
琉球動物医療センターの特徴
沖縄でも本州の大学病院と変わらない治療を目指して

琉球動物医療センター
院長　周本2020 就職説明会用



略歴
2008年3月 酪農学園大学獣医学部獣医学科卒業 

2008年4月 農林水産省　入省 
　　　　　　　（東京/霞が関 ,横浜, お台場など） 

2009年4月　名古屋へ転勤（主に港湾業務） 

2010年2月　農林水産省退職 

2010年2月　沖縄へ移住、一次診療の動物病院にて３年勤務 

2013年4月　東京大学付属動物医療センター　外科系研修医 

2014年4月　沖縄へ戻る。沖縄で唯一CTを持つ琉球動物医療センターに就職 

2015年4月　副院長に就任。 

2017年4月　琉球大学農学部家畜衛生学研究室大学院に社会人入学

公務員2年→小動物臨床9年 
結婚10年目、子供4人（11,7,4,1）



2019.10月 
琉球動物医療センターを買取。院長 兼 経営者へ

2019年7月　沖縄県獣医師会大会にて症例発表 [優秀賞受賞]

『腰椎に発生した形質細胞腫に椎体固定とメルファランを併用し、歩行可能となった犬の１例』

2019年11月  九州地区獣医師大会にて同上を症例発表

http://www.okijyu.jp/
http://www.okijyu.jp/


琉球動物医療センター
沖縄で動物病院として初めて10年前にCTを導入 
→2016年に最新の16列CT＋自動造影剤注入器 
（現在は県内に他２件CTを持っている動物病院があるがこの二つの機器を併設しているのは当院のみ） 

他院からの紹介、セカンドオピニオンが 
手術や入院症例の3~4割を占める 

沖縄県内には二次診療施設なし 

内科も外科もEBM(根拠に基づく医療)に沿って 
いればできる限り最大限行う 
EBMとは？→良心的に、明確に、分別を持って、 
　　　　　　 最新最良の医学を用いる医療の在り方



一次診療と二次診療って？
避妊、去勢、ワクチン、異物、中毒、尿閉etc. 
→一次診療（当院はこちらもしっかり行なっていま
す）

二次診療

当院では大学病院の外科/内科で行なっているレベルに 
できる限り近付く努力を日々している。

日本全国各地の16大学の付属動物病院 
日本動物高度医療センターJARMeC 
どうぶつの総合病院 
日本小動物医療センター 
ネオベッツVRセンター



当院によく来院される患者さんの症状の一例
・原因不明の貧血 
・よくならない（慢性）皮膚炎 
・よくならない（慢性）嘔吐・下痢 
・猫のよくならない（難治性）口内炎 
・よくならない歩行異常（慢性跛行） 
・各種腫瘍（肝臓、脾臓、腸管、腎臓、肺、副腎、口腔内など） 
・椎間板ヘルニア（頸部、胸腰部）、骨折、各種神経症状 
・心臓病・循環器疾患（PDA,AS,VSDなど） 
・治らない目の病気（緑内障、白内障、角膜潰瘍など）



当院にて実施している検査
内科全般 

皮膚生検 
内視鏡下上下胃腸生検 
PEGチューブ設置 
骨髄穿刺、脳脊髄液検査 
各種生検(CTガイド下) 
CT撮影/造影(3相造影/脊髄造影)/読影

上記検査は麻酔が必要になる場合がほとんどです。 
まずはこのような検査が本当に必要かどうかを 

しっかりと判断いたします。



当院の最新CT装置は、 
・人と同等レベルの最新のCT装置 
・様々な角度から動物達の「体の
中」を見ることができる 
・立体(３D)で表示することも可能

 CTとは、、、？ 

体を「輪切り」にして見る
ことができる装置 

300~500枚くらいの 
レントゲンを一気に撮影し
「アニメ」のような動画に
したものに近いイメージ

HITACHI  
16列マルチヘリカルCT

自動造影剤注入器



3D MPR 処理（3つの角度から同時に見ることができる）

横からの輪切り

前からの輪切り
上からの輪切り



テキスト



基本的には『全身麻酔』での検査 
となりますが、おとなしい動物、状態が悪い動物は
『無麻酔』での検査も可能な場合があります。



当院で実施可能な手術
• 避妊去勢を含めた各種予防手術やスケーリング 

• 一般的な手術（皮膚腫瘤、乳腺腫瘍、膀胱切開など） 
• 高度な抜歯（全顎抜歯含む） 

• 下記のような特別な道具や管理が必要な各種手術 
(フィラリア釣り出し術、胸腰部椎間板ヘルニア、各種骨折、横隔膜ヘルニア、 
眼球摘出、会陰ヘルニア、会陰尿道造婁などの緊急手術も含む) 

 
   動脈管結紮術 

        門脈シャント結紮術（肝内、肝外ともに対応可能） 
    軟口蓋切除術＋外鼻孔狭窄矯正術＋反転喉頭小嚢切除術 

        全耳道切除術（慢性外耳炎や耳の中の腫瘍に） 
        気管虚脱矯正術（PLLP設置術） 

        胸部食道内異物摘出 
        尿管結石摘出術/尿管尿道吻合 

頸部椎間板ヘルニア減圧術(Ventral Slot)  
椎体固定術（背骨の骨折に対して） 

環椎軸椎固定術 
骨盤複雑骨折 

眼球内義眼インプラント挿入 
（主に慢性緑内障に対する眼球温存） 

結膜フラップ術（角膜穿孔に対する眼球温存)

上顎/下顎切除術（口の中のガンに対して） 
甲状腺腫瘍摘出術 
副腎腫瘍摘出術 

肺葉切除術（主に肺のガンに対して） 
前縦隔腫瘍摘出術（主に胸腺腫に対して） 

肝臓腫瘍摘出術 
（主に肝臓ガンに、肝葉切除/肝区域切除/部分切除） 

骨盤腔内腫瘤摘出術（恥骨/坐骨切除併用） 
膀胱全摘出術（主に膀胱がんに対して尿管尿道吻合と併

用）

高難易度手術



飼い主さんも含めて手術はチーム医療
手術は一人では絶対に 
できません 

飼い主さんのご協力 

術者、助手、器具出し 

麻酔係 

外回り係

手術前の検査、診断、合併症のお伝えを 
的確かつ確実に実施いたします。 
手術後の集中管理と痛みのケア・栄養管理まで 
念頭に置いて手厚く看護いたします



骨盤複雑骨折、プレート法、 
(2歳齢、柴犬)



姿勢反応/痛覚 右後肢 左後肢
CP 0 0

踏み直り 0 0
跳び直り 0 0
浅部痛覚 1-2 1

→胸腰部椎間板ヘルニアGrade4相当

L1椎体腫瘍（形質細胞腫）に対する減容積と椎体固定 
プレート法、(６歳齢、M.ダックス)



L1椎体腫瘍（形質細胞腫）に対する減容積と椎体固定 
プレート法、(６歳齢、M.ダックス)



L1椎体腫瘍（形質細胞腫）に対する減容積と椎体固定 
プレート法、(６歳齢、M.ダックス)



術後4ヶ月目の歩行

姿勢反応/痛覚 右後肢 左後肢
術前 術後 術前 術後

CP 0 2 0 2
踏み直り 0 1-2 0 2
跳び直り 0 0-1 0 1-2
浅部痛覚 1-2 2 1 2

術後10ヶ月(第310病日)経過も 
良好な歩行状態とQOLを維持



動脈管開在症、ジャクソン変法 
G.シェパード(4ヶ月齢)



肝外側左葉（起源不明肉腫） 
シバ犬(15歳)



肝内門脈シャント、開胸下シャント結紮 
ウェストハイランドテリア(4ヶ月齢)



小型の動物たちにもできる限りの手術を！

ウサギの輸血 

ウサギの抜歯 

ウサギの全耳道切除＋鼓室胞切開 

鳥の採血、レントゲン、エコー、 
骨折 

ハムスターope 

トカゲの眼瞼縫合



ハムスターのCTと頬袋切除

カメの甲羅修復



両側の中耳炎と外耳炎を呈した  
ウサギに対して 

両側全耳道切除術ならびに外側鼓室胞切開 
を実施した１例

◯周本剛大 1)、周本記世1)、一戸登夢1)、澤由貴1)、兼島孝1)2) 
1) 琉球動物医療センター・沖縄県

2）みずほ台動物病院・埼玉県

遠外側型腰椎椎間板ヘルニア 
と診断した犬の１例

○周本剛大1, 2)、本阿彌宗紀1)、坪井誠也1)、 
内田和幸1)、藤原玲奈1)、望月学1) 
1) 東京大学附属動物医療センター　 

2）琉球動物医療センター

症例から学ぶ猫のフィラリア症  
～どう診る、どう治す、どう防ぐ～

Current Feline Guidelines for the

Prevention, Diagnosis,
and Management of
Heartworm (Dirofilaria immitis)

Infection in Cats

https://www.heartwormsociety.org/images/pdf/2014_AHS_Feline_Guidelines.pdf

第13回日本獣医内科学アカデミー学術大会

獣医内科学アカデミー 
（全国規模の動物の内科の研究会）にて症例発表

東京大学動物医療センター公開セミナーにて演題発表

獣医麻酔外科学会（全国規模の動物の外科の研究会） 
にて症例発表

沖縄県獣医師会大会(県獣医師の研究発表会)
にて症例発表 [優秀賞受賞]

獣医内科学アカデミーにて講演

当院の獣医師は全国の学会に参加し、積極的
に発表を行い、専門医取得を目指しています

https://www.jsvas.net/
https://www.jsvas.net/
http://www.jcvim.org/
http://www.jcvim.org/
http://www.okijyu.jp/
http://www.okijyu.jp/
http://www.vm.a.u-tokyo.ac.jp/vmc/
http://www.vm.a.u-tokyo.ac.jp/vmc/


当院の獣医師は各種雑誌、教科書の 
執筆も行なっています



今後の目標 

～スタッフのQOLの向上～

1. 残業代の満額支給(8時間/日を超えた勤務時間に加算)  
2020年8月現在の実績→獣医師:平均残業時間30~40時間/月  

　　　　　　　　　　  看護師:平均残業時間20~30時間/月 

2. 夜間手当割増あり※発生するのは、基本的に月に1~2回程度(夜間監視症例が発動された時のみ)

3. 月休8日(完全週休2日)、有給休暇あり(勤務年数に応じて最大20日) 

4. 各種社会保障全て完備 、退職金制度あり、 交通費支給

5. 賞与あり(年に1~2回)、昇級あり(半年~1年ごとに随時更新) 

6. 社用車・社宅貸与あり(獣医師のみ、数に限りあるため要相談)



当院の獣医師・看護師教育
の特徴について 
カルテの徹底的な記載と 
その方法を電子カルテを 
使って丁寧に指導  

一週間の症例を振り返る 
検討会を獣医師全員で 
毎週実施(オンライン参加も可能) 

定期的に院内ゼミを行い、 
教育もしくは発表をスタッフ 
全員の持ち回りで行っている 
学会発表、学会参加を病院が 
全面的にバックアップ

2020.夏のスタッフ交流会の様子 
病院からすぐの島で、海を眺めながらのBBQ



獣医師・看護師共通の各種手当てなど 

当院では社会保険労務士（働いている人の給与や、待遇、休暇、各種社会保険、年金などが法律的に適正
かどうかを見極め、修正する国家資格）と顧問契約を結んでおり、従業員の待遇に十分な配慮をするため
の体制づくりをしております。（2020.4月～） 

1. 残業代の満額支給（8時間/日を超えた勤務時間に加算） 
・基本給から算出した時給の1.25倍で計算 
　※2020.3月現在での参考残業実績について 
　　  獣医師：平均残業時間30~40時間/月 

　　       看護師：平均残業時間20~30時間/月 
→今年度中に法定労働時間である獣医師30時間以下、看護師は20時間以下を目標として達成する予定で
外部コンサルタント会社による働き方改革をスタッフ全員で実行中。（2020.４月現在） 

2. 夜間手当割増あり 
・夜22時以降の残業や勤務の場合、基本給から算出した時給の1.5倍で計算) 
・発生するのは、基本的に月に１～２回程度（夜間監視症例が発動された時のみ） 

3. 休暇について 
月休8日(完全週休２日)、有給休暇あり（勤務年数に応じて最大20日） 

4. 各種社会保障全て完備(社会保険、年金、雇用保険、失業保険など) 
5. 退職金制度あり（月ごとに会社負担で積立し、退職時に全額支給） 
6. 交通費支給（距離に応じて最大8000円） 
7. 賞与あり（年に１～２回）、昇級あり（半年～1年ごとに随時更新） 
8. 社用車・社宅貸与あり（獣医師のみ、数に限りあるため要相談） 

当院の獣医師・看護師教育の特徴について 
1. カルテの徹底的な記載とその方法を電子カルテを使って丁寧に指導 

2. 一週間の症例を振り返る検討会を獣医師全員で毎週実施（オンライン参加も可能） 
・週に一回、午前中の外来を制限して行う（終業後に行わないため残業発生なし） 
・指導を受ける/質問をする時間をまとまった形で確保できる 

3. 定期的に院内ゼミを行い、教育もしくは発表をスタッフ全員の持ち回りで行っている 
→獣医師も看護師も１年目から発表の機会が与えられ、勉強するためのスキルが身に付く 

4. 学会発表、学会参加を病院が全面的にバックアップ 
→学会発表経験が豊富な院長がスライドの作成方法から丁寧に指導し、地方から全国学会まで幅広く
発表のチャンスがある。 

TEL：098-851-2211 
 Eメール：ryukyu_vt@hotmail.co.jp 
獣医師採用担当：院長 周本 
看護師採用担当：動物看護師/事務長　福田

　　　　　獣医師/動物看護師　募集中 

那覇空港より車で10分の那覇近郊にあり、１次診療はもちろん他院からの紹介
受け入れも積極的に行っています。県内で初めてCT施設を導入し、2016年3
月からは16列マルチスライスCTへ入れ替えを行い、より高精度な画像診断が
可能となりました。 

関東の大学病院にて研修や研鑽を積んだ獣医師が指導、教育を行い、適切な診
察、検査、診断をモットーに、内科はもちろん外科症例も積極的に実施してお
ります。 

広い院内には医局も併設し、自分専用のデスクがあり、専門書、雑誌も多数揃
え、獣医学を学べる環境作りに配慮しています。診察終了後は毎日症例検討会
を実施しており、獣医師看護師全員で症例を共有し、最善の診断・治療を目指
しております。 

また、２～３ヶ月に一度、当院主催で県内の獣医師/看護師を対象にセミナー
を行っています。大学病院の先生方を中心にお招きし、最新の獣医学が学べま
す。各種認定医取得のためのセミナー、講習会参加も支援しています。 

休日は青い海まで車で５分！憧れの観光地、沖縄で確かな臨床経験積みません
か！問い合わせ、見学、実習のお申し込みは、下記の電話番号またはEメール
にてお願いいたします。 
＊実習の際の沖縄への渡航費用は全額支給いたしますのでご相談くださ
い。 
  (獣医師のみ、年間合計５名まで) 

獣医師給与（下記の算出による残業代や各種手当て込みの平均月給） 
新卒：26万円～（技術・経験によって応相談） 
臨床経験３年以上：35万円～（技術・経験によって応相談） 
副院長候補：50万円～（技術・経験によって応相談） 

動物看護師給与（下記の算出による残業代や各種手当て込みの平均月
給） 
新卒：16万円～（技術・経験によって応相談） 
臨床経験３年以上：22万円～（技術・経験によって応相談） 

2020年度中途採用ならびに2021年度新規採用



小動物臨床を目指す 
学生さんに求めること
動物病院に来る飼い主さんの求めているものは何か？？

出展：梅山たら子twitter  @umeyamatarako 

「不安」を取り除いてあげること 
そのために「原因」をできる限り追求し、 

「飼い主も」その病気を「理解できるよう」説明する 
そして、適切な治療を施す


