
嶋崎 等  近畿動物医療研修センター センター長 

（大阪府立大学生命環境科学域附属臨床センター特任講師） 

 

1982 年 近畿医療技術専門学校放射線科卒 診療放射線技師免許取得 

約 17 年にわたり人医療に携わる。その間、高度放射線機器の研究開発や人材育成に勤める

が 

動物医療に関心をもち 38 歳にして酪農学園大学獣医学部に入学 

 

2004 年 酪農学園大学獣医学部修士課程終了 獣医師免許取得 

2004 年 酪農学園大学伴侶動物医療学教室 研究医(2 年間) 

2006 年 千里桃山台動物病院 院長就任 

2007 年 大阪府立大学生命環境科学研究科獣医学高度医療学講座 研究医 

2009 年 大阪大学医学部付属病院 放射線科 臨床登録員 

2010 年 CT・MRI 研究会 会長就任 

2014 年 千里桃山台動物病院 院長退任 

2014 年 大阪府立大学生命環境科学域附属臨床センター特任講師就任 

2015 年 近畿動物医療研修センター 顧問就任 

2016 年 近畿動物医療研修センター センター長就任 

2018 年  動物臨床医学会画像診断分科会 副委員長 

 

人医療での診療放射線技師としての 18 年間の臨床経験を活用し、獣医療で CT・MRI の画 像

診断を実践している。 

現在は、大阪府立大学獣医臨床センター・民間 23 動物病院の CT・MRIの撮影指導と画像診

断を実 践している。 

 

所属 

日本小動物獣医学会 

日本獣医師会 

獣医麻酔外科学会 

獣医画像診断学会 

獣医神経病学会 

獣医 CT・MRI研究会（会長） 

動物臨床医学会画像診断分科会（副委員長） 

 

論文(共同研究) 

Spinal Nephroblastoma in a Miniature Dachshund 

（平成 18年 12月 J Vet Med Sci 巻：68 号：12 ページ：1383-1385）） 

外科手術単独で長期生存が可能であった脳髄膜腫の 1例 

（平成 22年 1月 獣医麻酔外科学雑誌 巻：41 号：1 ページ：29-32 (J-STAGE)） 

嚢胞性髄膜腫に対し摘出手術を行った犬 3 例  

（平成 22年 4月 獣医麻酔外科学雑誌 巻：41 号：2 ページ：53-57 (J-STAGE)） 

トルコ鞍周辺の脳腫瘍に対し経前頭洞および経蝶形骨よりアプローチした 2 例  



（平成 22年 4月 獣医麻酔外科学雑誌 巻：41 号：1 ページ：17-22 (J-STAGE)） 

VAD 療法を実施した多発性骨髄腫の若齢犬の 1 例  

（平成 22年 10月 日本獣医師会雑誌 巻：63 号：10 ページ：797-801） 

Spinal cord trauma in a cat caused by ingestion of a splinter. 

（平成 24年 2月 J Feline Med Surg. 14：155-157） 

Surgical resection of twenty-three cases of brain meningioma. 

（平成 26年 4月 J Vet Med Sci. 76:331-338.） 

 

学会発表・掲載  

頭部 DSA における画質改善(第 3 報) : 特に頭部 頸部補償フィルタと手技 : DSA-2 画

質 : 第 43 回総会会員研究発表予稿 

（昭和 62年 3月 公益社団法人日本放射線技術学会） 

ヘリカル CTにおける最適角度の検討 : 頭部固定補助具(ヘッドホルダー)の試作 

（平成 9年 7月 公益社団法人日本放射線技術学会） 

新開発アドバンスト・アナトミカル・プログラム(一般撮影装置)の有用性 

（平成 10年 8月 公益社団法人日本放射線技術学会） 

大学の二次診療 大阪府立大学(第 1 回)獣医臨床センターにおける二次診療の取り組み 

脳・脊 髄疾患への取り組み 

（Clin Note 巻：6 号：2） 

次世代の画像解析ソフトウェア 獣医臨床における 3D‐CTによる画像診断の有用性 

（Innervision 巻：19 号：9） 

獣医臨床における 3D-CT による画像診断の有用性. 

（Innervision 巻：20 号：7）  

犬の椎間板突出・逸脱症における 3DCT画像の有用性  

（平成 15年 10月 日本獣医画像診断学会） 

0.2TopenMRI を用いた MR guide PDT の犬の 1 例 

（平成 17年 6月 獣医麻酔外科学会） 

犬の脊髄疾患に対する三次元画像 CT による画像診断の有用性の検討 

（平成 17年 6月 獣医麻酔外科学会） 

犬の脳表 3 次元画像作成法およびその有用性の検討 

（平成 17年 6月 獣医麻酔外科学会） 

低磁場 MR 装置を用いた下垂体の描出および dynamic MRI の有用性の検討  

（平成 20年 10月 日本小動物獣医学会） 

ダイナミック CT および選択的動脈内 Ca 注入法にて局在診断し塞栓治療したインスリノー 

マの 1 例 

（第 28回 動物臨床医学会年次大会） 

CT MRI において椎間板ヘルニアと診断された画像パターンの検討  

（第 29回 動物臨床医学会年次大会） 

インターネットによる遠隔診断システムの実践経験 

（第 30回 動物臨床医学会年次大会） 

犬のインスリノーマにおけるダイナミック CTの撮影タイミングとその有用性 

（第 31回 動物臨床医学会年次大会） 



クラウドによる画像サーバーシステムの使用経験 

（第 31回 動物臨床医学会年次大会） 

造影 CT検査による犬脾臓の血管肉腫と非悪性腫瘤病変の比較検討 

（北海道小動物獣医師会 2011年 11月） 

肝臓領域における造影三相 CT の有用性の検討 

（第 33回 動物臨床医学会年次大会） 

画像上髄膜腫と診断され開頭腫瘍摘出術を施行した犬の 3症例―I 画像診断からの検討― 

（北海道獣医師会 三学会 2013年 9月） 

脳腫瘍摘出術を行った 22 例の MRI 画像所見(脳実質外・脳実質内の判別) 

（第 36回 動物臨床医学会年次大会） 

呼気・吸気における肺 CT 画像の検討  

（第 37回 動物臨床医学会年次大会） 

脳腫瘍（髄膜腫）の MRI画像所見 

（第 38回 動物臨床医学会年次大会） 

 

エクステンション活動:講師 

日本獣医師会 近畿地区学会 CT・MRI による診断法 平成 20 年 

日本獣医師会 岩手学会 椎間板ヘルニア教育講演 CT・MRI の診断法平成 21年 

三重獣医師会 画像診断セミナー CT・MRI の基礎 平成 21 年 

日本小動物 獣医学会(近畿) 胸部・腹部の CT 検査 平成 22年 

大阪志学会 これだけは知っておきたい~CT・MRI の読影の基礎と代表的な疾患~  平成 22

年 

日本獣医師会 近畿地区学会 ウエットラボ 胸腰部椎間板ヘルニアの診断・治療 平成 22

年 

釧路獣医師会 画像診断セミナー CT・MIで何がわかる 平成 22年 

東芝 CT ユーザーセミナー 平成 21年・平成 22年 

三重獣医師会 一次診療病院として CT検査をどう活用するか 平成 23年 

日本獣医師会 近畿地区学会 ウエットラボ CT における肝胆管系の画像診断 平成 23 年 

上海獣医師会 CT・MRI セミナー 平成 24 年 

上海獣医師会 明日から使える?レントゲン撮影と診断-基礎編- 平成 24年 

個人開催 CT・MRI 画像診断セミナー 平成 21年～平成 25 年 6 回/年 

第 36回動物臨床医学会年次大会 CTの基礎知識 平成 27年 

第 36回動物臨床医学会年次大会 呼吸器疾患における CT 検査 平成 27年 

東大阪市獣医師会 MRIの読み方の基礎の基礎から(誰でもわかる MRI)  平成 27年 

東大阪市獣医師会 脊椎・脊髄疾患における MRI検査 平成 27年 

獣医 CT・MRI研究会 平成 25年～平成 30年 講演回数 32回 

獣医 CT実習研修 平成 27 年～平成 30年 12回／年 

獣医 MRI実習研修 平成 27 年～平成 30年 12回／年 

中華民國小動物臨床研究會  CT・MRI検査の基礎講座・臨床における実際  平成 30年 


