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悪性 57%

悪性疑い 7%

良性 20%
良性疑い 2%
不明 14%

CT検査に加えて
病理検査をもとに最終診断
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疾病別



2020年
種類 性別 年齢 病変部位 ⼿術内容 診断名

ボストン・テリア オス（去勢） 10歳 眼球 眼球摘出術 眼球破裂（咬傷）
マルチーズ メス（避妊） 10歳 肺 肺葉切除術 肺葉捻転（右肺中葉）

ミニチュア・ダックスフント オス（去勢） 8歳 ⻭
抜⻭

⻭⾁粘膜フラップ術
右上顎第4前⾅⻭根尖膿瘍

頬⾻膿瘍

雑種⽝ メス（避妊） 11歳 ⻭
抜⻭

⻭⾁粘膜フラップ術
残根⻭膿瘍（右上顎第4前⾅⻭）

雑種猫 オス（去勢） 不詳 ⻭
抜⻭

⻭⾁,唇側粘膜フラップ術
右上顎⽝⻭根尖膿瘍

⼝腔⿐腔瘻
ヨークシャ・テリア オス（去勢） 14歳 肝臓 右肝区域切除術 肝細胞癌（外側右葉・尾状葉）

ビーグル オス（去勢） 13歳 肝臓 完全肝葉切除術 線維⾁腫（外側左葉）
ミニチュア・シュナウザー メス（避妊） 15歳 肝臓 完全肝葉切除術 肝細胞癌（内側左葉）

シェルティー オス（未去勢） 12歳 睾丸 腹腔内停留睾丸摘出術 セルトリ細胞腫
トイ・プードル オス（去勢） 11歳 橈⾻ 断脚術 ⾻⾁腫

雑種猫 メス（未避妊） 13歳 乳腺 両側乳腺全切除術 乳腺癌
雑種猫 メス（避妊） 11歳 乳腺 ⽚側乳腺切除術 乳腺癌
雑種猫 メス（未避妊） 14歳 乳腺 ⽚側乳腺切除術 乳腺癌

ミニチュア・ダックスフント メス（未避妊） 12歳 乳腺 領域乳腺切除術 乳腺癌
 マルチーズ メス（未避妊） 14歳 肺 肺葉切除術 肺腺癌（右肺中葉）

⾼難度および⾼悪性度⼿術の⼀部を記載しております。
この他、多数の⾼難度⼿術を実施させていただいております。



パピヨン オス（去勢） 13歳 肺 肺葉切除術 肺腺癌（右肺副葉）
ヨークシャー・テリア オス（去勢） 14歳 肺 肺葉切除術 肺腺癌（左肺前葉）

雑種猫 オス（去勢） 10歳 肺 肺葉切除術 肺腺癌（左肺前葉）
雑種猫 メス（避妊） 13歳 肺 肺葉切除術 肺腺癌（左肺後葉）

トイ・プードル メス（避妊） 15歳 脾臓 脾臓摘出術 ⾎管⾁腫
ミニチュア・ダックスフント オス（去勢） 10歳 脾臓 脾臓摘出術 ⾎管⾁腫

トイ・プードル メス（避妊） 15歳 脾臓 脾臓摘出術 線維⾁腫
ミニチュア・ダックスフント メス（避妊） 15歳 脾臓 脾臓摘出術 ⾎管⾁腫

柴⽝ メス（避妊） 14歳 ⽪膚⽪下 ⽪膚⽪下腫瘤切除術 肥満細胞腫
アメリカン・コッカースパニエル オス（去勢） 13歳 ⽪膚⽪下 ⽪膚腫瘍切除術 悪性⿊⾊腫

トイ・プードル オス（未去勢） 14歳 ⽪膚⽪下
⽪膚⽪下腫瘤切除術
⽪膚ヒダ前進⽪弁法

⾎管周⽪腫

トイ・プードル オス（去勢） 16歳 ⽪膚⽪下
⽪膚腫瘍切除術

深腸⾻回旋動脈⽪弁法
扁平上⽪癌

雑種猫 オス（去勢） 10歳 ⽪膚⽪下 ⽪膚⽪下腫瘍切除術 シュワン細胞種
雑種⽝ メス（避妊） 11歳 ⽪膚⽪下 ⽪膚⽪下腫瘍切除術 脂肪⾁腫
パグ メス（避妊） 11歳 ⽪膚⽪下 ⽪膚⽪下腫瘍切除術 肥満細胞腫

雑種猫 メス（避妊） 不詳 ⽿ ⽿介部腫瘍切除術 肥満細胞腫
雑種猫 オス（未去勢） 10ヶ⽉ ⼩腸 ⼗⼆指腸切開術 腸閉塞（クッションフロア⽚）
雑種猫 オス（去勢） 5歳 ⼩腸 空腸切開術 腸閉塞（ビーチサンダル⽚）
雑種⽝ オス（去勢） 11歳 胆嚢 胆嚢摘出術 肝外胆管閉塞（胆嚢粘液嚢腫）

ポメラニアン オス（去勢） 15歳 胆嚢 胆嚢摘出術 胆嚢破裂（胆嚢粘液嚢腫）
チワワ メス（避妊） 10歳 胆嚢 胆嚢摘出術 肝外胆管閉塞（胆嚢粘液嚢腫）

トイ・プードル オス（未去勢） 12歳 胆嚢 胆嚢摘出術 胆嚢破裂（胆嚢粘液嚢腫）



トイ・プードル オス（未去勢） 13歳 胆嚢 胆嚢切除術 胆嚢破裂（胆嚢粘液嚢腫）
ミニチュア・ダックスフント メス（避妊） 15歳 胆嚢 胆嚢摘出術 肝外胆管閉塞（胆嚢粘液嚢腫）

雑種猫 メス（避妊） 3歳
腹壁

横隔膜
腹壁破裂整復術

横隔膜破裂整復術
腹壁破裂・横隔膜破裂（外傷）

柴⽝ メス（避妊） 14歳 指 断指 扁平上⽪癌
雑種⽝ オス（未去勢） 8歳 会陰 ポリプロピレンメッシュ整復術 会陰ヘルニア（膀胱脱出）

ミニチュア・ダックスフント オス（未去勢） 9歳 会陰 ポリプロピレンメッシュ整復術 会陰ヘルニア（膀胱脱出）

チワワ オス（未去勢） 10歳 会陰
ポリプロピレンメッシュ整復術

前⽴腺嚢胞切除術
会陰ヘルニア（前⽴腺嚢胞脱出）

雑種猫 メス（未避妊） 7ヶ⽉ 胃 胃切開術 異物誤飲（画鋲）
カニーヘン・ダックスフント オス（未去勢） 13歳 ⼩腸 空腸切開術 腸閉塞（⽑球症）

ソマリ オス（去勢） 6歳 ⼩腸 空腸・回腸切開術 腸閉塞（紐状異物）
ミニチュア・ダックスフント オス（去勢） 13歳 直腸 直腸穿孔整復術 直腸穿孔（異物）

雑種猫 メス（避妊） 1歳 基節⾻ ピンニング固定術 基節⾻⾻折（左第3）
トイ・プードル メス（避妊） 4歳 股関節 ⼤体⾻頭切除術 股関節脱⾅（外傷）

ミニチュア・ダックスフント メス（未避妊） 7歳 脊髄 ⽚側椎⼸切除術
椎間板ヘルニアグレード５a
（第13胸椎-第１腰椎間）

アメリカン・コッカースパニエル オス（去勢） 11歳 脊髄 ⽚側椎⼸切除術
椎間板ヘルニアグレード４

（第9-第10胸椎,第12-第13胸椎間）

スタンダード・ダックスフント メス（未避妊） 6歳 脊髄 ⽚側椎⼸切除術
椎間板ヘルニアグレード5a
（第2-第3-第４腰椎間）

ミニチュア・ダックスフント メス（避妊） 10歳 脊髄 ⽚側椎⼸切除術
椎間板ヘルニアグレード４

（第1-第2-第3腰椎間）



ミニチュア・ダックスフント メス（未避妊） 11歳 脊髄 ⽚側椎⼸切除術
椎間板ヘルニアグレード5a

（第1-第2-第3腰椎間）

ミニチュア・ダックスフント オス（去勢） 17歳 脊髄 ⽚側椎⼸切除術
椎間板ヘルニアグレード5b

（第12-第13胸椎-第１腰椎間）
チワワ オス（未去勢） 1歳 ⼤腿⾻ ピンニング固定術 ⼤腿⾻⾻折（右側）

トイ・プードル メス（未避妊） 10ヶ⽉ ⼤腿⾻ ⼤体⾻頭切除術 レッグ・カルベ・ペルテス
トイ・プードル オス（未去勢） ９ヶ⽉ ⼤腿⾻ ⼤体⾻頭切除術 レッグ・カルベ・ペルテス

雑種⽝ オス（去勢） 9ヶ⽉ 中⼿⾻ プレート固定術 中⼿⾻⾻折（左第2,3,4）
チワワ オス（去勢） 1歳 橈⾻尺⾻ プレート固定術 橈尺⾻⾻折（右側）
チワワ オス（去勢） 7ヶ⽉ 橈⾻尺⾻ プレート固定術 橈尺⾻⾻折（左側）
チワワ メス（避妊） 5歳 膝関節 膝蓋⾻脱⾅整復術 膝蓋⾻内⽅脱⾅グレード４（右側）

ヨークシャー・テリア オス（去勢） 3歳 膝関節 膝蓋⾻脱⾅整復術 膝蓋⾻内⽅脱⾅グレード３（両側）
ポメラニアン オス（去勢） 4歳 膝関節 膝蓋⾻脱⾅整復術 膝蓋⾻内⽅脱⾅グレード３（両側）
マルチーズ オス（去勢） 4歳 膝関節 膝蓋⾻脱⾅整復術 膝蓋⾻内⽅脱⾅グレード３（両側）

トイ・プードル オス（去勢） 5歳 膝関節 膝蓋⾻脱⾅整復術
膝蓋⾻内⽅
および

外⽅脱⾅グレード２（両側）
チワワ メス（避妊） 12歳 膝関節 関節外制動術 前⼗字靭帯断裂（右側）

ヨークシャー・テリア オス（去勢） 9歳 膝関節 関節外制動術 前⼗字靭帯断裂（右側）
雑種猫 メス（避妊） 3歳 股関節 ⼤腿⾻頭切除術 股関節脱⾅（外傷）

ノーフォークテリア メス（未避妊） 4歳 ⼦宮 帝王切開 難産
チワワ メス（未避妊） 2歳 ⼦宮 帝王切開 難産



チワワ メス（未避妊） 13歳 ⿏径
⿏径ヘルニア整復術
卵巣⼦宮摘出術

左⿏径ヘルニア（⼦宮脱出）

キャバリア メス（未避妊） 7歳 ⼦宮 卵巣⼦宮摘出術 ⼦宮蓄膿症
ポメラニアン メス（未避妊） 12歳 ⼦宮 卵巣⼦宮摘出術 ⼦宮粘液症

チワワ メス（未避妊） 11歳 ⼦宮 卵巣⼦宮摘出術 ⼦宮蓄膿症
ジャックラッセル・テリア メス（避妊） 14歳 尿管 尿管結⽯摘出術 尿路閉塞（尿管結⽯）

スコティッシュ・フォールド メス（避妊） 10歳 尿管 尿管結⽯摘出術 尿路閉塞（尿管結⽯）
チワワ メス（避妊） 9歳 尿管 尿管結⽯摘出術 尿路閉塞（尿管結⽯）
雑種⽝ オス（去勢） 3歳 尿道 尿道結⽯摘出術 尿路閉塞（尿道結⽯）

トイ・プードル メス（避妊） 4歳 腎臓 腎臓摘出術 ⽔腎症（尿管結⽯）
トイ・プードル メス（避妊） 12歳 腎臓 腎臓摘出術 ⽔腎症（尿管結⽯）

ミニチュア・ダックスフント メス（避妊） 11歳 腎臓 腎臓摘出術 腎膿瘍・尿管膿瘍
柴⽝ メス（避妊） 11歳 外⽿道 外側⽿道切除術 外⽿道狭窄（外⽿炎）

雑種猫 メス（避妊） 不詳 ⽪膚⽪下
⽪膚形成術

深腸⾻回旋動脈⽪弁法
⽪膚⽋損（外傷）

雑種猫 メス（避妊） 不詳 ⽪膚⽪下
⽪膚形成術
回転⽪弁法

⽪膚⽋損（外傷）

トイ・プードル メス（避妊） 6歳 ⽪膚⽪下 ⽪下腫瘤切除術 免疫介在性無菌性結節性脂肪織炎



症例
診断 2020年 2019年 2018年

僧帽弁逆流症 143 120 126
三尖弁逆流症 69 42 34
⼤動脈弁逆流症 17 26 25
肺動脈弁逆流症 10 11 11
肥⼤型⼼筋症 2 5 9
拡張型⼼筋症 7 2 5
⼼タンポナーデ 4 1 2
動脈管開存症 3 1 2
⼤動脈狭窄症 0 0 1
肺動脈狭窄症 0 0 0
⼼室中隔⽋損症 0 0 1
⼼房中隔⽋損症 0 0 0
⼼臓腫瘍 3 2 2

総検査数 157 130 144

循環器検査（⼼エコー検査・モニター検査・レントゲン検査）

実施症例数を記載しております。


