専門医の居る動物診療施設

日本小動物外科専門医協会

施設名称
酪農学園大学附属動物病院

住 所 ほか
〒 069-8501 北海道江別市文京台緑町582-1
http://www.rakuno.ac.jp/dep11/

北
海
道

北海道大学大学院獣医学研究科
附属動物病院
帯広畜産大学附属家畜病院

〒 060-0818 北海道札幌市北区北18条西9丁目
http://www.vetmed.hokudai.ac.jp/VMTH/index.html
〒 080-8555 北海道帯広市稲田町西3線14番地
hospital@obihiro.ac.jp
http://www.obihiro.ac.jp/facility/hospital.html

北里大学獣医学部附属動物病院

東
北

岩手大学農学部附属動物病院

〒 034-8628 青森県十和田市東23番町35-1
℡ 0176-23-4371
http://www.vmas.kitasato-u.ac.jp/hospital/site2/
〒 020-8550 岩手県盛岡市上田3-18-8

2009.3.20現在

専門医氏名
泉澤 康晴
廉澤 剛
中出 哲也
山下 和人
奥村 正裕

電話

ファクス

その他のメールアドレス等

011-386-1111
011-388-4746
011-388-4792

011-387-5890

藤永 徹
宮原 和郎

0155-49-5683

0155-49-5685

嶋田 照雅

0155-49-8676

0155-49-8676

岡野 昇三
左近允 巌

0176-24-9416

0176-23-8703 sakon@vmas.kitasato-u.ac.jp

yamasita@rakuno.ac.jp

大石 明広
原 茂雄

http://www.obihiro.ac.jp/ichiran
/shimada_terumasa.html

aoishi@iwate-u.ac.jp

http://news7a1.atm.iwate-u.ac.jp/%7Ehospital/

遠藤犬猫病院
アニマルクリニックこばやし

〒 329-2712 栃木県那須塩原市下永田1-22
honin@endo-inuneko.com
http://www.endo-inuneko.com
〒 366-0813 埼玉県深谷市境715-1

遠藤

薫

0287-36-5680

0287-36-8731

小林 孝之

048-573-1906

048-572-9334 金沢大学大学院

048-955-8179

048-955-7746

045-751-6310

045-751-6311

http://www.ackobayashi.com

斉藤動物病院
みずほ台動物病院

関
東

戸ヶ崎動物病院
日本動物高度医療センター
みなとよこはま動物病院
麻布大学附属動物病院

〒 336-0907 さいたま市緑区道祖土3-17-2
http://www.asahi-net.or.jp/~bi9k-situ/
〒 354-0018 埼玉県富士見市西みずほ台1-21-5
http://www.mizuhodai.com
〒 341-0044 埼玉県三郷市戸ヶ崎2-160-4
〒 213-0032 神奈川県川崎市高津区久地2-5-8
http://www.jarmec.jp
〒 235-0023 神奈川県横浜市磯子区森2-10-20
〒 229-8501 神奈川県相模原市渕野辺1-17-71
http://avth.azabu-u.ac.jp/

日本大学生物資源科学部
附属動物病院

〒 252-8510 神奈川県藤沢市亀井野1866

小川犬猫病院

〒 248-0034

東京大学大学院農学生命科学研究科
附属動物医療センター

〒 113-8657 東京都文京区弥生1-1-1

トライアングル動物眼科診療室

〒 112-0003 東京都文京区春日2-23-12

西荻動物病院
日本獣医生命科学大学
動物医療センター

〒 167-0042 東京都杉並区西荻北4-4-5
〒 180-8602 東京都武蔵野市境南町1-7-1

兼島

孝

諸角
小川
松永
永岡
若尾
渡邊
鈴木
浅野

元二
博之
悟
勝好
義人
俊文
立雄
和之

0427-54-7111

http://hp.brs.nihon-u.ac.jp/~anmec/

神奈川県鎌倉市津西1-9-14
ｻﾝｱｰﾙ西鎌倉202

http://www.vm.a.u-tokyo.ac.jp/vmc/index.html

東
京

斉藤 久美子

小川 純也
佐々木伸雄
西村 亮平
望月 学
斎藤 陽彦

03-5841-5404
03-5841-5473
03-5841-5406

03-5841-8996
03-5841-1132
03-5841-8996

安川 明夫
多川 政弘
鷲巣 誠
原
康
山根 義久
伊藤 博
田中 綾

03-3395-1013
0422-31-4151
0422-31-4151

03-3395-2689
0422-33-8836 tagawa@nvlu.ac.jp

http://www.triangle-aec.com/

http://www.nvlu.ac.jp/NVLU_HP_RENEWAL/html/014_facilities/01/01_

東京農工大学農学部
附属動物医療センター

〒 183-8509 東京都府中市幸町3-5-8
http://www.tuat.ac.jp/~animalhp/index.html

042-367-5779
042-367-5926
042-367-5904

makeagle@nvlu.ac.jp
hara@nvlu.ac.jp

042-367-5926 h-itoh@cc.tuat.ac.jp
ryo@vet.ne.jp

専門医の居る動物診療施設

日本小動物外科専門医協会

山田動物クリニック

〒 940-0098 新潟県長岡市信濃2-13-21

矢田獣医科病院
小川動物病院

〒 923-0802 石川県小松市上小松町丙192-8
〒 427-0043 静岡県島田市中溝4-12-3

2009.3.20現在

山田 英一

0258-33-2522

0258-38-0311 yac@yec-net.com

矢田 新平
小川 高

0761-21-5413
0547-37-3280

0761-24-6407
0547-37-0952 takashi99@mail.wbs.ne.jp

http://www.yacnet.co.jp

中
部

http://www.dogs-cats.jp/

岐阜大学応用生物科学部
附属動物病院
名古屋動物整形外科病院

〒 501-1193 岐阜市柳戸1-1
〒 465-0013 愛知県名古屋市名東区社口1-1102-2

茶屋ヶ坂動物病院

〒 464-0003 愛知県名古屋市千種区新西1-1-5

金本

勇

052-773-1866

052-773-7488 rkxfg923@ybb.ne.jp

南動物病院
中山獣医科病院

〒 518-0007 三重県上野市服部町291-3
〒 630-8342 奈良市南袋町6-1
http://www.nara-nakayamavet.com
〒 571-0005 大阪府門真市南野口町4-8

南 毅生
中山 正成
田中 宏
山口 力

0595-24-0373
0742-25-0007

0742-25-0005

織 順一
宇根 智

大阪府立大学生命環境科学部
附属獣医臨床センター

〒 581-0868 大阪府八尾市西山本町1-1-50
〒 537-0025 大阪府大阪市東成区中道3-8-11 NKﾋﾞﾙ
http://www.neovets.com
〒 545-0042 大阪市阿倍野区丸山通1-6-1
http://www.k.zaq.jp/kis/
〒 599-8531 大阪府堺市中区学園町1-1
http://www.vet.osakafu-u.ac.jp/gakka_index.html

鳥取大学

〒 680-8553 鳥取県鳥取市湖山町南4-101

http://www1.gifu-u.ac.jp/%7Evethsptl/index.html

工藤 忠明
丸尾 幸嗣
陰山 敏昭

info@naor.jp

http://www.naor.jp/hosp/

ファーブル動物医療センター

近
畿

おり動物病院
ネオベッツVRセンター
岸上獣医科病院

中
国
・
四
国

（財）鳥取県動物臨床医学研究所

岸上 義弘
大橋 文人
長谷川貴史

0722-54-9509
072-254-9514

南 三郎
岡本 芳晴
高島 一昭

0857-31-5433
0857-31-5434
0858-26-0851

0858-26-2158 dorinken@apionet.or.jp

小出 和欣

0866-83-1323

0866-83-1332 koide@vet.ne.jp

田浦 保穂
中市 統三

0839-33-5928

草場
樋口
伊東
萩尾

治雄
雅仁
輝夫
光美

092-822-6602
0973-22-2476
0985-22-1228
0985-58-7279

092-822-6608
0973-22-2476
0985-22-1227 t-itoh@vet.ne.jp
0985-58-7279

藤木

誠

099-285-8730

099-285-8751

上村 利也
坂本 紘
兼島 孝

099-267-8669
099-260-1122

099-267-8861 kami-vet219@proof.ocn.ne.jp

http://www.dourinken.com/

小出動物病院（井笠動物医療センター）
山口大学農学部
附属動物医療センター
室見動物病院
動物整形外科病院
青葉動物病院
宮崎大学農学部附属動物病院

九
州

682-0025 鳥取県倉吉市八屋214-10

hiro-t@nara-nakayamavet.com

072-887-2525（総合受付） 072-887-2728
072-887-2727（外科直通）
072-999-5030
072-999-3310

鹿児島大学農学部附属動物病院

〒 714-1211 岡山県小田郡矢掛町東三成1236-7
http://www.ikasa-amc.com/
〒 753-8515 山口県山口市大字吉田1677-1
http://web.cc.yamaguchi-u.ac.jp/%7Eyuamec/index.htm

〒
〒
〒
〒

814-0015 福岡県福岡市早良区室見1-11-9
877-0013 大分県日田市元町20-3
880-0842 宮崎県宮崎市青葉町92-1
889-2192 宮崎市学園木花台西１－１
http://www.miyazaki-u.ac.jp/facilities/facilities.html
〒 890-0065 鹿児島県鹿児島市郡元1-21-24
http://w3vet.agri.kagoshima-u.ac.jp/Vet-HP/vet-hospital/HOME.HTM

かみむら動物病院
九州アニマルリサーチセンター
琉球動物医療センター

〒 891-0113 鹿児島県鹿児島市東谷山1-75-12
〒 891-0013 鹿児島県鹿児島市東谷山2-54-4
〒 901-0224 沖縄県豊見城市与根5－27
http://www.ryukyu-animal.com

