
ノーバウンダリーズ動物病理
検査のご案内

 死後検査は、不幸にして失われた命を他の命につなぐことができる、最後にして最大の機会です
 専門の訓練を積んだ獣医病理診断医が、客観的、総合的、かつ丁寧に検査します
 遺体を持込あるいは送付で病理解剖します（出張は原則関東圏に限ります）
 コスメティック手技により、解剖後のご遺体にもう一度面会し、お別れを言うことができます
 対象は伴侶動物（犬、猫、兎、鳥等）ですが、他の動物種もご相談に応じます
 料金は動物種、体重、持込・送付・出張の別によって異なります（ホームページをご覧ください）
 ご依頼、お見積り（ホームページにも料金表があります）、お問い合わせは無料です。お電話ください

死後検査

組織病理検査

 組織病理検査は、疾患の診断、治療法の選択、予後の判定に欠かせない重要な検査です
 弊社を含め3社で受け付けております（下表）。料金は各社にお問い合わせください
 弊社では検査料金表や診断書サンプルをご用意しておりますので、お気軽にお申し付けください
 所見の理解を助ける組織写真を、病変の数に合わせて添付いたします
 診断書はPDF形式ですので（モノリス社を除く）保存、管理、印刷、PC等での閲覧に便利です
 「天疱瘡・自己免疫性表皮下水疱症の検査」も行っています（東京農工大学と共同）
 他社診断済み標本に限り、セカンドオピニオンを無料で承ります（スライドを送付ください。弊社の

診断が初めてとなる染色済みスライド送付の場合は、規定の料金がかかります）

受託企業 所要日数 診断書の特長等 ホームページ

弊
社

ホルマリン固定検体
（添付の臨床病理

検体は無料）

2～5日 ・字数や添付写真枚数に制限なし
・メール送付 ・読みやすい体裁
・消化管内視鏡検体の評価は世界基準の
WSAVAフォーマットに準拠、写真も添付

・特殊染色無料

http://no-
boundaries.jp/

染色済みスライド 1～2日

富士フイルムモノリス
株式会社様

（無料集荷サービス有）

4～7日 ・獣医師様用診断書をファクスで先に送付
・飼い主様用診断書（写真入り）を後日郵送
・弊社診断医をご指名下さい（無料）

http://www.
monolis.com/

株式会社
新組織科学研究所様

4～7日 ・メール送付 ・信頼の標本作製技術
・弊社診断医をご指名下さい（無料）

http://www.
hslabo.co.jp

合同会社ノーバウンダリーズ動物病理
〒183-0053 東京都府中市天神町3-16-2

パレススメール1階南側

080-8904-3988 042-315-4092
info@no-boundaries.jp

http://no-boundaries.jp/
9:00-18:00営業 日曜・祝日休み



Test items of NBAP

 No Boundaries Animal Pathology, LLC, performs autopsy/necropsy of beloved 
animals.

 Our “cosmetic autopsy (complete suture and cleaning of the examined 
carcass)” enables peaceful departure of your animal leaving useful, important 
information for the development of veterinary medical science. 

 This service is conducted by the company’s senior partner Ikki Mitsui, DVM, MS 
(Purdue University), diplomate American College of Veterinary Pathologists 
(anatomic pathology). You can learn about ACVP at http://www.acvp.org/. 

 We examine dogs, cats, rabbits, ferrets, birds, hamsters, and other ordinary 
companion animals. Other species are open to consultation.

 Basic fee of this service covers autopsy, histopathology, minimal 
bacterial/fungal culture, a detailed autopsy report, pictures, etc. 

 Fee depends on species and weight of a carcass and its delivery method (carry-
in, mail-in, or on-site).

 This service is initiated only if both parts (the client and No Boundaries Animal 
Pathology, LLC) agree to the condition of the examination (including fee) as well 
as the consent form (written in Japanese, available from our website) is 
endorsed by the client’s veterinarian. 

 For more details, please feel free to contact us!

Autopsy of 
companion animals

Histopathology
(surgical biopsy)

 We provide a detailed histopathology report in English with a few captioned 
photomicrographs that helps understanding of the complicated lesions. 

 Please send formalin-fixed tissues to us with filled submission sheets 
(available from our website). Second opinion on the already-made slides is 
also available. 

 Please contact us for more details. 

No Boundaries Animal Pathology, LLC
3-16-2 1F South, Tenjin-cho, Fuchu-shi, Tokyo 183-0053, Japan

Tel 080-8904-3988 or 042-315-4092 Fax 050-3153-0639
E-mail info@no-boundaries.jp

http://www.acvp.org/

