岩手県から動物の応急治療・業務、動物愛護ボランティア
の指定を受けている獣医師の紹介
所有者が不明なケガを
した犬や猫を、一時的に
保護し応急治療を行い
ます。

ケガや病気で保護された
野生の鳥や動物を、一時救
護として応急の治療を行
います。

山手 寛嗣（松園動物病院）

盛岡支会

山手 寛嗣（松園動物病院）

盛岡市 ☎019-661-0500
川原 憲正（川原動物病院）

盛岡市 ☎019-661-0500
川原 憲正（川原動物病院）

盛岡市 ☎019-641-2372
宍戸

智（緑が丘動物病院）

盛岡市 ☎019-641-2372
宍戸

盛岡市 ☎019-661-1122
横井 亮二（横井動物病院）

横井 亮二（横井動物病院）
盛岡市 ☎019-654-8866
佐々木幸彦（盛岡どうぶつ病院）

盛岡市 ☎019-638-1299
松田 修一（らいおん動物病院）

盛岡市 ☎019-638-1299
松田 修一（らいおん動物病院）

盛岡市 ☎019-645-0688
吉田

靖（吉田動物病院）

盛岡市 ☎019-645-0688
吉田

盛岡市 ☎019-639-3330
千馬

智（ちば動物病院）

千馬

柏木 克友（南大橋動物病院）

川村 祐介（加賀野どうぶつ病院） 関
佐々木幸彦（盛岡どうぶつ病院）
盛岡市 ☎019-638-1299
柏木 克友（南大橋動物病院）
盛岡市 ☎019-621-1255
関

隆志（せき動物病院）
盛岡市 ☎019-681-6223

智（ちば動物病院）

盛岡市 ☎019-641-2099

盛岡市 ☎019-638-5556
盛岡市 ☎019-623-1838

靖（吉田動物病院）

盛岡市 ☎019-639-3330

盛岡市 ☎019-641-2099
大志田淳一（大志田動物医院）

智（緑が丘動物病院）

盛岡市 ☎019-661-1122

盛岡市 ☎019-654-8866
山崎むつみ（あすか動物病院）

犬、猫などの動物の適切な
飼い方や避妊手術などの
助言、動物愛護施策に協力
します。

盛岡市 ☎019-621-1255
隆志（せき動物病院）
盛岡市 ☎019-681-6223

大志田淳一（大志田動物医院）
盛岡市 ☎019-638-5556
川村 祐介（加賀野どうぶつ病院）
盛岡市 ☎019-623-1838

村木 高史（村木家畜医院）

岩手支会

葛巻町 ☎0195-68-2025
安田

出（安田動物医院）

滝沢市 ☎019-686-2223

関

洋一（せきさんの家畜ｸﾘﾆｯｸ） 西部美奈子（すご動物病院）

八幡平市 ☎0195-76-2405
安田

滝沢市 ☎019-681-8100

出（安田動物医院）

滝沢市 ☎019-686-2223

佐々木一弥（いわて総合動物病院） 佐々木一弥（いわて総合動物病院）
岩手町 ☎0195-62-1718
佐久間靖子（さくま動物病院）
滝沢市 ☎019-688-9926

小川 文子（小川動物病院）

紫波支会

矢巾町 ☎019-697-6652

岩手町 ☎0195-62-1718
佐久間靖子（さくま動物病院）
滝沢市 ☎019-688-9926

小川 文子（小川動物病院）
矢巾町 ☎019-697-6652

森川 史人（けやき並木動物病院）
紫波町 ☎019-672-5456

森川 史人（けやき並木動物病院） 森川 史人（けやき並木動物病院）
紫波町 ☎019-672-5456

及川 嗣章（及川動物病院）

花巻支会

東和町 ☎0198-42-4123
柏谷 恵一（ｶｼﾜﾀﾆ動物病院）
花巻市 ☎0198-22-2494
戸来 一美（星が丘ﾍﾟｯﾄｸﾘﾆｯｸ）
花巻市 ☎0198-22-7484
平

忠男（たいら動物病院）
北上市 ☎0197-63-4771

及川 直矢（なお動物病院）
北上市 ☎0197-67-0270

紫波町 ☎019-672-5456

及川 嗣章（及川動物病院）
東和町 ☎0198-42-4123
柏谷 恵一（ｶｼﾜﾀﾆ動物病院）
花巻市 ☎0198-22-2494
高橋 知明（たかはし動物病院）
北上市 ☎0197-64-2422
木内

充（エルどうぶつｸﾘﾆｯｸ）

北上市 ☎0197-65-7139
藤原 正美（パレット動物病院）
花巻市 ☎090-4889-7039

深澤 宏幸（アン（犬と猫）ｸﾘﾆｯｸ） 中清水 義（ﾕｷﾉﾊﾅ動物病院）
北上市 ☎0197-64-5344
木内

充（エルどうぶつｸﾘﾆｯｸ）

北上市 ☎0197-65-7139
藤原 正美（パレット動物病院）
花巻市 ☎090-4889-7039
中清水 義（ﾕｷﾉﾊﾅ動物病院）
花巻市 ☎0198-29-5488

花巻市 ☎0198-29-5488

戸来 一美（星が丘ﾍﾟｯﾄｸﾘﾆｯｸ）
花巻市 ☎0198-22-7484
及川 直矢（なお動物病院）
北上市 ☎0197-67-0270

渡部 淳一（そら動物病院）

水沢支会

金ヶ崎町 ☎0197-41-0039
及川 恒（おいかわ動物医院）
奥州市 ☎0197-25-3496
北條八洲男（鈴木動物病院）
奥州市 ☎0197-24-1733

渡部 淳一（そら動物病院）
金ヶ崎町 ☎0197-41-0039
及川 恒（おいかわ動物医院）
奥州市 ☎0197-25-3496

北條八洲男（鈴木動物病院）
奥州市 ☎0197-24-1733
橋本 勲（はしもと動物医院）
奥州市 ☎0197-46-3923

北條八洲男（鈴木動物病院）
奥州市 ☎0197-24-1733

阿部 泰朗（岩手どうぶつ医療ｾﾝﾀｰ） 阿部 泰朗（岩手どうぶつ医療ｾﾝﾀｰ）
奥州市 ☎0197-23-6911
大石 直樹（おおいし動物病院）
奥州市 ☎0197-56-2999

奥州市 ☎0197-23-6911
大石 直樹（おおいし動物病院）
奥州市 ☎0197-56-2999

大瀬 悦子（おおせ羽田動物病院） 大瀬 悦子（おおせ羽田動物病院）
奥州市 ☎0197-55-7001
佐々木頼子（佐々木動物病院）
奥州市 ☎0197-25-4411
關根 隆義（えさし動物病院）
奥州市 ☎0197-35-6548
橋本

勲（はしもと動物医院）

奥州市 ☎0197-46-3923

木村 孝夫（きむらﾍﾟｯﾄｸﾘﾆｯｸ）

一関支会

一関市 ☎0191-26-4145
大内 長生（大内動物病院）
平泉町 ☎0191-46-4911
菅原 秀雄（菅原動物病院）
花泉町 ☎0191-82-3871
本江 玄佳（ほんご動物病院）
一関市 ☎0191-32-1013
佐藤 敏彦（さとう動物病院）
一関市 ☎0191-23-8400
千田 康博（ぢだ動物病院）
一関市 ☎0191-26-1719

奥州市 ☎0197-55-7001
佐々木頼子（佐々木動物病院）
奥州市 ☎0197-25-4411
關根 隆義（えさし動物病院）
奥州市 ☎0197-35-6548
橋本

勲（はしもと動物医院）

奥州市 ☎0197-46-3923

木村 孝夫（きむらﾍﾟｯﾄｸﾘﾆｯｸ）
一関市 ☎0191-26-4145
大内 長生（大内動物病院）
平泉町 ☎0191-46-4911
菅原 秀雄（菅原動物病院）
花泉町 ☎0191-82-3871
本江 玄佳（ほんご動物病院）
一関市 ☎0191-32-1013
佐藤 敏彦（さとう動物病院）
一関市 ☎0191-23-8400
千田 康博（ぢだ動物病院）
一関市 ☎0191-26-1719

佐藤 敏彦（さとう動物病院）
一関市 ☎0191-23-8400
千田 康博（ちだ動物病院）
一関市 ☎0191-26-1719

池上 健治（池上家畜診療所）

遠野支会

遠野市 ☎0198-62-8559
多田 洋悦（愛ラブ動物病院）
遠野市 ☎0198-62-1699
熊谷 康博（熊谷獣医科医院）
陸前高田市 ☎0192-55-2968
菅原 博文（菅原動物病院）
陸前高田市☎090-3984-9726
高橋

清（高橋どうぶつ病院）

大船渡市 ☎0192-21-1511
森田

豊（森田獣医科医院）

大船渡市 ☎0192-27-0834
鈴木 健悦（鈴木家畜診療所）
大船渡市 ☎0192-44-2513

田口 庸蔵（グリーン動物病院）

宮古支会

宮古市 ☎0193-64-0856
久保田英治（アトム動物病院）
宮古市 ☎0193-67-3993

佐々木裕美（ささき獣医科医院）

久慈支会

久慈市 ☎0194-52-2100
小澤 俊介（久慈動物病院）
久慈市 ☎0194-61-1414
田口 喜代（グリーン動物病院）

二戸支会

二戸市 ☎0195-23-8257
関口 荘子（関口動物病院）
一戸町 ☎0195-35-3565
大崎 玲子（大崎動物病院）
九戸村 ☎0195-42-4899

池上 健治（池上家畜診療所）
遠野市 ☎0198-62-8559
多田 洋悦（愛ラブ動物病院）
遠野市 ☎0198-62-1699
熊谷 康博（熊谷獣医科医院）
陸前高田市 ☎0192-55-2968

池上 建治（池上家畜診療所）
遠野市 ☎0198-62-8559
多田 洋悦（愛ラブ動物病院）
遠野市 ☎0198-62-1699
高橋

清（高橋どうぶつ病院）

大船渡市 ☎0192-21-1511

菅原 博文（菅原動物病院）
陸前高田市☎090-3984-9726
高橋

清（高橋どうぶつ病院）

大船渡市 ☎0192-21-1511
森田

豊（森田獣医科医院）

大船渡市 ☎0192-27-0834
鈴木 健悦（鈴木家畜診療所）
大船渡市 ☎0192-44-2513

田口 庸蔵（グリーン動物病院）
宮古市 ☎0193-64-0856
久保田英治（アトム動物病院）
宮古市 ☎0193-67-3993

佐々木裕美（ささき獣医科医院）
久慈市 ☎0194-52-2100

田口 庸蔵（グリーン動物病院）
宮古市 ☎0193-64-0856
久保田英治（アトム動物病院）
宮古市 ☎0193-67-3993

佐々木裕美（ささき獣医科医院）
久慈市 ☎0194-52-2100

小澤 俊介（久慈動物病院）
久慈市 ☎0194-61-1414
田口 喜代（グリーン動物病院）
二戸市 ☎0195-23-8257
関口 荘子（関口動物病院）
一戸町 ☎0195-35-3565
大崎 玲子（大崎動物病院）
九戸村 ☎0195-42-4899

大崎 玲子（大崎動物病院）
九戸村 ☎0195-42-4899
田口 喜代（グリーン動物病院）
二戸市 ☎0195-23-8257

