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動物の腫瘍 インフォメーション・シート ⑦ 

犬の肝臓腫瘍 

近年、ペットの長寿命化や超音波検査の普及に伴って、肝臓の腫瘍と診断され

るワンちゃんが増えています。北大動物医療センターにおいても、肝臓腫瘍の

手術は近年大変多くなっています。肝臓は“沈黙の臓器”とも呼ばれるように、

腫瘍が発生しても症状が出にくく、発見時にはかなり大きいサイズになってし

まっていることがあります。また、高齢で発生する病気ですので、手術をすべ

きかどうか悩まれる飼い主様も多いのが実情です。肝臓腫瘍の多くは手術によ

り根治が見込めるものですが、動物の年齢や手術のリスクによっては手術をし

ないという選択肢が適切な場合もあります。このしおりでは、愛犬が肝臓腫瘍

と診断され手術を迷われている飼い主様に、この病気を正しく理解して頂き、

手術すべきかどうかの判断材料としていただくためのものです（文責：細谷）。 

 

１． 肝臓の腫瘍にはどんなものがあるの？ 

肝臓は腸が吸収した栄養分を代謝・解毒するための臓器であり、肝細胞・胆

管・血管からなります。肝臓に発生する主な腫瘍としては、肝細胞由来、胆管

由来、血管由来の腫瘍が挙げられますが、肝細胞由来（結節性過形成・肝細胞

腺腫・肝細胞がん）が最も多く、全体の 8 割以上を占めます。基本的に、これ

ら 3 疾患は孤立性の発生であれば、手術により良好な予後が期待できます（手

術の難易度/リスクについては後述します）。 

病気の種類 特徴 術後の再発・転移 

結節性過形成 

腫瘍ではないが、進行性に大き

くなり続ける場合には切除す

る必要あり。 

手術でとりきれれば

予後は良好。ただし

肝臓の他の部位に同

じ病変がまたできる

こともある。 

肝細胞腺腫 良性腫瘍。緩徐に進行する。 

肝細胞がん 

悪性腫瘍だが進行はゆっくり

で、他臓器への転移も稀。手術

で完治することも期待できる 

肝胆管がん 
肝細胞がんと胆管癌の中間の

悪性度 
再発に注意が必要 

胆管がん 
多くは多発。手術適応にならな

いことも多い。 
肝内転移・他臓器へ

の転移が起こりやす

い。予後はきわめて

不良。 

血管肉腫・カル

チノイド・その

他の悪性腫瘍 

進行が非常に早く、多発/他臓

器にも転移することも多い。 
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２．手術の危険度はどれくらいですか？ 

  肝臓腫瘍の手術の危険度は、肝臓のどこに発生しているのかによって大き

く変わります。犬の肝臓は右肝区域、中央肝区域、左肝区域からなり、それぞ

れさらに 2～3 つの葉に分かれます。左肝区域は分布する血管が長く、比較的

後大静脈本管から距離があるため、摘出しやすいのに対し、中央肝区域と右肝

区域の腫瘍は血管の結紮/切断の際の出血リスクが高くなり、危険度が上がる傾

向にあります。また、肝葉の辺縁から発生している腫瘍は比較的安全に切除で

きますが、肝葉の基部に発生した腫瘍では摘出の難易度は高くなります。 

 個々の症例において、術前の CT 検査を実施してどの肝葉から発生している

のか、どの血管を処理すれば摘出できるのかを評価しておくことは、手術のリ

スクを下げるために非常に重要です。 
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３．肝臓の右側にできた腫瘍は手術できないと言われたのですが？ 

犬の肝臓腫瘍の手術リスクについては、少し古い研究では、肝臓の左側にでき

た腫瘍と右側にできた腫瘍では、手術成績が大きく異なる（右側の腫瘍は死亡

リスクが高い）という結果が得られていました。これに基づいて、動物病院で

は「右側にできた肝臓腫瘍は手術できない」という説明がされることがしばし

ばあります。しかしながら、近年肝臓外科は以前よりも一般的な手術となって

おり、画像診断の進歩や手術手技の熟達により、現在では右側と左側で手術成

績が大きく異なるということはありません。ただし、リスクが低いという意味

ではなく、右でも左でも出血等のリスクがあることに変わりはありません。 

 

左肝区域 

・後大静脈から遠く、手術の適応と  

なりやすい。 

・大出血のリスクは低い。 

 

 

 

 

 

中央肝区域 

・血管の走行がやや複雑で、個体差 

がある。 

・血管の処理が煩雑/出血リスクを伴 

う。 

・胆嚢（胆汁をためる袋）を同時に摘 

出しなければならない場合もある。 

 

 

右肝区域 

・血管が短く、後大静脈に直接つな 

がっている。 

・結紮する十分な長さが取れないた 

め、出血リスクが高い。 

・手術中に後大静脈を圧迫して血流 

をうっ滞させてしまう場合がある 

（低血圧、血栓のリスク↑）。 
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４．うちの子の腫瘍はどこにできているんですか？手術は可能ですか？ 

肝臓腫瘍の手術を検討する際には、必ず事前の画像診断（超音波検査・CT 検

査）に基づいて担当医から手術のリスクについて説明させていただきます。 

 

（犬の肝臓の模式図）：術前のご説明時に用います。 
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５．いま何も症状がないのですが、手術しなかった場合にはどうなりますか？ 

肝臓腫瘍はかなりの大きさに達しても、臨床上ワンちゃん本人は元気いっ

ぱいで、食欲不振などの明確な症状がみられないことが多くあります。また、

肝臓腫瘍の多くは進行が遅いため、無治療でも 6 か月～1 年ほどは臨床的に問

題にならない可能性もあります。しかしながら、肝臓腫瘍が大きくなった場合

には、胃の圧迫による食欲低下、腹腔内出血、後大静脈の圧迫による腹水、胆

汁の流れが阻害されることによる黄疸、肝臓の大部分が侵されることによる肝

不全など、致命的な問題につながります。症状が出にくいのが肝臓腫瘍の特徴

ですが、逆に言えば症状がでるまで進行してしまった場合には、手術ができな

いか、または非常にリスクが高い手術になってしまうことが予想されるため、

手術を考える場合には可能な限り早期の実施が推奨されます。 

 

６．高齢なのですが、手術に耐えられますか？ 

  肝臓腫瘍は、ほとんどの場合高齢のワンちゃんに発生する病気です。高齢

であることは、手術や麻酔においては確かに不利となる要素ですが、このしお

りに示す手術成績は、同じように高齢のワンちゃんたちの治療成績です。2018

年1月～2020年4月の期間に北大動物医療センターで肝臓腫瘍の手術を受け

た 70 症例では、平均年齢は 12 歳（最低 6 歳～最高 16 歳）でした。すなわ

ち、例えば 13 歳という年齢の肝臓腫瘍のワンちゃんがいたとしますと、一般

的には“高齢”ですが、肝臓の手術を受けるワンちゃんとしては、決して高齢

というわけではないということになります。また、年齢を理由に治療を先延ば

しにすることで、さらに高齢になった時点で手術をせざるを得なくなってしま

う可能性もあります。そうするとさらに麻酔のリスクが上がるだけでなく、腫

瘍が増大することで手術自体のリスクも上がってしまいます。高齢でかかる病

気だからこそ、少しでも軽い負担で済ませるためには手術適期を逃さないこと

が重要です。ただし、手術がおすすめできるかどうかはもともとの年齢と現段

階での腫瘍の進行度によりますので、詳しくは当院の担当医が飼い主様とご相

談させていただきます。 

 

2018 年 1 月～2020

年 4 月までに当センタ

ーで肝臓腫瘍の手術を

受けた犬70例の年齢の

分布。ほとんどの症例が

10 歳以上であり、平均

年齢は 12 歳。 
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７．初診時にはどんな検査をするの？ 

初診時には無麻酔でできる安全な検査から開始します。 

（以下、無麻酔で実施する検査） 

・血液検査：肝臓腫瘍のワンちゃんの多くは高齢です。他の病気が併発してい

ないか、麻酔が安全にかけられそうかどうかを判断するために血液検査をしま

す。後述するホルモンの異常を調べるためにホルモン値測定を含む場合もあり

ます。 

・胸部エックス線（レントゲン）検査：心臓や肺に異常がないか、麻酔が安全

にかけられそうかを検査します。 

・腹部超音波検査：肝臓のどの部位から腫瘍が発生しているのか、多発してい

ないか、肝臓以外の臓器に異常がないかをチェックします。 

・細胞診：肝臓の腫瘍に細い注射針を差し、細胞を採取する検査です。肝細胞

由来か、胆管由来か、血管などその他の腫瘍が疑わしいかをチェックします。

肝細胞由来の場合と、それ以外の場合とでは治療法や予後が大きく異なります。 

・造影超音波検査（ソナゾイド®検査）：肝臓の腫瘍が良性か悪性かを調べる検

査です。無麻酔でも実施可能ですが、より正確な診断をするために CT 検査と

ともに麻酔下で実施することがあります。ただし、肝臓腫瘍の場合、良悪の鑑

別よりも肝細胞由来の腫瘍（＝良性でも悪性でも手術で予後良好）なのか、そ

れ以外の腫瘍（＝ほぼ悪性で予後も要注意）なのかの鑑別の方が重要であるた

め、細胞診検査で十分な判断がついた症例においては、本検査は実施しない場

合もあります。 

 

ここから先は、治療のために必要と判断された症例にのみ行う全身麻酔をかけ

ての検査になります。 

・CT 検査：肝臓内での腫瘍の発生部位や血管

との位置関係を詳しく調べるための検査です。

CT 検査では体の内部を三次元的に画像化す

ることで、手術リスクを事前に把握できるだ

けでなく、他の臓器に異常がないかどうかを

スクリーニングできるという利点もあります。 

・組織生検（Tru-Cut 生検）：肝臓の腫瘍の

種類を確定するために、経皮的に組織を採取

する検査です。ボールペンの芯くらいの太めの針を刺して肝臓腫瘍の一部を採

取します。多少の出血を伴いますので、出血しやすい腫瘍や腹水を伴っている

腫瘍では実施できない場合もあります。細胞診や造影超音波検査で十分な診断

がついている場合など、本検査が不要な場合も多くあります。 

CT 検査の画像 
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８．手術のリスクって、具体的にはどんなものがあるの？ 

  単発の肝臓腫瘍の治療では、手術による摘出が第一選択となります。ただ

し、肝臓の手術は他の一般的な手術と比較して大きな出血などのリスクを伴う

危険度の高い手術となります。以下は直近の１１5 例（2018 年 1 月～202１

年１月までの期間において、当センターで肝臓腫瘍摘出術を受けた症例）にお

ける実際の手術成績をお示しします。大きな肝臓腫瘍の切除手術は、命に関わ

る合併症のリスクを伴う場合もありますので、本データをもとに慎重なご検討

をお願いいたします。 

① 合併症の種類とその発生頻度 

肝臓の手術は大きな血管の操作を伴う侵襲度の高い手術のため、下の表に示

すような様々な合併症が起こる可能性があります。出血のように外科チームの

技術で防げる合併症もある一方で、膵炎や血栓症などのように予防策が講じに

くい性質の合併症も存在します。治療にあたってはこれらの合併症の発生リス

クを極力下げる努力をしておりますが、軽度のものも含めると比較的高い合併

症発生率であるのが現状です。 

合併症 説明 発生頻度 

術後膵炎 

肝臓の傍にある膵臓という臓器の炎症によ

り、術後数日にわたって腹痛・吐き気・食

欲不振などが起こるものです。通常は生命

に関わるものではありませんが、炎症が治

まるまでの数日間～1 週間程度、入院期間

が延長してしまいます。 

26.1％ 

※無徴候/軽度の 

膵炎も含む 

出血 

手術中に大血管や腫瘍からの出血が起こり

得ます。輸血により対処可能ですが、重度

のものは命にかかわります。通常は術中に

出血しますが、まれに（4.3%）術後に出血

が起こることもあります。 

11.3％ 

※輸血を要した率 

血栓症 

血管の中で血餅（血の塊）ができてしまい、

それが重要臓器の塞栓をきたすものです。

例えば、脳梗塞による神経症状、心筋梗塞

による突然死、肺血管塞栓による呼吸不全

などの原因となります。術中や術後の急変/

急死の原因となりうる合併症です。 

4.3％ 

 

その他 
一過性の急性腎不全、低血糖、後肢の浮腫、

胃拡張、数日以上つづく食欲不振、術創の

裂開など 

10.4％ 

※軽度のものも含む 
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② 合併症発生率と死亡率 

前項で示した各種の合併症をすべて合わせて集計した結果です。深刻な合併

症（幸いなことに致命的にはならなかったものの、対処が遅れた場合には症

例の死亡にもつながる可能性のあったもの）の発生率は約 15％、残念なが

ら実際に死亡するという結果になってしまった合併症の発生率は 3.5％とな

っており、いずれも比較的高いことがわかります。これは、当センターが比

較的進行した難易度の高い肝臓腫瘍の症例を受け入れる施設であることに

も関連はしておりますが、合併症症例の中には左肝区域の比較的難易度の低

い腫瘍の術後に急死（血栓症等で）するパターンも含まれており、一概に手

術の難易度のみで合併症率や危険度が決定されるものではないと考えてお

ります。 

 

③ 術後退院までに要した日数 

術後は 3～4 日で退院するケースが最も多くなっております。ただし、膵炎

などの合併症が発生した場合には入院期間が長くなることも想定されます。 
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９．肝細胞腺腫/肝細胞がん と クッシング病について 

   クッシング病とは、体がステロイドホルモンを過剰に分泌してしまう病気

のことです。ステロイドホルモンは肝細胞の変性を引き起こす性質があるため、

クッシング病が間接的に肝細胞の腫瘍の遠因となっている可能性が指摘されて

います。実際に、肝臓腫瘍と診断されて当センターを受診したワンちゃんの約 3

分の 1 でクッシング病のホルモン検査で陽性と診断されています。クッシング

病は、肝臓腫瘍の遠因となっている可能性があるだけでなく、血液の凝固亢進

（血が固まりやすくなる状態）の原因にもなるため、術中や術後の血栓症のリ

スクを助長することが危惧されます。このため、当センターでは肝臓腫瘍の摘

出前のクッシング病の確認を実施するとともに、クッシング病と診断された症

例においては肝臓腫瘍の手術前にクッシング病の治療を先行して実施する場合

があります。クッシング病の治療はステロイドホルモンの分泌を抑える内服薬

での治療になります。 

 

１０．術後は通院が必要ですか？ 

   肝臓腫瘍の大部分では、手術さえ無事に乗り切ってしまえば、術後の抗が

ん剤治療は不要です。手術で完全に取り切れた場合には術後は紹介元の動物病

院様で 3～6 か月ごとの定期検診を受けていただきます。腫瘍の再発や肝臓の

他の領域に同じような腫瘤が発生してこないかに注意してモニターしていくこ

とが推奨されます。 

  胆管がんや血管肉腫などの悪性度の高い腫瘍では、手術で取り切れていた

としても、肝臓内や他の臓器への転移が起こっている可能性が高く、術後に抗

がん剤治療のご相談をさせていただく場合があります。 

 

１１．手術以外の治療法はありますか？ 

   手術不適応と判断された肝臓腫瘍（高リスク、多発など）に対して、高精

度放射線治療による治療が選択される場合があります。詳しくは担当医にご相

談ください。 

  また、症例が非常に高齢である場合や、他の疾患（心不全・腎不全など）

を併発している場合では、寿命内に肝臓腫瘍が問題にならない可能性が高い時

には、手術を含む積極的な治療を推奨しないこともあります。 

 

個々の症例の状況によって、適切な治療法は異なります。最終的には飼い主様

とご相談の上、最もご希望に合った治療プランを選択していただくことになり

ますので、わからないことは当センターの腫瘍科担当医にお気軽にご相談くだ

さい。 


