
平成28年度指定獣医師名簿

区 住　　　　　　　　　所 動物病院名 電話番号

1 岩本　篤司 千種区菊坂町1-7-2 ﾙﾐｴｰﾙ覚王山第2、1F 覚王山獣医科病院 761-5230

2 金本　勇 千種区新西1-1-5 茶屋ヶ坂動物病院 773-1866

3 杉方　保毅 千種区自由ヶ丘2-9-26 希望ケ丘動物病院 762-0112

4 原　晋一郎 千種区徳川山町2-8-22 あい動物クリニック 752-5030

5 原　　遠 千種区今池南17-7 原獣医科病院 732-1439

6 水野　景介 千種区唐山町1-5 東山動物病院 782-2472

7 水野　雅之 千種区振甫町2-33 水野獣医科病院 711-7378

8 小島　健治 東区筒井3-33-1 小町ﾋﾞﾙ1F 小島獣医科病院 935-7488

9 小林　祐介 東区泉2-28-18ﾚｼﾞﾃﾞｨｱ高岳102 高岳動物クリニック 932-8310

10 三浦　春水 東区東大曽根町43-6 エム動物クリニック 916-7433

11 水野　光康 東区芳野3-5-12 水野動物病院 931-5548

12 大﨑　龍也 北区如意1-140 動物の病院中村獣医科 901-8030

13 齋藤　正則 北区上飯田北町1-19 上飯田動物病院 914-3986

14 飛田　泰男 北区志賀町4-74 黒川動物病院 917-3298

15 浅井　悠平 西区庄内通1-40ﾐﾕｷﾓｰﾙｻｳｽｻｲﾄﾞ1F コスモス動物病院 508-6836

16 伊藤　夏樹 西区市場木町40 なつきどうぶつ病院 506-7970

17 荻曽　敏之 西区中小田井3-391 オギソ動物病院 504-2480

18 小畑　茂 西区城西3-15-5ｸﾞﾗﾝﾊﾟｼｵﾝﾐｽｽﾞ1F おばたペットクリニック 524-4312

19 山﨑　翼 西区鳥見町2-27 名西どうぶつ病院 531-5005

20 山岡　新生 西区城西3-6-6 山岡獣医科医院 531-6445

21 山田　浩司 西区枇杷島1-6-26 まんまる動物病院 522-0099

22 伊藤　広孝 中村区二ツ橋1-29-1 ふぁみりあ動物病院 462-8791

23 久世　正士 中村区千成通5-29 久世獣医科病院 461-3034

24 駒崎　精彌 中村区森田町3-8-1 駒崎獣医科病院 471-1995

25 渡辺　泰夫 中村区亀島1-8-23 渡辺獣医科病院 451-5732

26 安藤　将博 中区平和2-3-5 大井動物クリニック 323-0500

27 大藪　一雄 中区金山1-1-19 おおやぶ動物病院 332-1138

28 後藤　淳 中区栄1-19-28 栄どうぶつ病院 684-4160

29 清水　美雄 中区平和2-13-2 清水動物病院 332-1515

30 高取　勝良 中区千代田5-14-24 つるまい動物病院 241-6413

31 安藤　重忠 昭和区山花町118 安藤ペットクリニック 751-2712

32 玉井　康教 昭和区恵方町2-30 桜山動物病院 853-1215

33 夏目　里枝子 昭和区萩原町4-8 夏目獣医科病院 761-6782

34 小田橋　勝三 瑞穂区船原町2-8 小田橋動物病院 881-5951

35 神田　雅詮 瑞穂区玉水町2-8 神田獣医科医院 832-7786

36 高市　英之 瑞穂区松園町1-2-4 ノアーズ動物病院 836-6660

37 中村　昌弘 瑞穂区田辺通2-11-1 獣医科中村病院 832-7554

38 松波　登記臣 瑞穂区田辺通5-2-11 松波動物病院ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 833-1111

39 鷲塚　章 瑞穂区瑞穂通2-34-2 ワシヅカ獣医科病院 851-2039

熱田 40 小川　幸哉 熱田区沢上2-5-27 おがわ動物病院 671-8543

41 小坂　智郎 中川区服部3-703 はとり動物病院 431-0978

42 柴田　博人 中川区中郷3-381-1 中郷どうぶつ病院 355-2720

43 下谷　真智子 中川区山王3-16-18 MS Animal Clinic 339-2112

44 下山　幸利 中川区外新町2-66 しもやま動物病院 355-2338

45 菅沼　英人 中川区馬手町1-11-3 オリーブ動物病院 365-1299

46 滝本　豊 中川区戸田明正2-2203 グレンタ動物病院 700-4521
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47 成田　至孝 中川区南八熊町７-25 成田愛犬病院 682-2400

48 福田　猛志 中川区南脇町1-39-1 ふくだ動物クリニック 737-5612

49 山田　公造 中川区八田町205-1 山田犬猫病院 362-8515

50 吉田　宏 中川区かの里1-2702 ﾌｧﾐｰﾙ吉田1F 吉田獣医科中川病院 301-7134

51 小島　健太郎 港区辰巳町4-5 小島獣医院 661-3575

52 児玉　順子 港区川間町3-85-1 こだま動物病院 653-2286

53 中川　操 港区知多2-2408 中川犬猫病院 303-1291

54 保田　恭志 港区当知3-1202 やすだ動物病院 384-7377

55 湯木　正史 港区木場町2-99 湯木どうぶつ病院 694-1125

56 市川　博信 南区桜本町19 市川動物病院 823-1300

57 岡田　茂 南区鶴里町1-7 もみじ動物病院 821-0021

58 塚田　勝彦 南区明治2-5-13 塚田動物病院 691-3722

59 林　友一郎 南区西又兵ヱ町1-49 大江獣医科 611-1075

60 加藤　満雄 守山区小幡中3-2-1 ノリタケ獣医科医院 792-0098

61 桑原　康人 守山区中志段味墓前2024-1 クワハラ動物病院 736-9948

62 鈴村　直弘 守山区野萩町7-20 すずむら動物クリニック 795-3411

63 立松　誠 守山区向台2-706-1 タテマツ獣医科 774-3151

64 日比　芳美 守山区川東山2229 日比獣医科クリニック 793-6346

65 大島　真 緑区鳴海町大清水69-14 もろの木動物病院 877-3117

66 下郷　郁雄 緑区滝ノ水3-801 滝ノ水動物病院 896-2707

67 説田　道明 緑区乗鞍2-1713 セツダ動物病院 877-2778

68 滝山　昭 緑区鳴海町上汐田220 滝山獣医科病院 621-0179

69 圓谷　剛 緑区乗鞍1-401-2 徳重動物病院 877-1575

70 土井　収 緑区姥子山5-201 鎌倉台動物病院 623-7809

71 成田　隆信 緑区亀ヶ洞1-407 熊の前動物病院 877-1186

72 目方　直樹 緑区万場山1-1710 万場山どうぶつ病院 838-9935

73 堀　宏允 緑区大将ヶ根1-1017 堀犬猫病院 623-6860

74 森　典夫 緑区相原郷2-1606 森動物病院 624-7558

75 森島　常統 緑区有松町桶狭間愛宕西23-28 みどり動物病院 624-2815

76 浅沼　謙治 名東区極楽3-46-2 ﾄﾞﾘｰﾑ極楽202 浅沼獣医科医院 703-9367

77 伊藤　直行 名東区山の手1-913 伊藤獣医科医院 773-6101

78 岩田　寛剛 名東区藤森2-254 本郷動物病院 760-3639

79 加藤　巧 名東区高針原2-1511 カトウ動物病院 701-1311

80 座馬　忠一 名東区上社3-206 東名動物病院 702-2227

81 島田　隆幸 名東区よもぎ台2-812 アガペー動物病院 772-6799

82 鈴木　克弥 名東区新宿2-298 牧の池どうぶつ病院 705-8288

83 寺門　俊博 名東区名東本通5-19 てらかど動物病院 703-1101

84 三浦　隆 名東区名東本通4-44 CITYﾊﾟﾙ ミウラ動物病院 703-0300

85 三岡　幸司 名東区勢子坊1-404 貴船どうぶつ病院 704-5550

86 吉岡　修 名東区豊が丘1204 吉岡獣医科病院 772-8176

87 大島　太一 天白区中坪町187 たいち動物病院 896-5556

88 柴田　裕 天白区野並3-484 野並どうぶつ病院 896-1123

89 長屋　好昭 天白区大根町6-1 長屋動物医療センター 802-1200

90 星野　準明 天白区土原4-826 星野動物病院 802-4339

91 渡辺　仙一 天白区向が丘2-122 渡辺獣医科 802-1381
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