
〔院長〕　藤田 道郎

〔副院長〕　竹村 直行　　原 康

〔科長〕　内科系診療科 松本 浩毅　　外科系診療科 長谷川 大輔　　動物看護科 森 昭博

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

鈴木 亮平(午前） 【総診・血液内科】 清水 孝一(午前） 鈴木 亮平(午前） 清水 孝一(午前） 清水 孝一（9日）

小林 正人(午前）
　吉田 佳倫（午前）

清水 孝一（午後）
 【総診・血液内科】
  吉田 佳倫（午後）

宮田　拓馬(午後） 宮田 拓馬 （久保 喜昭）（午前）

診察 小山 秀一（午前） 竹村 直行 小山 秀一（午前）

診察 宮川 優一（午前） 宮川 優一

藤田 道郎（23日）

阿江 理恵子（23日）

松本 浩毅（午前） 石岡 克己（午前） 松本 浩毅（午前）

手嶋 隆洋（午前）

松本 浩毅（午後） 石岡 克己（午後） 松本 浩毅（午後）

手嶋 隆洋（午後）

手嶋 隆洋（午前） 森 昭博 森 昭博（午前）

診察 〔長谷川 大輔（午前）〕

藤原 亜紀（午前） 盆子原 誠（午前）

阿江 理恵子（午前） 田村 恭一（午前）

盆子原 誠（午後） 盆子原 誠（午後） 盆子原 誠（午後） 盆子原 誠（午後）

田村 恭一（午後） 田村 恭一（午後） 田村 恭一（午後） 田村 恭一（午後） 田村 恭一（午後）

診察 水越 美奈（午前） 水越 美奈（午後）

診察 百田 豊（午前） 百田 豊（午前）

弥吉 直子 藤田 道郎（午前） 原田 恭治（午前） 長谷川 大輔 弥吉 直子 弥吉 直子（9日）

濱本 裕仁（午後） 濱本 裕仁 藤田 道郎（23日午後）

濱本 裕仁 弥吉 直子 弥吉 直子 弥吉 直子 濱本 裕仁

濱本 裕仁

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

鈴木 亮平 吉田 佳倫 清水 孝一 鈴木 亮平 清水 孝一

小林 正人 宮田 拓馬 吉田 佳倫 清水 孝一 吉田 佳倫　

宮田　拓馬 （久保 喜昭）

手術 （久保 喜昭） 吉田 佳倫

診察 神野 信夫（午前） 原 康（午前） 神野 信夫（午前） 原田 恭治（午前）

原 康（第1,3,5週） 原田 恭治 原 康 神野 信夫 神野 信夫

神野 信夫 原田 恭治

堀 達也（午前）

小林 正典（午前）

堀 達也 堀 達也 小林 正人(午前）

小林 正典 小林 正典

安田 暁子（午前） 久保 喜昭（午前） 安田 暁子（午前） 久保 喜昭（午前）　 安田 暁子（午前） 安田 暁子（9日）

【心臓血管】 鈴木 周二（午前） 【心臓血管】 鈴木 周二（午前） 久保 喜昭（23日）

久保 喜昭 安田 暁子 久保 喜昭 安田 暁子 安田 暁子（午後） 小林 正人（9日）

【心臓血管】 鈴木 周二 【心臓血管】 鈴木 周二（午後） 【心臓血管】 鈴木 周二 宮田 拓馬（23日）

診察 神野 信夫（午前） 原 康（午前） 神野 信夫（午前） 長谷川 大輔

原 康（第1,3,5週） 神野 信夫 原 康 神野 信夫 神野 信夫

長谷川 大輔（第2,4週）

診察 余戸 拓也（午前） 余戸 拓也（午前）

手術 余戸 拓也

関 瀬利　 関 瀬利 三浦 香奈（9日）

三浦 香奈 三浦 香奈 三浦 香奈 三浦 香奈 三浦 香奈

担当医 担当医 担当医 担当医 担当医

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

往診

　　土曜日の診療は、総合診療科 （ 一般内科 ）、軟部外科 （ 一般外科 ）の初診・再診、並びに画像検査 （ MRI・CT ）となります。ただし、当日の手術対応、また予約制としていますので

　  緊急症例はお受けできません。なお専門診療科の再診は、主治医にご相談ください。

　　診療時間は、9時00分～16時00分 （ 土曜日は15時00分 ）となります。ただし、各診療科により異なります。

　　日曜日、祝日、年末・年始 （ 12/29～1/3 ）、大学行事 （ 7/４、8/15、9/12、1/16 ）は、休診とさせていただきますのでご了承ください。

　　土曜日の診療は予約状況により休診となることもあります。

大動物臨床部門

大動物臨床部門 味戸 忠春・三浦 亮太朗

日本獣医生命科学大学 付属動物医療センター　〒180-8602 東京都武蔵野市境南町1-7-1　[ TEL ]　0422-90-4000　(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）　[ FAX ]　0422-34-8210

脳神経外科
手術

眼科

麻酔担当医

軟部外科

診察

手術

放射線科

画像診断
（ＭＲＩ・ＣＴ）

がん治療

外科系診療科

総合診療科（一般外科）
診察

整形外科
手術

産科/生殖器科

診察

手術

皮膚科

呼吸器科

消化器科

診察

内視鏡

内分泌科 診察

神経科（脳神経内科）

腫瘍内科

診察

検査

行動治療科

診察
内視鏡

藤原 亜紀
阿江 理恵子

藤原 亜紀
阿江 理恵子

藤田 道郎
阿江 理恵子

腎臓科

日本獣医生命科学大学付属動物医療センター 診療担当表　〔 ２０２１年１月 〕

内科系診療科

総合診療科（一般内科） 診察

循環器科

【総診・血液内科】
吉田 佳倫（午後）


