつ病院（愛知県）
●静岡動物医療センター（静岡県）
●時代屋動物病院（宮城県）
●シートン動物病院（新潟県）
●スマイル動物病院（愛知県）
●瀬脇動物病院（千葉県）
●高橋動物病院（広島県）
●タク動物病院（千葉県）
●TMC ANIMAL CLINIC（北海道）
●茅ヶ崎動物病院（神奈川県）
●千村どうぶつ病院（愛知県）
●どうぶつ園通りの動物病院（北海道）
●どうぶつ病院なかまの樹（福岡県）
●とがさき動物病院（埼玉県）
●とよおか動物病院（岐阜県）
●ナガエ動物病院（東京都）
●ナカジマ動物病院（大阪府）
●なかにし動物病院（岡山県）
●ナガセ動物病院（愛知県）
●七里動物病院（埼玉県）
●なみき動物病院（千葉県）
●ぬのかわ犬猫病院（神奈川県）
●練馬動物医療センター ホンド動物病院 春日町病院（東京都）
●練馬動物医療センター ホンド動物病院 豊玉病院（東京都）

●野田山動物病院（滋賀県）
●ののいち動物病院（石川県）
●はすい動物病院（香川県）
●はっとり動物病院（京都府）
●はせ動物病院（千葉県）
●浜村動物病院（広島県）
●パル動物クリニック（愛知県）
●ひまわり動物病院（福島県）
●ファーブル動物医療センター（大阪府）
●フクナガ動物病院（滋賀県）
●富士インターアニマルクリニック（静岡県）
●船橋どうぶつ病院（千葉県）
●ブリッジ動物病院（滋賀県）
●フルール動物病院（滋賀県）
●平成八事動物病院（愛知県）
●ベッツアニマルクリニック瀬戸（愛知県）
●ペットメディカル久が原（東京都）
●ほき動物クリニック（青森県）
●松原動物病院 天満橋医療センター（大阪府）
●松野動物病院（秋田県）
●マール動物病院（大阪府）
●みさお動物病院（山口県）
●溝口動物病院（兵庫県）
●美原獣医科病院（大阪府）
●みのわ動物病院（岐阜県）
●宮川どうぶつ病院（奈良県）
●むかい猫と犬の病院（千葉県）
●もみじ山通りペットクリニック（東京都）
●森動物病院（滋賀県）
●もん動物病院（神奈川県）
●やまぎし動物病院（大阪府）
●やませ動物病院（愛知県）
●よこた動物診療室（京都府）
●リン動物病院（埼玉県）
●ロイヤルペットクリニック 西馬込病院（東京都）
●わかば犬猫病院 横浜西口駅前（神奈川県）
●わだ動物病院（長崎県）

アンケートご協力病院様 （以下敬称略）（五十音順）

作成日／2018.3.31

ストレスフリー設計で安心・快適

R

術後服

導入後
ウエアの勧め方、使い方

エリザべスウエアをご導入されている病院様より
導入後の現状としてアンケート形式でお答えいただきました。
その内容を数値、コメント化しておりますのでご参考ください。

●サイズチェックが必要な為・術後管理の一環の為・ウエアの存在を知ってもらう為

●選ばれる人が多い、お勧めし易い・オーナー様と会話が多い・スムーズに服を渡せる

●基本的にお勧めしている為・事前の取り置きや発注が可能・オーナー様の心労軽減

●説明が必要な時であるから・傷口保護の必要性を説明する為

●飼い主様のまがいもの購入防止の為・術後の注意点を話すと希望される方が多い為

●飼い主様が選択できる為

株式会社すとろーはうす
〒650-0034 神戸市中央区京町67番地  KANJUビル7階C号室　  http://www.strawhouse.co.jp
TEL:078-335-5616   FAX:078-335-5130（24時間可） 営業時間／10時～18時　店休日／土日祝

STRAWHOUSE
株 式 会 社 す とろーはうす

ウエアの存在を伝えるタイミング

STRAWHOUSE
株式会社すとろーはうす

■ 術前
診療中・説明時
（インフォームド時）を含む

54%

■ 術後 17%

■ その他 29%

56%

■ あまり
　 高くない 44%

■ 高い

■ 術前に伝える理由

●説明がしやすいタイミングである為・全体の金額を伝えやすい為

●カラーや包帯のみを不安がった場合の代替案としている為

●カラーを好まなさそうなそうな時に出す為・カラーをみてやっぱり嫌と言う人が多い

■ 術後に伝える理由

●術前検査の為の来院時・預かり時・退院時・お迎え時

●予約時・ポスターなどで事前告知・待合室にサンプルを置いている

■ その他に含まれるタイミング
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9 トルソーの必要性は高いか



メーカーとしても着丈を重要視しています。アンケートのコメントにもあるように排

尿が上手くいくか否かに直結し、他の箇所に比べ調整が難しい部分です。

丈はちょうど、胸・お腹周りが緩い。といったパターンも想定されます。その場合

は生地を縫い上げるなど飼い主様の工夫次第で応用が効きます。ただ、既存の

サイズ展開ではどうしても着用できない子は出てきます。予めご了承ください。

58%

■ 試着 31%

■ その他

■ 着丈等を
　 計測

11%

88%

■ 両方 9%

■ レンタル

■ 販売

3%

53%

■ 胸周り 10%

■ 全箇所 3%

■ 体重

■ 着丈

17%

■ お腹周り17%

※レンタルの場合はウエアに汚れが付かないよう
　人用ナプキンを敷くなどの一工夫をされている事がほとんどです。

●長すぎると尿がつく・きついと皮膚炎になる・丈が大きすぎると脱げる（特に猫）

●ストレッチが効いているので1サイズ下を選ぶようにしている。※意見多数

●なるべくきつめに着せるように選ぶ（特に♂）

計測で一番重視している箇所

■ 着丈で気を付けている事

●お腹がきつくないか・排泄汚れはしないか・術創が隠れているか否か

●圧迫が必要になる場合がある

■ お腹周りで気を付けている事

●計測が楽・どのみち測る為

■ 体重を選択した理由

補足

4

販売ですか？
レンタルですか？2 3 サイズ選びの方法

●おおよそ・今までのデータで抜粋・背中に合わせて
　大体のサイズを決める・経験で など

■ その他に含まれる方法

着丈

首周り

お腹周り（おへそ辺り）胸周り（前足後ろ付け根）

ストック
していますか5

95%

■ していない 5%

■ している

ストックメリット6

種別・サイズごとの
ストック枚数は？7

8

66%

■ 緊急で
　 必要になる18%

■ その他

■ すぐに
　 出せる

16%

●カラーよりウエアを選ばれる飼い主様が増えている為・良く
使っているから

●洗い替えを希望される方がいる為・検査の時に試着ができ、
自宅で慣らしてもらえる

●納品までに時間がかかる為・手術以外、外傷などでも使える為

●ベストサイズを用意できる・安心（欠品によるストレスの軽減）・
対応力強化

●術前ではウエア不要な飼い主様も術後にやはり欲しいを言わ
れる事がある

●実物があった方がオーナーの興味も違う

■ その他に含まれるメリット

ウエアが
汚れないように
何か工夫は
されていますか？

●ガーゼを当てる（厚めにあてる）・人用ナプキンの使用・ドレッ
シング材の併用

●傷口に絆創膏・希望されたオーナーへは2着お渡し・包帯を
巻く・飼い主様にお任せする

●おむつをつける・保護テープを貼る・♂用でオプサイトを貼る
事がある

●尿道カテーテルを設置の際、ペット用トイレシートを折りたた
んでガムテープで固定させる

下表はストック数を数値化したものです。

猫
平均（枚）
1.0
1.1
1.3
1.1
0.8

サイズ
C3S
C2S
CS
CM
CL

犬／女の子用
平均（枚）
1.2
1.4
1.5
1.4
1.2
1.2
1.4
1.3
1.2
1.1
0.8
0.7
0.5
0.3
0.3
0.3
0.3

サイズ
D2S
DS
DM
DML
DL
N2S
NS
NM
NML
NL
N2L
N3L
NXL
BS
BM
BL
B2L

犬／男の子用
平均（枚）
0.9
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
1.1
1.1
1.0
0.9
0.6
0.5
0.4
0.2
0.2
0.2
0.2
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