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Definition: Renal Fanconi Disease is a unique disorder distinct and unrelated to Fanconi Anemia.
定義:ファンコーニ腎症は特異で、ファンコーニ貧血症とは関連性のない病気である。
Renal Fanconi is a reabsorption failure in the nephrons causing bicarbonate, proteins and amino acids; as well as
sodium, potassium, calcium, phosphorus and glucose, to be lost via urine excretion.
ファンコーニ腎症は、ネフロンにおける再吸収不良が原因で、排尿により重炭酸塩やアミノ酸、塩分、カリウム、カルシウム、リン、
及びブドウ糖が失われる。

The resultant solute diuresis can cause dehydration, electrolyte imbalances, vitamin and mineral deficiencies and
metabolic acidosis.
多尿により、脱水症状、電解質の平衡異常、ビタミン、ミネラル不足及び代謝性アシドーシスを引き起こす。
Left uncorrected, these imbalances can result in multi-system failure and death.
もし治療を施さなければ、これらの平衡失調が多臓器不全を起こし、最終的に死に至らしめる事になる。
Renal Fanconi can be genetic in origin, as seen frequently in Basenjis, Norwegian Elkhounds and certain “fancy
silver” Cocker Spaniels.
ファンコーニ腎症は、主にバセンジーやノルウェジアン・エルクハウンド、ファンシー・シルバー・コッカースパニエルに見られる遺
伝疾患である。
The gene can also be found more rarely in any mammal (including humans).
この遺伝子は、稀に人間を含む他の哺乳類にも見られる。
Additionally, it can be “induced” or “acquired,” as has been the case with many different breeds of dogs, cats and
horses over the last few years.
また、ここ2、3年、他の犬種や猫、馬にも誘発的または後天的に発病したケースも見られる。
The AVMA speculates this is due to ingestion of “tainted” treats (primarily Chicken or Duck). Consult the AVMA
website for updates.
これについて米国獣医師会(AVMA)は、汚染された(鶏肉やアヒル肉を原料とする)おやつを食した事に起因するのではないか
と推測している。最新の情報は、以下の米国獣医師会のウェブサイトを参照の事。

https://www.avma.org/News/Issues/recalls-alerts/Pages/Safety-Alert-on-Jerky-Treats-for-Pets.aspx
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Induced Fanconi and genetic Fanconi present with the same symptoms, and respond successfully to the same
therapy.
後天性および先天性ファンコーニ腎症は、どちらも似た症状を持ち、同様の治療法により症状が改善する。
With genetic Fanconi, the disease is usually progressive, but with appropriate treatment, the statistics indicate a
dog can live their normal life expectancy if their deficiencies and acidosis are addressed.
先天性ファンコーニ腎症は進行性だが、欠損症やアシドーシスを適切に治療すれば、健康な犬同様に寿命を全うする事ができる。
With induced Fanconi we have found a number of dogs and cats, if supported through the life- threatening period of
the event, can regain some, or all, normal renal function; and many have weaned partially or fully off Protocol
support within a year, based on improving follow up lab studies.
他犬種や猫に見られる後天性ファンコーニ腎症の場合、改善された検査方法によると、たとえ瀕死の状態に陥っても、治療を
施せば徐々に腎機能が回復し、1年以内に治療頻度を減らしたり、全快するケースが少なくない。

Diagnosing Fanconi: In a Basenji, Norwegian Elkhound or “fancy silver” Cocker Spaniels, PU/PD with glucosuria,
on URINALYSIS, in the absence of elevate blood glucose, is almost always Fanconi, unless proven otherwise.
ファンコーニ腎症の診断:バセンジーやノルウェジアン・エルクハウンド、ファンシー・シルバー・コッカースパニエルの尿検査で糖
尿を伴う多尿症、多喝症が見られるが、高血糖ではない場合、ほとんどのケースでファンコーニ腎症と診断される。

In approximately 3000 canine cases, only twice, to date, was the glucosuria caused by another issue (one a renal
tumor, another was insecticide toxicity).
約3,000の症例の中で、ファンコーニ腎症以外の理由で高血糖を引き起こした症例は2例だけである。(1例目は腎腫瘍、2例目
は殺虫剤に寄る中毒であった。)
In other breeds of dog, or in cats, with these findings, ingestion of chicken “jerky” or breast “treats”, should be
investigated and discontinued if in use.
他犬種や猫で発症した場合は、鶏肉、胸肉を原料とする犬用おやつ(ジャーキーなど)を与えた事があるかを調べ、その場合は
使用を停止すべきである。
Other possible causes of “acquired” or induced Fanconi include zinc toxicity, such as from constant licking of zinc
coated fence material, ingesting outdated tetracycline, or exposure to high levels of organophosphate insecticides.
他に後天性ファンコーニ腎症の原因として考えられるのは、亜鉛でコーテイングされたフェンスを長期間舐めたり、消費期限を
過ぎたテトラサイクリン錠を服用したり、高濃度の有機リン化合物の殺虫剤にさらされた事による亜鉛中毒である。
Fortunately, blood gas and chemistry results are essentially the same for genetic and acquired Fanconi, and both
respond equally well to the same “replacement” Protocol management.
幸いにも、血液検査では先天性、後天性共に同じ様な結果が出ており、また代替治療も同様に有効である。
The absolute diagnostic and therapy defining test is a VENOUS BLOOD GAS.
正確な診断と治療法を特定するには、静脈血液ガス検査が必須である。
No other test has been shown to provide the needed information to both diagnose and treat this disorder.
この検査以外に、診断と治療法を特定する情報を引き出す有効な検査は無い。
Blood gas technique will be discussed later in this Protocol.
この静脈血液ガス検査については、後述する。

A Fanconi-afflicted patient, be they canine, feline, equine, human or any other mammal, will show a lowered HCO3
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value on their blood gas panel (normal HCO3 being 24), and a negative Base Excess (normal being “0”), indicating
bicarbonate loss.
犬、猫、馬、人、または他の哺乳動物がファンコーニ腎症を発症した場合、血液ガス検査においてHCO3(重炭酸塩)の数値が
低く(正常値は24)、重炭酸塩不足を示す塩基余剰値がマイナスの数値(正常値は0)が見られる。
Normal physiology is designed to compensate for acidosis in multiple ways in order to maintain a normal pH level,
and thus a normal pH is not indicative of the absence of Fanconi.
正常な生理機能として、体内では正常なphレベルを保つために、アシドーシスを様々な形で補うので、phレベルが正常値を示し
ていても、ファンコーニ腎症で無いとは言い切れない。
In cases where your blood gas analyzer only provides a pH and pvCO2, you can go online and find many free
Henderson-Hasselbalch calculators which allow you to calculate an HCO3 and Base Excess.
血液ガス検査機が ph と pvCO2（混合静脈二酸化炭素分圧）の数値しか表示しない場合、無料のヘンダーソンーハッセルバ
ルク計算法をインターネットで検索し、HCO3（重炭酸塩）と塩基余剰値を求める事ができる。

http://www-users.med.cornell.edu/~spon/picu/calc/basecalc.htm

Also indicated would be a BLOOD CHEMISTRYpanel which includes calcium, potassium, phosphorus, BUN, and
creatinine.
また、血液化学検査では、カルシウム、カリウム、リン、血中尿素窒素、クレアチニンの数値も表示される。

Fanconi pets diagnosed and treated early will usually have normal BUN and Creatinine values; whereas those
diagnosed later in their disease will show some azotemia which may require modification of the Protocol to address
both the Fanconi (failure to reabsorb solutes from the urine) and renal insufficiency (failure to lose toxic solutes in
the urine), which are “opposing clinical disorders.”
ファンコーニ腎症を早期に診断され治療を施されたペットは、血中尿素窒素とクレアチニンは正常値を示すが、病気が進行した
状態では高窒素血症が現れ、ファンコーニ腎症（尿からの溶質再吸収不全）と腎不全（利尿による毒素排出不全）という「相反
する疾患」を治療するために、この治療指針に基づく治療法の部分的変更が必要である。
For Basenjis, a genetic test is offered by the Missouri College of Veterinary Medicine, through the Orthopedic
Foundation for Animals.
バセンジーの遺伝子検査は、動物整形外科財団を通じてミズーリ大学獣医学部で受ける事ができる。
Links to this test, as well as to other Fanconi related topics, including this Protocol, can be found via the American
Kennel Club Canine Health Foundation website at: http://www.akcchf.org.
この検査、及びこの治療指針を含むファンコーニ腎症に関する情報は、米国犬種健全ケネルクラブ財団（AKCCHF）のウェブサ
イトで閲覧する事ができる。
Even a negative genetic test in a Basenji is not 100% accurate, so any Basenji should still be watched for potential
symptoms of Fanconi.
例えバセンジーの遺伝子検査で陰性結果が出ても、100％正確だとは言えず、ファンコーニ腎症の症状がないか留意すべきである。
A positive genetic test in a Basenji is reason to perform a “baseline” VENOUS blood gas (never arterial), as we
have found some dogs spilling bicarbonate at six months of age.
生後６か月で重炭酸塩の流出が見られる場合もあるため、バセンジーの遺伝子検査の結果が陽性の場合は、ベースラインの
静脈血ガス検査（動脈血検査不可）を受けさせる理由となる。
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This is far earlier than the earliest onset of glucosuria we have seen, which was at three years of age.
これは、最も早期の糖尿病の発症が3歳犬で見られた時よりも、早い段階での発病兆候である。
Dogs testing positive for the Fanconi gene, but having a normal baseline blood gas, should be followed at home
with monthly urine glucose/ketone test strips, and a blood gas and chemistry repeated immediately if urine glucose
is detected.
遺伝子検査が陽性でもベースライン血液ガスが正常値を示している場合は、家庭でできる糖とケトン体の尿検査を毎月行い、
もし尿に糖が検出された場合はすぐに血液ガスと血液化学検査を受ける事。
Ideally, annual venous blood gasses can be done as part of their routine health visit, to detect possible bicarbonate
loss even earlier.
重炭酸塩不足を早期に発見するために、普段の健康診断の一環として、年一回の静脈血ガス検査を受ける事が望ましい。

Treatment Goals and Clinical Efficacy: Our therapy goal is to eliminate the metabolic acidosis by supplementing
a replacement dose of bicarbonate, thus eliminating the metabolic workload of a “respiratory compensation for
metabolic acidosis.”
治療目標と臨床的有効性：我々の治療目標は、重炭酸塩を補給する事で代謝性アシドーシスを除去する事であり、それは「代
謝性アシドーシスに伴う呼吸性代償」の代謝負荷を除去する事に繋がる。

The pet will be using this supplementation to keep their pH normalized for as long as possible.
phレベルを正常化させ、できるだけ長期に渡り保つために、この補給治療を行う。
We will also seek to normalize the pet’s electrolyte, vitamin and protein levels by compensating for the losses.
また、失われた電解質、ビタミンやたんぱく質レベルを補正し、正常値にする事も目標にしている。
In short, we are replacing the losses to achieve a normal functional set of lab values, and in doing so we either
arrest, or dramatically slow any further progression of the disease or disorder.
つまり、失われた物を代替する事で検査数値を正常化しする事により、病気の進行を止め、あるいは著しく遅らせる事ができる。
One peer-reviewed article in the AVMA journal established that dogs treated with the Protocol lived essentially
normal lifespans, with a “high quality of life”, whereas without treatment, dogs succumbed to Fanconi in
approximately eighteen months after onset of symptoms.
査読された後、米国獣医師協会(ＡＶＭＡ)の雑誌に掲載された論文によると、この治療指針に基づいて治療を受けた犬は、質
の高い生活を送り、一般的な寿命年数を全うしたのに対し、治療を受けなかった犬は、ファンコーニ腎症の発症からおよそ18ヶ
月で命を落としている。

http://avmajournals.avma.org/doi/abs/10.2460/javma.2004.225.377

Treatment Recommendations: A Basenji-size dog (Appx 30 lbs or 13.6 Kg), after diagnosing Fanconi via loss of
bicarbonate on a Venous blood Gas panel, would begin with the following eight step regiment;
推奨する治療法：静脈血ガス検査で重炭酸塩不足が見られ、ファンコーニ腎症と診断されたバセンジーサイズの
個体(およそ30ポンドまたは13.6㎏)は、以下に記す8段階の治療法を始める事。

1. Three – ten-grain SODIUM BICARBONATE ANTACID TABLETS (650 mg each) BID, given intact in a small
food treat. (Recommended starting doses for other size pets is listed below).
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10グレーン重炭酸ナトリウム制酸錠(各錠650㎎)3錠を1日2回、錠剤のまま少量のおやつにまぜて与える事(他犬種
サイズの推奨投薬量については、以下のリストを参照の事)。
Soft cheese slices, peanut butter rolled into balls, cream cheese, small quantities of cat food or cooked meat are all
fine for pill-hiding. More pill-hiding ideas from the Fanconidogs’ support group can be found at:
柔らかいスライスチーズやピーナッツバターを丸めたもの、クリームチーズ、少量のキャットフードや加熱した肉などは、錠
剤を隠す良い方法だ。ファンコーニ▪ドッグ▪サポート▪グループのウェブサイトで、他にも錠剤を隠す方法が紹介されている。
http://basenjicompanions.org/2012/11/17/how-to-hide-that-yucky-pill/
“Pill Pockets” brand pill-hiding treats, while useful in many situations, blocks bicarbonate absorption, and should not
be used here.
ピルポケット社の商品で、薬を中に隠して与える便利なおやつがあるが、重炭酸塩の吸収を妨げるため、使用を避
けるべきである。
Below is a home-made pill hiding formula that can be safely used with bicarbonate, and all Fanconi
supplements.
以下は、家庭でできる重炭酸塩やファンコーニ腎症のサプリを隠して与える方法を紹介する。
It is easily made, can be formed into small, easily swallowed “balls” around pills, and tends to be well accepted by
canine patients.
簡単に飲み込みやすいボール状に作れるので、犬達も躊躇無く服用してくれるようだ。

Two tablespoons of all-purpose flour
小麦粉

大さじ2杯

One tablespoon of milk
牛乳

大さじ1杯

One Tablespoon of smooth peanut butter
ピーナッツバター(粒なし) 大さじ1杯
Mix together in glass or metal bowl, then finish by kneading like dough in hands until evenly blended. This “dough”
can be kept in a sealed container in the refrigerator to make small pill hiding balls.
上記の材料を一緒に混ぜ、均等に混ざるようにこねる。この「生地」は密封容器に入れ冷蔵庫で保存する事ができる。

Recommended Sodium Bicarbonate Starting Dose-Canine and Feline
重炭酸ナトリウム投与開始時の投与量
(upon Venous Blood Gas confirmed Fanconi Diagnosis)
(静脈血ガス検査でファンコーニ腎症と診断された場合)

Pet Body Weight
体重

Starting Dose of Sodium Bicarbonate
重炭酸ナトリウム投与開始時投与量
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0-5 lbs (0-2.27 Kg)----------------------- 1 ten grain tablet (650 mg) P.O. BID
0-5ポンド(0-2.27kg)

10グレーン錠(650mg)1錠を1日2回経口投与

6-10 lbs (2.28-4.45 Kg)------------------2 ten grain tablets (1300 mg) P.O. BID
6-10ポンド(2.28-4.45kg)

10グレーン錠(1300mg)2錠を1日2回経口投与

11-35 lbs (5-15.91 Kg)-------------------3 ten grain tablets (1950 mg) P.O. BID
11-35ポンド(5-15.91kg)

10グレーン錠(1950mg)3錠を1日2回経口投与

36-55 lbs (16.36-25 Kg)----------------4 ten grain tablets (2600 mg) P.O. BID
36-55ポンド(16.36-２５kg)

10グレーン錠(2600mg)4錠を1日2回経口投与

56-90 lbs (25.45-40.9 Kg)-------------5 ten grain tablets (3250 mg) P.O. BID
56-90ポンド(25.45-40.9kg)

10グレーン錠(3250mg)5錠を1日2回経口投与

>91 lbs (>41.36 Kg)---------------------6 ten grain tablets (3900 mg) P.O. BID
91ポンド以上(41.36kg以上)

10グレーン錠(3900mg)6錠を1日2回経口投与

Horses can be started on 10 ten grain tablets (6500 mg) P.O. BID (hidden in apple slices)
馬は10グレーン錠(6500mg)10錠を1日2回経口投与(りんごのスライスに隠して)から開始。

In dogs who are very athletic, or involved in activities such as lure coursing, an additional bicarbonate tablet can be
given half an hour prior to the activity and another single tablet given immediately afterwards, to help the body
compensate for the additional CO2 and lactic acid loads.
非常に活発、もしくはウサギ狩りなどのスポーツをしている犬には、二酸化炭素と乳酸を補給するために、更に重
炭酸ナトリウム錠を運動の30分前に1錠、運動後すぐに1錠与える。

From this “starting dose” we will recheck a VENOUS blood gas in approximately two weeks, aiming for a “window”
of between six and eight hours after the last bicarbonate dose, to avoid peaks and troughs.
投与開始から大体2週間後に再び静脈血ガス検査をするのだが、数値の最高値、最低値を避けるため、重炭酸ナト
リウム投与後6から8時間後の数値を検査する。
We are aiming for our goal of a 20-22 mEq/L (same as mmol/L) reading on the HCO3.
重炭酸塩の数値を20-22mEq/L(mmol/Lと同値)にする事が目標である。
You can titrate the Sodium Bicarbonate dose up or down to achieve this goal range, adding or subtracting one
bicarbonate tablet BID, as needed.
目標の数値を達するために、必要に応じて1日2回の重炭酸ナトリウムの投与量を1錠足したり減らしたり調節する事。
We try and keep all dosing BID to maintain stable blood levels of our supplements.
血中レベルを一定に保つため、一日2回の投与を続けている。
Sodium bicarbonate is OTC and best obtained in 1000-count bottles, which are very low in cost.
重炭酸ナトリウムは、処方箋なしで購入でき、1000錠入り瓶がとても安価だ。
While I don’t “endorse” brands, we have found RUGBY to be very “bioavailable” and easily dissolved in canine GI
tracts.
私はどのブランドも推薦しないが、ラグビー社の製品がとても「生理学的に利用可能」で、犬の胃腸で吸収されや
すいという事がわかった。
Likewise Lily and URL have been used with success in our patient population.
同様にリリー社とURL社の製品も広く使われている。
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** Please note: CITRATES, such as UroCit-K have been postulated in the literature as a treatment for metabolic
acidosis.
**注意：UroCit-K製品に記述されているように、クエン酸塩は代謝性アシドーシスの治療に有効だと書かれている。
In many early trials we had zero success with these techniques.
この治療法を何度も試したが、有効な結果は得られなかった。
Only Sodium Bicarbonate worked effectively as a buffer to the metabolic acidosis of Fanconi.
重炭酸ナトリウムだけがファンコーニ腎症の代謝性アシドーシスに有効に作用したのである。

Additional CRITICAL components of the Protocol are based on almost 30 years of experiencing all the
different permutations and losses that can occur with this disorder.
追加された重要な治療指針は、30年近く研究し、この疾患に起こりうる様々な変化と喪失を経験してきた結果、
導き出されたものである。
Omission of any component can have unforeseen consequences.
この治療指針を省略する事は、不測の事態を招きかねない。

2. Any complete canine or feline vitamin/mineral replacement product given BID.
イヌ科やネコ科のビタミン/ミネラル代替製剤は、1日2回与える事。
Example, PET TABS AF (Advanced Formula). This was previously Pet Tabs Plus.
例として、ペット・タブス・AF(アドバンス・フォーミュラ)。これは、以前ペット・タブス・プラスという製品
名だった。

3. Any calcium/vitamin D/phosphorus replacement product (usually sold for lactating females), BID.
カルシウム/ビタミンD/リン代替製剤(普通は授乳中のメスに販売)、1日2回投与。
Example, PET TABS CF (calcium formula), previously Pet Cal.
例として、ペット・タブス・CF(カルシウム・フォーミュラ)は、以前ペット・カルという製品名だった。
This is given even if the measured blood labs show normal calcium or phosphorus levels, since we know
these are lost in Fanconi, and the measured levels are due to sequestration out of bone and tissue.
これは、血液検査でカルシウムやリンが正常値を示していても与える。なぜなら、ファンコーニ腎症ではこの成
分が失われるのがわかっており、また、その血液検査の数値は骨と組織の腐骨形成を示す数値によるものだからである。
We only withhold this supplement in cases of renal insufficiency, where phosphorus levels tend to rise.
このサプリは、腎不全でリンの数値が上昇した場合のみ、投薬を控える。
Smaller dogs and cats can get a half-dose BID. Larger dogs do NOT need more than the one tab BID.
小型犬や猫には、半分の量を1日2回投与。大型犬は1日2回、１錠以上与える必要は無い。

4. One tablet or teaspoon of human “complete body building amino acid” formulation WEEKLY.
人間用「体づくりアミノ酸錠」1錠、または小さじ1杯を週に一度与える。
Example, Amino 1000 (formerly Amino Fuel) by Twinlabs.
例として、ツインラブ社のアミノ1000(以前はアミノフューエルという製品名)

5. One complete “human” vitamin WEEKLY to cover for trace element losses we have seen in Fanconi dogs, but
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which are not included in most canine or feline formula’s.
これは、ほとんどのイヌ科ネコ科の治療処方には含まれないが、微量元素の不足を補うために、人間が服用する
総合ビタミン剤 1 錠をファンコーニ腎症の個体に週 1 回与える事。
Example, CENTRUM COMPLETE, or Flintstones Complete vitamins.
例として、セントラム・コンプリートまたはフリントストーン総合ビタミン剤が挙げられる。
The canine or feline multivitamin doses can be skipped on the day the human vitamin is given.
人間用のビタミン剤を与えた日は、犬用猫用のビタミン剤を与えなくても良い。
The Amino Acid and Complete Vitamins can be given on the same day of the week for ease of compliance.
投与時期を簡略化するために、アミノ酸と総合ビタミン剤と同日に与えても構わない。
Smaller dogs and cats can receive half of a tablet weekly, but larger dogs do NOT need more than the one tablet
weekly.
小型犬や猫は半錠を週に一度与えるが、大型犬は週に一錠以上与える必要はない。

6. Fresh water should always be available. Filtered water is best. Any “in date” refrigerator filter, tap-end filter, such
as Brita, Pur or Culligan is fine, as are “filter pitchers.”
新鮮な水をいつでも準備しておく事。冷蔵庫内に設置する飲料水フィルターやブリタ、ピュア、カリガンなどの
フィルター付き飲料水ピッチャーなど濾過した水が望ましい。

7. Unless the dog shows azotemia, a good quality, higher protein dog food is optimal to address the protein
losses inherent with Fanconi.
高窒素血症が見られない限り、ファンコーニ腎症に起因する蛋白質不足を補うために、高蛋白食を与える事。
Usually something in the 21-28% crude protein level for dry, is optimal.
21-28%のたんぱく質含有量のドライドッグフードが適当である。
Examples include Wellness, Natural Balance, Merricks, etc.
例としては、ウェルネス、ナチュラル・バランス、メリックスなどのブランドが挙げられる。
Avoid foods higher than 28% in Basenjis, as BUN/creatinine elevations have been noted just from feeding these
ultra high protein foods.
バセンジーにおいては、超高蛋白食の摂取により血中尿素窒素とクレアチニンの数値上昇が見られるため、蛋白
質含有量28%以上のドッグフードは与えない事。
In addition to this dry food, please add at least a can a week of “wet meat” based food, to add additional longchain amino acids and phosphorus.
ドライフードの他に、長鎖アミノ酸とリンを追加するために、最低週に一度は缶入り肉(ウェットフード)の食事
を与える事。
Again, many good quality foods are available - or cooked meat may be used as well.
上質な食事が多数商品化されており、また、火を通した肉を与えても良い。

8. In cases of hypokalemia (about 30% of Fanconi dogs), if the potassium level is only slightly low, often the
supplementation of the multivitamins will correct the issue.
低カリウム血症の場合(およそ30%のファンコーニ腎症の犬に見られる)で、カリウムの数値が若干低いだけであ
れば、総合ビタミン剤の投与で改善される場合がよくある。
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If hypokalemia persists on the follow-up lab work, then potassium supplementation may be needed.
もし、次回の検査で低カリウム血症の改善が見られない場合は、カリウムの補填が必要になってくるだろう。
OTC potassium gluconate tablets, which are safe and inexpensive, often suffice for increasing levels to normal.
安全で安価な市販のグルコン酸カリウム剤は、カリウムの数値を正常値にまで上昇させるのに充分である。
In the USA, OTC potassium gluconate tablets contain 99mg of potassium (regardless of the “potency” listed on
the front of the bottle) may be used. (Always check the back ingredient list).
米国では、(表ラベルの効能の謳い文句に関わらず)99mgのカリウム含有量のグルコン酸カリウム剤を使用して
良い(必ず内容物ラベルを確認する事)。

Starting dose would be one tablet BID, and can be increased to three BID as needed to restore normal blood
potassium levels.
初回投与量は、一錠を1日2回、または血中カリウムの数値を正常に保つために、投与量を1日2回、3錠まで増量
しても構わない。
If the OTC preparation does not bring the levels up sufficiently, then prescription Tumil K (2 mEq /tab) or UroCitK, (5 mEq /tab) sustained release tablet (do not cut these), can be used.
もし、市販のサプリで改善されない場合は、テューミルK(2mE1/錠)、ユーロシット-K(5mEq/錠)、または経口用
徐放錠(分割しない事)を処方してもらう事。
Some dogs have taken up to three UroCit-K BID to achieve normokalemia.
個体によっては、正常カリウム血に達するためにユーロシット-K3錠を1日2回投与する場合もある。

By following these eight simple steps, we have achieved remarkable success in the long term, healthy
maintenance of pets with this previously fatal illness.
このシンプルな 8 つのステップを行う事で、以前は死の病と言われた病気を抱えたペット達が劇的に改善し、長
期に渡り健康を維持する事ができるようになった。

After initial blood-work and starting on the Protocol, a repeat venous blood gas and blood chemistry panel is
recommended at two weeks for dogs with severe symptoms, or eight to ten weeks for dogs whose symptoms are
minor.
初回の血液検査と治療の開始後、症状の重い個体には 2 週間毎、軽い個体には 8 週から 10 週毎に静脈血ガス検査
と血液検査をする事を推奨する。
Again, wait six to eight hours after the last bicarbonate dose to draw the Venous Blood Gas for accuracy.
念を押すようだが、静脈血ガス検査は、正確な数値を出すために、重炭酸塩投与後6時間から8時間後にする事。
No “fasting” is needed for any Fanconi follow-ups.
経過観察の診察の際に絶食させる必要はない。
Once stable, many dogs and cats get blood-work repeated only during their six month health checkups, or as
symptoms dictate.
症状が安定すれば、血液検査は 6 ヶ月毎の健康診断ですれば良い。
A pet whose blood-work is returned to relatively normal, should have no issues until reaching the renal insufficiency
inherent with old age, and that is dealt with exactly as with the “renal insufficiency” Protocol addendum below.
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血液検査で正常値に近い結果が出ていれば、老齢による腎不全の症状が出始めるまで、健康状態に問題はないだろ
う。腎不全の症状が出た場合は、以下に記す改定版「腎不全」治療指針を参照の事。

Renal Insufficiency Hybrid Protocol: Dogs or cats with elevated BUN/creatinine levels should remain on the
“standard” Protocol, listed above, with the following modifications;
腎不全複合型治療指針: 血中尿素窒素及びクレアチニンの数値が高い犬や猫は、上記のスタンダードの治療と以
下の修正事項とを合わせて、今まで通り継続すべきである。

1. Due to decreased renal flow or urine concentration, pets often have a decreasing loss of bicarbonate, so a
reduction of their bicarbonate dose, based on the measured Venous Blood Gas HCO3 level may be indicated to
keep them in the 20-22 range.
1. 腎血流量が減少し腎臓の濃縮能が低下するために※、しばしば重炭酸塩の喪失が減少する事がある。そのた
め、静脈血ガス検査における HCO3(重炭酸塩)の数値を 20〜22 の範囲内に保つために、重炭酸塩の投与量を
減らす事。※後日黒田先生に今一度表現を確認します。

2. Due to increasing phosphorus levels, we stop the calcium/phosphorus supplement in these pets.
2. リンの数値が上昇した場合、カルシウム/リンサプリの投与を中止する事。
3．Lower protein foods may be indicated, but rarely do we need to use the more poorly tolerated “full renal diets”
(such as Hills K/D, or Purina NF).
3.低蛋白食を与える時、(ヒルズK/DやピュリナNFのような)耐性の低い「完全な腎臓病食」はほとんど与える必要
はない。
Instead, we have found the lower protein levels (approximately 17-18% crude protein) in some senior, weight loss
or sedentary diets is sufficiently low in protein to level out or reverse the azotemia.
その代わり、老犬、減量、sedentary用のドッグフードが高窒素血症を正常または改善させるのに充分低タンパク
(およそ17-18%のcrudeタンパク質)である事が分かった。
The protein load in these foods can be cut even further by the use of “fillers” such as cooked rice, and cooked
carrots and peas added to the diet.
タンパク質量を更に減らすために、米飯や加熱した人参やグリーンピースなどを「増量」すると良い。

4. All vitamin doses, such as the daily canine or feline vitamin/mineral administration as well as the weekly higher
potency human vitamin dose, can be cut in half in these dogs and cats. (half a tab BID for most dogs, a quarter
tablet BID for smaller dogs and cats).
4．このような犬や猫達には、毎日与えるビタミン/ミネラル剤や週一回の高効能の人間用のビタミン剤など、全て
の投与量を半分に減らしても良い。(ほとんどの犬種には半錠、小型犬や猫には 1/4 錠を 1 日 2 回投与)

5. Amino Acids weekly remain the same and may even be increased to twice a week if any loss of muscle tone or
mass is seen.
5. 週一回のアミノ酸投与量は変更せず、むしろ、筋肉量の低下が見られた場合は、週2回に増量しても良い。
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6. In cases of high or worsening BUN/creatinine levels, a full renal diet may be needed.
6. 血中尿素窒素とクレアチニンの数値が上昇または悪化が見られた場合、徹底した腎臓病食が必要になるだろう。
Some dogs have needed IV fluid diuresis, in serious cases and others have been maintained on Sub-Q fluids at
home.
重症な場合は、IVによる利尿が必要であり、それ以外は自宅で皮下点滴を継続
する。
Some pets have stabilized after single IV diuresis treatments, others need monthly maintenance treatments.
個体によっては、1回のIV利尿で症状が安定する場合があるが、毎月定期的に治療しなければならない場合もある。

Other Medical Issues to Note In Fanconi Dogs: Many Fanconi dogs show extremely high liver enzyme levels.
その他のファンコーニ腎症に関する問題点: 多くのファンコー二腎症を患う犬達は、極めて高数値の肝酵素を示す。

Alk phos, SGOT, cholesterol, SGPT and triglycerides should be followed, but even in cases, for instance, where
alk phos was noted at over 900, in only a few cases was liver disease ever seen, and in those cases, it was cancer
each time.
ALK phos (アルカリフォスファターゼ)、コレステロール、血清グルタミン酸ビルビン酸トランスアミラーゼと中
性脂肪も同様に高数値を示すはずである。しかし、アルカリ・フォスファターゼの数値が900を超えていても、肝
臓疾患、それもガンであった場合は数例しかなかった。
These elevations have not been noted as significant in feline patients.
これらの数値の上昇は、ネコ科では顕著ではない。

T4 Levels. It is worth doing a thyroid check on these dogs, as many Basenjis are hypothyroid, but please wait to do
your T4 level until after the acid/base balance has been restored, as uncontrolled Fanconi can lead to inaccurate
“false positives” for thyroid disease.
T4 レベル：多くのバセンジーが甲状腺機能低下症であるため、甲状腺検査を受ける価値がある。しかし、T4レベ
ル検査は、acid/baseバランスが安定してから受けて欲しい。というのも、ファンコー二腎症が不安定な状態だ
と、甲状腺疾患について不正確な「偽陽性反応」が出るかもしれないからである。

Surgical Management：in these dogs and cats is unchanged from an unafflicted pet, except their emergence
from general anesthesia may be prolonged and hypoxia and hypercarbia can both create a severe stress on the
kidney, worsening their Fanconi.
外科的治療：これらの犬や猫は、健常なペットと同様に外科的処置(手術)を受ける事ができるが、麻酔から覚める
までの時間が長く、低酸素症と高炭酸ガス血症を併発する恐れがあるので、腎臓に負担を与え、ファンコー二腎症
を悪化させる事がある。

Thus, I recommend allowing the dog or cat to wake up on some supplemental oxygen and not extubating the
patient until they have strong breathing patterns to avoid hypercarbia from hypoventilation.
したがって、高炭酸ガス血症と呼吸低下を防ぐために、しっかりした呼吸パターンが戻るまで、酸素補充(吸入)を
抜管せずに続ける事を勧める。
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With prolonged (>48 hour) NPO situations, the addition of IV sodium bicarbonate to maintenance IV fluids should
be considered to prevent recurrence of acidosis from bicarbonate loss.
長時間(48時間以上)の絶食を要する場合、重炭酸塩喪失に起因するアシドーシスの再発を防ぐために、重炭酸塩の
点滴を追加すべきである。
Sodium Bicarbonate 8.4% (1 mEq/ml of bicarbonate) can be added to IV fluid and infused at 2 to 5 mEq per Kg of
body weight over 4 to 8 hours to address acidosis.
アシドーシスの治療のために、8.4%(1mEq/mlの重炭酸)の重炭酸塩を体重1キロあたり2～5mEq点滴に追加し、4～8
時間に渡り投与する。

Medical Management of Fanconi pets, once controlled, is the same as any other pet.
ファンコー二腎症ペットの医学的治療：症状が安定していれば、他のペットと同様の治療で良い。
There are no medical or pharmacological considerations.
医学的、薬学的に留意すべき点は特にない。

UTI Prevention. Many Fanconi dogs have benefitted from the addition of a “human” cranberry extract capsule
(O.T.C. product, administered daily, as it acidifies the urine (which is overly alkaline due to the lost bicarbonate
load.
尿路感染症(UTI)の防止：多くのファンコー二腎症を患っている犬達は、人間用のクランベリー抽出カプセル(市
販の製品)を毎日服用する事により、重炭酸塩の流出に伴いアルカリ性になった尿を酸性化している。

This has been a great adjunct in preventing UTI’s, in dogs with this chronic problem, and may be considered in all
Fanconi dogs as an additional therapy.
この処置は、慢性的な問題である尿路感染症を防ぐのに大いに貢献しており、ファンコー二腎症を患う全ての犬達
の治療の一環として取り入れても良いと考える。

UTI Treatment. While “best practice” in medicine is to only prescribe antibiotics when a bacterial infection has
been confirmed, this does not apply in cases of Fanconi, where a thickened and trebeculated bladder wall, as well
as thickened renal parenchymal tissue can lead to “loculated” (walled-off) micro-infections.
尿路感染症(UTI)の治療：バクテリア感染が認められた時の最良の治療法は、抗生物質を処方するだけで済む場合
だが、ファンコー二腎症の場合はそうは行かないものである。というのは、患者の内柱膀胱壁と腎臓の実質組織が
が厚くなっており、小胞状(遮断された)に小さな感染症を引き起こすからだ。

These pinhead-size infections have been documented on MRI of Fanconi dogs’ kidneys, but are nearly impossible
to document in the standard office setting.
これらの極小サイズの感染症はMRIでは発見されるが、普段の診察で見つける事はほぼ不可能に近い。
Since these micro infection sites are “walled off” they may shed no casts or cells to be seen on urinalysis, and even
a C/S may come out negative, even though the pet is symptomatic for UTI (urgency, increased thirst, pain,
frequency of urination, leaking at night).
また、感染箇所が極小で小胞状に遮断されているため、例え尿路感染症の症状(緊急の尿意、喉の渇き、痛み、頻
尿、夜尿)があっても、尿検査や膀胱鏡検査でも陰性の結果が出る事がある。
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Thus, best practice in a Fanconi dog is to treat anything that symptomatically is a UTI as if it is one.
従って、ファンコー二腎症の最良の治療法として、尿路感染症の症状が出ていれば、その感染症治療を施すべきである。
Employ whatever broad spectrum antibiotic you would usually use to treat a UTI, for a seven- to ten-day run.
尿路感染症の治療で使われる幅広い有効性の抗生物質を7～10日間投与すれば良い。
If there is an infection present, it should resolve starting, on average, in 48 hours.
既に感染症がある場合、平均48時間で改善がみられるだろう。
If it does not resolve, then it is time to use other diagnostics to check for tumors, etc.
もし改善されない場合、別の診断法で腫瘍などの診察を受ける。
If it resolves and returns after the antibiotics are completed, then we know it was an infection and needs another
run of a different class of antibiotics due to incomplete “kill” of the organism.
もし抗生物質を投与し症状が改善したが、抗生物質を止めた後に症状が再発した場合、感染症が原因だったと診断
できるが、体内に残った菌を完全に死滅させるために、別の抗生物質を再度投与しなければならない。

Note that dogs “leaking” urine should first be treated for potential UTI, but if leaking persists, treatment with a single
dose of Phenylpropanolamine (PPM) an hour before bed has helped many dogs (and owners) sleep through the
night, without “accidents”.
「尿漏れ」する犬には、始めに尿路感染症の治療を施し、それでも尿漏れが止まらない場合は、フェニルプロパノ
ールアミンを就寝1時間前に飲ませると、多くの犬達（とその飼い主）が「おもらし」する事なく、一晩中ぐっす
り眠る事ができる。

GME-Granulomatous Meningio encephalitis- This is a multi-site spinal cord and/or brain tumor we have seen in
some cases of Fanconi.
肉芽腫性髄膜炎‐これは、ファンコーニ腎症の個体に時々見られる脊髄や脳の多部位に発症する腫瘍である。

It may or may not be related.
ファンコーニ腎症との関連性があるともないとも言えない。
This disease can manifest in many ways, but the visual cortex is one site often affected, thus visual/musculoskeletal weakness or pain can be early indicators.
この疾患はいろいろな形で現れてくるが、しばしば視覚野が侵されるため、視覚や筋骨格の衰えや痛みが初期に見
られる兆候である。
CT scan with contrast can “illuminate” the tumors, although newer diagnostic techniques exist.
もっと新しい診断方法があるが、ＣＴスキャンによる造影検査で腫瘍を照らし出すことができる。
Treatment with prednisone has slowed the progress of this fast growing lesion, but if GME is suspected, please
contact a veterinary neurologist, as new and better treatment options may be available.
プレドニゾンによる治療で、この進行が速い病気を遅らせることができるが、もし肉芽腫性髄膜炎が疑われるな
ら、神経科の獣医に連絡を取り、他に最新の治療法があるか尋ねると良い。

Other Seizure Activity- Since azotemia, uremia, dehydration, metabolic acidosis and electrolyte disturbances can
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all contribute to seizure activity in dogs, we have encountered both isolated event, as well as epileptic “lifetime”
seizure activity in our Fanconi patient population.
他の発作について: 高窒素血症や尿毒症、脱水症状、代謝性アシドーシスや電解質障害は、全て発作を起こす要
因であり、ファンコーニ腎症患者の中にも単発的、及び日常的に発作を起こすケースが見られる。

Our observation is that while phenobarbital has been a proven and inexpensive treatment modality, it is both
sedating and over time, hepatotoxic.
フェノバルビタールは低価格な治療法であるが鎮静作用が強く眠気を伴い、いずれ肝障害を起こす。
Potassium Bromide has been used with less effect, in some dogs.
臭化カリウムは個体によっては効果が低い。
Our observations indicate that the administration of OTC B6 (pyridoxine) given 100mg BID (Only “B6”, not a “B”
Complex Vitamin) can increase the circulating GABA in the brain and thus increase the seizure threshold.
市販のビタミンB6剤(ピリドキシン)100mgを1日2回与える(B6剤のみ。ビタミンB複合剤ではない)と、脳内のギャバ
(γ-アミノ酪酸)の回流が増え、発作が起こるまでの許容値が上がる。

B6, in combination with newer anti-seizure medications, such as Zonisamide (dosed 5mg/kg BID), is more
effective, non sedating and has not revealed any hepatotoxic effects.
ビタミンB6をゾニサミド(体重1キロあたり5mgを1日2回投与)など新しい抗てんかん薬と併用する事で、より高い効
能が期待される。新薬は眠気を伴わず、現時点で肝障害の副作用も報告されていない。
It has been considered safe for cats as well, but with less apparent efficacy.
猫にも安全だとされているが、犬と比べて効果は低い。
As of this publication, other new medications are available, such as Felbamate, Levetiracetam (Keppra). (Both nonsedating), and even Gabapentine are being used successfully for treating seizures.
この文献を発表する時点で、フェルバメートやレベチラセタム(ケプラ)など眠気を伴わない新薬も流通しており、
またガバペンチンも発作の治療に効果があり使用されている。
Always consult with a veterinary neurologist, however, as new and effective anti-seizure medicines are being
added to the list frequently.
更に新しい抗発作薬が出てきた場合、常に獣神経科医に相談する事。

Venous Blood Gas Technique: Since Venous Blood Gas analysis is crucial to diagnosing and treating this
disorder, I want to refresh all clinicians on some basic technique facts.
静脈血ガス検査方法:静脈血ガス検査は、この疾患を診断、治療するのに非常に重要なため、全ての医療従事者に
基本的な検査方法を周知してもらいたい。

1. Always use a specific dry lithium heparin syringe or one that has had a drop of heparin pulled in, swished about
and squirted back out. (Heparin “wash” technique).
1．常に特定のドライ・リチウム・ヘパリン注射器か、ヘパリン溶液を注射器の中に回し入れ噴出させる注射器(ヘ
パリン「洗浄」方法)を使用する事。
2. After drawing venous blood (never arterial) into the syringe, expel all air, roll syringe barrel in your hands for ten
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seconds to mix in the heparin, then run the sample in the machine or cap it airtight.
2．静脈血(動脈血は不可)を採血した後は、シリンジ筒の空気を全て抜き、手の中で 10 秒ほど転がしヘパリン溶液
と混ぜ、検査機にかけるか密閉する。
3. Normal VENOUS values should be pvO2 of about 30-55, normal pvCO2 of 45, normal HCO3 of 24, and Base
Excess of “0”.
3．正常な静脈血の数値は、pvO2(混合静脈酸素分圧)が大体 30～55、pvCO2(混合静脈二酸化炭素分圧)が 45、
HCO3(重炭酸塩)が 24、そして塩基過剰が 0 であるべきだ。

If your sample cannot go directly from dog to machine, then cap the barrel airtight, place it inside a Ziplock-type
bag, and immerse the bag in a cup of freezing ice water and ice.
すぐに検体を検査器にかけられない場合は、検体を密閉し、ジップロックの袋に入れて氷点に近い氷水に浸す。
This should keep the sample viable and accurate for up to 35-40 minutes.
この状態で35-40分間は検査可能である。

Additional Links: Some veterinarians feel more comfortable having a sample blood sent to PennGen
Laboratories at the University Of Pennsylvania School Of Veterinary Medicine to confirm the specific amino acid
losses in their patients.
他のウェブサイトのリンク紹介:獣医師によっては、特定のアミノ酸の喪失を調べるために、採血した検体をペン
シルバニア大学獣医学部のペンジェン研究所へ送る事がある。

If you choose to do this, but already have a dog with bicarbonate losses seen on a venous blood gas, please DO
NOT delay onset of treatment pending the PennGen test.
もし、あなたもこの方法を取り、静脈血ガス検査で重炭酸塩の喪失が見られる犬の血液検体をこの研究所へ送る場
合、ペンジェン研究所からの結果を待って治療を始めるのでは遅すぎる。
These additional weeks of delay can result in additional, and permanent, renal impairment.
その数週間の遅れが、更なる永続的な腎不全に繋がるかもしれないからである。
http://research.vet.upenn.edu/InstructionsforSampleSubmission/tabid/554/Default.aspx
There is an online “owner support group” for those treating ANY Fanconi pet.
インターネット上で、ファンコーニ腎症を患うペットを治療する「飼い主サポートグループ」がある。
A lot of good information, help and support is available through its approximately 250 members with Fanconi dogs
of many breeds.
ファンコーニ腎症の犬を持つ約250人のメンバーで構成され、情報量が豊富でサポートも充実している。
You may wish to provide the link to your patients’ owners: Fanconidogs-owner@yahoogroups.com
あなたの患者の飼い主達にもこのリンクを教えると良い。

Basenji Companions has several articles on Fanconi Syndrome, which would apply to all pets:
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バセンジー・コンパニオンズというサイトにも、ファンコーニ症候群の文献がいくつか紹介されている。
http://basenjicompanions.org/category/health-and-safety/fanconi-syndrome/
The Basenji Club of America has information in their section on Basenji health:
米国バセンジー・クラブのバセンジーの健康という欄に情報が載っている。
https://www.basenji.org/joomla/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=166&Itemid=292#
FanconiSyndrome
Since nutrition is critical in managing Fanconi, here are three superb sites which review pet food quality
ファンコーニ腎症の治療の中でも栄養面は大変重要なので、以下にペットフードの質に関する非常に役立つサイト
を 3 件紹介する。
http://www.dogfoodscoop.com/
http://www.dogfoodadvisor.com/

(also includes information on pet food recalls)

http://www.dogfoodanalysis.com/what-is-the-best-food-for-my-dog.html

Assistance Policy: Please be aware that specific treatment advice and suggestions can only be offered directly to
veterinary doctors and their staffs.
援助規約:私の特別な治療法やアドバイスは、獣医師とそのスタッフのみに提供するものという事を理解していた
だきたい。

Dr. Gonto cannot offer any medical information directly to owners and has no wish to come between any owner
and their veterinarian.
ゴント博士は、一切の医療情報を飼い主に提供する事は出来ず、また飼い主と獣医師の間に入って仲介、治療の補
助をする事も出来ない。
Dr. Gonto is exclusively a free-information resource to the veterinary community, sharing the information gleaned
from observing thousands of cases over almost three decades.
ゴント博士は、30年近くに渡る何千件もの症例によって蓄積された情報を、獣医師コミュニティーに無償で提供す
るのみである。
The prior Protocol is available on multiple websites and has been veterinarian-translated into many languages
including Japanese, German, and Russian.
前回の治療指針は、数多くのウェブサイトで公開されており、獣医師によって日本語、ドイツ語、ロシア語などの
多言語に翻訳されている。
I freely welcome the translation of this new Protocol in any language needed, so long as it is accurate and
complete in the new language.
この新しい治療指針も、忠実で完全な形で翻訳されるのであれば、大いに活用して欲しい。

Contact Information: Dr. Gonto is always available to assist with a Fanconi case, on a voluntary basis, and is best
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reached via email at Outdoc@aol.com.
お問い合わせ: ゴント博士は、ファンコーニ腎症について、いつでも連絡可能であり、メールでの連絡が一番確
実である。
In a “dire” emergency, he can be reached via phone, between 6-8 p.m. EST. at (912) 598-5067
非常な緊急事態の時のみ、米国の東部時間の午後 6〜8 時の間に(912)598-5067 電話連絡してください。

【日本で治療・アドバイスを望まれる方へのお問い合わせ先】

・クーパー動物病院Cooper Animal Hospital
HP：http://www.cooper-net.jp

mail：cooper@nike.eonet.ne.jp

住所：兵庫県西宮市大井手町１１-２９
ファンコーニ外来有。担当医：院長

Tel: 0798(72)0498

黒田美奈子

先生

・ファンコーニ症候群専門サイト
アニマルファンコーニシンドローム（獣医師専門サイト）

http://fanconivet.com/

・ファンコーニ症候群特集の記載されている雑誌
インフォベッツ

１７３号

★ クーパー動物病院はkomarigao家のホームドクターです。
現在、沢山のファンコーニさんが治療に通われ遠方から治療相談をされています。ファンコーニ症候群の事でお悩み

であれば、バセンジーオーナーさんに限らず、問い合わせ・相談が可能です。
【ご注意】メールでのご相談は件名に『ファンコーニ症候群の治療について』『バセンジーの病気について』など相談内容が
解るように記載ください。折り返し黒田先生より返事を頂けます。もし、１週間以上返事がない場合（迷惑メール等で）メー
ルが届いてない可能性もありますので、再度問い合わせ頂くか、komarigaoに連絡を頂けましたら相談主・黒田先生へＣＣ（同
時）メールにて、仲介させていただきます。※仲介をしたからと言って、当方に病状の報告の必要はありません。

IMPORTANT NOTICE-This Protocol card is intended ONLY as a tool for qualified veterinarians to use as an aid in diagnosing and
treating Fanconi.
重要なお知らせ: この治療指針は、獣医師免許を有する専門医がファンコーニ腎症の診断と治療の参考にするためのみに情報公開したものである。
It is shared with owners and breeders only for the purpose of providing it to their veterinary professional.
飼い主やブリーダーにおいては、この指針をかかりつけの獣医師に提供する場合のみ使用を許可する。
In NO CASE should anyone attempt to diagnose or treat Fanconi on their own, without the specific guidance of their veterinarian.
何人も獣医師の診断なしに、自身でファンコーニ腎症の診断、治療を行ってはいけない。
Fanconi is a potentially fatal illness and should be treated as so, by a qualified veterinarian only.
ファンコーニ腎症は、時に命に関わる病気であり、また、そういう心構えで獣医師による治療に取り組むべきである。
Any attempt by an untrained individual to treat their dog using the outlined therapies here can result in catastrophic results for
their pet.
素人がこの治療指針に従って治療を施す事は、この病を持つペットに致命的な結果をもたらしかねない。
Also, please note your vet may choose not to use any or all of the recommendations herein, as they are most familiar with your
pets unique medical needs and situation.
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また、あなたの主治獣医は、あなたのペットの病状を一番良くわかっているであろうから、この治療指針の一部ないし全てを不必要と判断
し使用しなくても良い。

Legal Disclaimer; the author assumes no liability for the results or issues resulting from the use of any of the recommendations
made in this Protocol.
法的免責事項: 著者は、この治療指針を参考に治療した事による結果や問題に何ら責任を負わないものとする。
No medical or treatment advice is being offered directly to owner or breeders.
薬物や治療に関するアドバイスを、飼い主やブリーダーに直接指示する事はない。
No expectation of performance, nor guaranteed result or outcome is either promised or implied.
この指針は、治療による改善や良い結果をを確約するものではない。
The information here represents both the current best practices in veterinary medicine combined with the authors accumulated
data, based on years of experience assisting veterinarians with Fanconi cases, accumulating input from various veterinary and
human specialists, as well as working with his own Fanconi dogs.
ここに記した情報は、著者の研究データや自身の治療経験、ファンコーニ腎症の治療にあたってきた獣医師との連携、及び様々な獣医師や
医師からの情報を集約し、現時点で獣医学分野での最良の治療法である。
A great deal of knowledge has been obtained based on the lab work and clinical feedback from many veterinarians treating pets
using the Protocol recommendations worldwide for almost three decades.
この膨大な知識量は、この治療指針を基に治療を施してきた世界中の獣医師から検査結果や情報を30年近くかけて集めた結果である。
The information here is shared freely in all cases, and is provided on a totally voluntary basis as an aid and informational resource
to veterinarians, who are expected to make their own calculations, use their own clinical knowledge, and judgment, as well as
obtaining their own findings in treating their Fanconi patients.
この治療指針は、獣医師がファンコーニ腎症の診断や治療をする上で必要になる検査結果の計算や治療法を決定する場合の補助として、全
て無償で提供するものである。

Acknowledgements: I wish to recognize with limitless gratitude the patience of my, wonderful, multi-talented wife in supporting, and
participating, in the untold hours spent helping owners and veterinarians over the last three decades.
謝辞: ここで、30 年以上に渡り気の遠くなるような時間をかけ、獣医師や飼い主からのファンコーニ腎症の問い合わせに対応し、忍耐強く
私を支えてくれた有能で素晴らしい妻に惜しみない謝辞と敬意を表したい。
As many who have called my contact number (our home phone) at all hours of the day and night can attest, she has become quite the expert
at Fanconi management in her own right, and I have received many compliments, over the years, about her caring advice, so freely offered.
多くの人が昼夜を問わず、問い合わせ先(自宅の電話)に相談の電話をかけてきたが、年月を重ねる毎に自ずとファンコーニ腎症に非常に詳
しくなった彼女の懇切丁寧なアドバイスに多くのお褒めの言葉を頂いた。

I must also recognize my lovely daughter, who missed many hours of quality “dad time”, as I would be glued to the phone or later the
computer, assisting on Fanconi cases from all over the globe, seven days a week, and at some very odd hours (in our time zone, anyway).
また、私がファンコーニ腎症の研究や問い合わせの対応に膨大な時間を費やしたために、大切な「パパとの時間」を犠牲にしなければなら
なかった愛する娘にも感謝したい。
I must admit, however, that her exposure to my work with Fanconi was at least partially responsible for sparking her interest in science and
medicine.
一つ言っておきたい事は、娘が科学や医学に興味を持ったのは、私のファンコーニ腎症の研究を間近で見て育った結果だと思う。
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One example was her ability to care for our non-Fanconi Basenji, who did suffer from severe epilepsy.
例を一つ挙げると、当時飼っていたファンコーニ腎症ではないが、ひどいてんかん持ちのバセンジーをよく世話をした事だ。
One morning, when she was no more than ten years old, she greeted us with, “good morning…oh, by the way, Topper had a seizure last
night. I made sure he was safe, and his airway was clear. Once it passed I let him go outside, then sent him back to bed. I didn’t think it was
worth waking you up for just that”.
娘がまだ10歳にも満たない頃、ある朝の会話の中での出来事だ。「おはよう。そうそう、昨日の夜ね、トッパーが発作を起こしたの。それ
で、彼が窒息しないよう気管を開けておいたのよ。発作が治まったから一度外へ出して、また中に入れて寝かしつけてあげたわ。この位の
事なら、パパ達を起こさなくても良いと思ったの。」
She continues to amaze us with her skill and prowess, as she works treating autistic children.
この後も、娘は優れた能力で私たち夫婦を驚かせ、今では自閉症の子供達を治療しているのだ。
I wish to also recognize Betsy Polglase, a pillar in the Basenji community, with great appreciation for her time, writing expertise, sharp eye
and bright mind, and decade’s long friendship, in helping make the Protocol a useful tool from the very beginning, with her generously
volunteered, and most expert editing.
更に、ベッツィー▪ポールグレイズにも感謝の意を表したい。彼女はバセンジー界の大黒柱と言っても過言ではなく、私の何十年来の友人
であり、素晴らしい洞察力と執筆力でこの治療指針の編集に始めから無償でサポートしてくれた。
Betsy was founder and President of Basenji Companions, a wonderful, international support and friendship group for pet Basenji owners.
ベッツィーは、バセンジー・コンパニオンズの創設者及び会長であり、その会は、バセンジー犬の飼い主達の素晴らしい国際的なサポート
と交流の場となっている。
Using that forum, she also started compiling Fanconi Protocol survival data, not only on Basenjis, but open to owners of all afflicted pets.
その交流を通じて、バセンジーのみならず、ファンコーニ腎症を患った他動物の生存データの収集をも始めたのである。
Mrs. Polglase was also a founder and past president of the Bay State Basenji Club, and over the years was involved in obedience, agility
work, as well as Basenji rescue and adoption.
ポールグレイズ女史はまた、ベイ・ステート・バセンジー・クラブの創立者及び前会長であり、しつけ教室や障害物競争、バセンジーの保
護と新しい飼い主探しにも尽力した。
Her commitment to this breed and to pet’s health in general has been clearly demonstrated by her incredible effort in helping monitor and
support Fanconi pet owners online, as well as her great effort in helping make the various iterations of this Protocol a much more readable
and useful aid for veterinarians to use, worldwide.
彼女のバセンジーとペット全般の健康管理に対する献身的な姿勢は、ファンコーニ腎症を患ったペットを持つ飼い主達をサポートしてきた
計り知れない努力と、この治療指針を世界中の獣医師達により分かりやすく、使いやすくするために改訂を重ねる度に援助を買って出てく
れた人柄に現れている。
None of this work would have been possible without the initial information and invaluable contributions of the late Dr. Kenneth Bovee of
University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine, and an early pioneer in defining Fanconi, Dr. Jeanne Barsanti, of the University of
Georgia School of Veterinary Medicine, whose guidance and assistance with “Cenji’s” care and the early Fanconi research, helped put the
final pieces in the “Fanconi puzzle”, and finally, Dr. Jerry Case, a superb veterinarian and great friend, who worked tirelessly to bring clinical
reality to my theories and ideas.
私の研究は、以下の三博士の協力なしでは成し遂げられなかっただろう。ファンコーニ腎症の初期の情報や計り知れない貢献を提供してく
ださったペンシルバニア大学獣医学部の故ケネス・ボヴィー博士、「センジー」という名のバセンジー犬と共に初期のファンコーニ腎症研
究を行い、病のパズルを解きながら、「ファンコーニ腎症」を定義づけたパイオニア、ジョージア大学獣医学部のジアン・バーサンティ博
士、最後に臨床現場で根気強く診断、治療を行い、私の仮説と見解を証明してくれた素晴らしい獣医師で私の良き友人、ジェリー・ケース博士だ。
Even in his retirement, his daughter Dr. Carla Case McCorvey continues to advance the work of veterinary care and helps me care for my
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current Fanconi fur kids, thus allowing me to further “polish” this Protocol to the benefit of all Fanconi patients.
彼が退官した後も、彼のご令嬢、カーラ・ケース・マッコーヴィー博士が、引き続き獣医医療を進歩させており、私のファンコーニ腎症を
持つ毛むくじゃらの子供達の世話をし易くし、この治療指針に更なる磨きをかけてくれている。

Finally, I must recognize Cenji (Little Miss Satin Cenji), a calm, patient and most long suffering, but never fussing, gentle soul of a Basenji, for
whom this Protocol was developed.
最後に、この治療指針を作るきっかけとなったバセンジー犬、おとなしくて我慢強く、とても長い時間苦しんだけれど、一度も不満を漏ら
さなかった優しいセンジー(リトル･ミス・サテン・センジー)に敬意を表したい。
Had she not been such a good sport and a fierce, but stoic fighter against Fanconi, this Protocol would never have come into being.
彼女がカラッとした性格で、ファンコーニ腎症に平然かつ果敢に立ち向かってくれたからこそ、この治療指針が出来上がったといっても良い。
Rarely has one dog’s life touched so many pets and humans across the globe.
一匹の犬の人生が、世界中のこれほど多くのペットや人間に影響を与えた事は非常に稀であろう。

Feel free to copy, print, translate, share, upload, download or link to this Protocol.
この治療指針をご自由にコピー、印刷、翻訳、共有、アップロード、ダウンロード、リンクしていただいて構いません。
It may be added to any website, and translated into any language.
他のウェブサイトに転用し、また他言語に翻訳していただいても結構です。
The only request is that ALL the information contained herein is shared ACCURATELY and IN COMPLETE
FORM, and is reproduced LEGIBLY.
唯一のお願いとして、この治療指針の内容を全て正確及び完全な形で共有し、読みやすい方法で複製してください。

**

最後に ***

念願の Gonto 先生のファンコーニ症候群プロトコール、最新版が翻訳されました。
2008 年 1 月の花の発病から、2009 年 11 月に我が家にきた当時から発病していたくらら、そして 2013 年 1 月
にまさかの発病を確認した我が家の愛バセ３頭のファンコーニ三重奏…どうなることかと思いましたが、
Gonto 先生が 2003 年に発表された（旧）治療論文に、とにかく支えらたことをしみじみ思い出しています。
そして、更に新しい治療論文が出たことをとてもウレシク思います。
ただ、新論文が発表されたということを喜んでばかりはいられません。
改正論文が出来るほど、世界中ではまだまだこの病気を持つバセンジー、または他種の動物がいるということ
を思い知ります。日本のバセンジー犬に関しても、この病気の発症率は決して安心できるものではないと言う
ことを、どうかどうか現バセンジーオーナー皆様の心にとどめて頂ければと思います。
ファンコーニ症候群は交配をさせる人間が気を付けてブリーディングをしなければ、決して淘汰できない遺
伝病です。今でも続々と発病の情報が飛び交うのは、この人為によるゆへの結果です。
ただ、現在では日本でも治療できる病院も少しずつ増えてきました。
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当方の主治医、クーパー動物病院の黒田先生による獣医師向けのアニマルファンコーニサイトももうすぐ完
成（予定）です！ 日本でも、どんどん治療法が浸透されてきていることを本当に嬉しく思います。
最後に日本語への翻訳を快く引き受けてくれた、兄嫁さんに心からの感謝を！！！！
日本でのファンコーニ治療の先頭を走り抜き、安らかに旅立った愛犬花・くらら、私がファンコーニ症候群の
情報収集に力を入れ始めてから協力してくれた沢山のファンコーニ仲間にも、深く感謝ヲ。
どうか、これからも日本国内における全てのファンコーニ疾患を伴う動物たちが、心ある治療を受けることが
出来、発病しても幸せな犬生を送れますように…
2015.11.20 あけん＠komarigao
http://fanconi.basenji.jp/

