
　　 必ず事前に予約してから受診してください。

R３.９.２７現在

医療機関名 住所 電話番号 備考

岩峅寺クリニック 立山町宮路４８ 483-8188 10/15～

植野内科医院 立山町前沢２７１０－３４ 463-5030 10/18～12/28

植野耳鼻咽喉科医院 立山町前沢２７１０－３６ 463-5010

うめざわ内科クリニック 立山町前沢新町４０６ 463-5200 10/18～12/31

かとうこどもクリニック 立山町大石原１８７ 462-1113

金木クリニック 立山町五百石１６５ 463-0066 10/15～

黒田内科医院 立山町五百石２１８ 463-0006 10/15～12/28

五百石整形外科医院 立山町五百石１８４ 462-0001 10/15～

たてやまクリニック 立山町日俣２３５－８ 464-1211 10/15～

内科酒井医院 立山町五百石２７ 463-1567 12/15まで

藤木病院 立山町大石原２２５ 463-1301

池田内科医院 上市町法音寺１ 472-5222 11/1～

酒井医院 上市町広野４９４ 473-1118 12/28まで

中村内科クリニック 上市町上経田２－５ 473-3360 11/1～

ひの皮ふ科クリニック 上市町法音寺１６ 472-1800 10/25～

安本内科クリニック 上市町上中町２９ 472-0228

わかくさ医院 上市町正印２５７ 473-9380 11/1～12/28

渡辺整形外科医院 上市町上法音寺１２ 472-0103 11/1～

かみいち総合病院 上市町横法音寺５１ 472-1212 未定

アイ・クリニック 富山市太郎丸西町2-8-6 421-0238

相山クリニック 富山市水橋中村町277 478-0033

あおき整形外科クリニック 富山市秋吉112-4 411-9811

青空クリニック 富山市堀141 420-4411

あざみ野医院 富山市二俣406-1 428-8558

あそうクリニック 富山市西長江1-1-11 423-5215

あまつぶ内科クリニック 富山市赤田853 461-5337

アルペン室谷クリニック 富山市東岩瀬町275 437-9336

アルペンリハビリテーション病院 富山市楠木300 438-7770

いつき内科クリニック 富山市星井町２-7-39泉ビル２F 461-6515 9/27に追加

いき内科クリニック 富山市呉羽町6302-8 434-1001

石金内科医院 富山市西長江4-8-30 425-3470

石田眼科医院 富山市上赤江町2-10-16 433-0007

※最新情報はホームページに随時更新します。
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医療機関名 住所 電話番号 備考

いとう整形外科クリニック 富山市神通本町1-10-20 464-6725

伊東耳鼻咽喉科クリニック 富山市上赤江町2-1-12 441-8880

いま泉病院 富山市今泉220 425-1166

岩佐医院 富山市八尾町井田5744-1 454-2050

上野医院 富山市下新本町4-30 431-2755

内田医院 富山市長江本町9-30 425-4761

江尻内科医院 富山市布瀬町南1-16-1 420-1188

江本医院 富山市八尾町東町2199-1 455-2103

えりこ皮ふ科クリニック 富山市婦中町分田75-8 423-1214

大沢野中央診療所 富山市上大久保1570-1 467-0031

大沢野クリニック 富山市上二杉420-2 468-3300

大津山ひふ科クリニック 富山市藤木1962-4 491-1212

大成整形外科医院 富山市荒川5-2-51 425-2331

大野胃腸科外科医院・乳腺外科 富山市赤田778 422-1133

おおやま病院 富山市花崎85 483-3311

おぎの内科医院 富山市本郷町47-1 461-6655

おくむらクリニック 富山市上赤江町2-1-28 439-3158

おだふれあいクリニック 富山市鍋田17-10 451-8828

加藤泌尿器科医院 富山市本郷町59-3 423-2308

加納耳鼻咽喉科医院 富山市一番町4-18 495-8733

かはら内科クリニック 富山市向新庄町2-3-15 464-6234

上飯野小児科クリニック 富山市上飯野13-17 451-8400

かみやま脳神経クリニック 富山市上袋358 422-7733

河上内科医院 富山市舟橋南町6-15 431-6319

川崎内科医院 富山市月岡東緑町3-1 429-0999

きたがわ整形外科医院 富山市町村2-15 420-3833

北の森耳鼻咽喉科医院 富山市森3-3-16 438-6088

くまのクリニック 富山市あくおうじ41-1 481-6077

栗山病院 富山市開発133 429-0203

くれはキッズクリニック 富山市呉羽町3022-1 436-3715

越村医院 富山市若竹町3-63 429-1002

越村血管外科医院 富山市安養寺1305 482-6535

こばやし耳鼻咽喉科クリニック 富山市五福5242-6 441-0116

五福脳神経外科 富山市鵯島字川原1837-5 443-6200

※最新情報はホームページに随時更新します。
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医療機関名 住所 電話番号 備考

済生会富山病院 富山市楠木33-1 437-1111

さいだ小児科医院 富山市豊若町1-12-12 426-1888

西能病院 富山市高田70 422-2211

佐伯クリニック 富山市栃谷200-2 436-2311

佐伯病院 富山市中川原43-1 425-5170

さくら内科・脳神経クリニック 富山市下新本町3-6 432-0039

里村クリニック 富山市稲荷元町2-1-12 441-0066

しのだクリニック 富山市豊田本町2-2-24 471-5800

柴田内科クリニック 富山市町村237-1 492-5871

島耳鼻咽喉科医院 富山市上本町5-29 421-5250

嶋尾こどもクリニック 富山市北代5293 436-2221

島崎クリニック 富山市小西116-3 452-1551

島田医院 富山市永楽町41-22 432-5768

十二町クリニック耳鼻いんこう科 富山市堀川本郷160-71 491-3387

女性クリニックWe富山 富山市根塚町1-5-1 493-5580

城石内科クリニック 富山市桜町2-1-10　陽光堂ビル４Ｆ 441-2015

新庄内科クリニック 富山市荒川2-23-10 431-1253

しんたにこどもクリニック 富山市長江新町2-2-88 423-5588

清風台クリニック 富山市清風町103 426-0011

誠友病院 富山市上千俵町103 429-6677

成和病院 富山市針原中町336 451-7001

関クリニック 富山市久方町9-41 441-5112

セキひふ科クリニック 富山市呉羽町7331 434-8430

大日橋クリニック 富山市大島3-174-1 491-7800

高重記念クリニック　予防医療センター
富山市元町2-3-20わかばメディカル
ホールディングスビル３F 420-6682

高田医院 富山市水橋館町413 478-1234

高野耳鼻咽喉科医院 富山市石金3-1-39 492-8733

高野整形外科リウマチ科医院 富山市緑町1-1-12 423-9814

たかはた整形外科クリニック 富山市城川原2-16-1 426-0750

高峰クリニック 富山市婦中町板倉463-1 465-1234

たぐちクリニック 富山市本郷新12-1 423-2223

谷川醫院 富山市堀川小泉町2区126-7 424-2288

種井内科胃腸科クリニック 富山市清水町5-7-16 424-4114

チューリップ長江病院 富山市長江5-4-33 494-1266

※最新情報はホームページに随時更新します。
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医療機関名 住所 電話番号 備考

千代田循環器内科クリニック 富山市千代田町2-1 471-5743

塚本脳神経外科医院 富山市住吉町1-5 422-2050

土田内科医院 富山市栄町2-2-3 424-3217

寺島医院 富山市下奥井1-23-50 432-9072

寺林医院 富山市町村1-105 424-2220

独立行政法人国立病院機構富山病院 富山市婦中町新町3145 469-2135

富山医療生活協同組合　富山協立病院 富山市豊田町1-1-8 433-1077

富山県リハビリテーション病院
こども支援センター 富山市下飯野36 438-2233

富山市立富山市民病院 富山市今泉北部町2-1 422-1112

富山診療所 富山市千石町2-2-6 420-0367

富山西リハビリテーション病院 富山市婦中町下轡田1010 461-5550

豊田魚津クリニック 富山市豊田463-1 426-1551

内藤内科クリニック 富山市町村2-196 422-5085

耳鼻咽喉科　中川医院 富山市大泉本町1-11-8 421-3330

中川内科クリニック 富山市花園町3-6-1 495-9591

中川病院 富山市大町146 425-1780

中島こどもクリニック 富山市中島3-3-57 431-2700

長田整形外科クリニック 富山市婦中町上轡田636 466-1154

内科小児科中田医院 富山市婦中町分田254 421-2677

中田整形外科 富山市高内398 468-1449

長森興南クリニック 富山市蜷川11-4 428-4363

中山整形外科クリニック 富山市花園町3-8-15 423-0840

流杉病院 富山市流杉120 424-2211

にしだ内科クリニック 富山市城川原1-17-27 482-4601

ぬのせ内科クリニック 富山市布瀬本町12-4 421-5577

根塚整形外科・スポーツクリニック 富山市田刈屋428-1 464-6680

のがみこどもクリニック 富山市婦中町下轡田666-1 461-5436

野田内科医院 富山市水橋開発1 478-2010

野原内科医院 富山市向新庄荏原200-21 423-8817

橋本医院 富山市月岡町4-695 429-0215

はやしクリニック 富山市金屋3827-7 432-8840

林外科整形外科医院 富山市永楽町29-12 431-3289

医療法人社団　早瀬整形外科医院 富山市奥田本町2-16 441-2612

医療法人社団桜風会　東岩瀬クリニック 富山市高畠町1-11-11 426-0880

※最新情報はホームページに随時更新します。 4
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医療機関名 住所 電話番号 備考

医療法人社団　東とやまクリニック 富山市東富山寿町3-12-21 438-9911

福田医院 富山市新富町2-4-18 432-5893

福田医院 富山市室町通り1-1-26 425-4978

フジイクリニック
藤井脳神経外科・整形外科 富山市水橋辻ヶ堂1275-170 478-0055 9/27に追加

不二越病院 富山市東石金町11-65 424-2881

藤澤医院 富山市八尾町福島204 455-3311

藤田内科医院 富山市堀川小泉町1-19-3 422-1322

藤の木病院 富山市開261 424-0101

ふるた皮ふ科ひ尿器科クリニック
古田医院 富山市上飯野13-14 452-9200

ふるもと内科クリニック 富山市経堂3-1-13 423-0888

ほおのき医院 富山市上赤江町2-1-30 443-3580

北聖病院 富山市下冨居2-1-5 441-5910

蛍川クリニック 富山市婦中町板倉266-1 465-2163

堀川内科クリニック 富山市堀川町216-3 422-2031

本江整形外科医院 富山市奥田新町17-1 432-3711

本定内科クリニック 富山市藤木1962-2 493-5811

前川クリニック 富山市石坂2026-1 432-3277

前川耳鼻咽喉科 富山市藤木1248-3 492-8787

まきのクリニック 富山市本郷町5-130-10 493-6300

政岡内科病院 富山市下新町31-1 432-1131

桝谷胃腸科内科クリニック 富山市新富町1-4-4ホテルα-1・1Ｆ 432-2586

馬瀬小児科医院 富山市町村156-6 423-0964

松井内科医院 富山市山室180-1 492-3030

まつおか内視鏡内科 富山市長江1-5-15 493-7001

松田内科クリニック 富山市新庄町158-1 421-2026

松野リウマチ整形病院 富山市呉羽町7187-2 436-1757

万見内科医院 富山市蓮町2-3-22 438-2235

みさきクリニック 富山市梅沢町2-7-13 422-2665

水橋診療所 富山市水橋舘町59-1 479-1414

みのうち内科クリニック 富山市掛尾町56-1 491-1151

ミワ内科クリニック 富山市新富町1-4-3三羽ビル2階 482-3014

むらかみ小児科 富山市上飯野32-10 452-0708

元町内科医院 富山市元町1-2-17 422-3755

もりクリニック 富山市天正寺1076 421-8855

森田整形外科医院 富山市豊若町1-13-8 426-0333

※最新情報はホームページに随時更新します。
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医療機関名 住所 電話番号 備考

八木小児科医院 富山市奥田寿町7-14 441-0911

安元整形外科 富山市茶屋町418 434-2838

柳瀬医院 富山市笹津826 467-0138

やまだホームケアクリニック 富山市高屋敷65-1 493-6002

山西医院 富山市牛島本町2-6-8 441-6770

山室クリニック 富山市山室44-1 492-9922

山本医院 富山市安野屋町2-2-3 432-8228

山脇医院 富山市大町14-2 492-3113

四方クリニック 富山市四方北窪盆作2120-2 435-9911

横田記念病院 富山市中野新町1-1-11 425-2800

吉田内科クリニック 富山市吉作355 436-1107

吉田耳鼻咽喉科医院 富山市婦中町下轡田851 466-4133

吉山医院 富山市下大久保1055 467-0025

わかばクリニック 富山市山室264-7 420-4111

和合整形外科医院 富山市布目1981-1 435-3333

わたなべ医院 富山市有沢198-1 491-8220

※最新情報はホームページに随時更新します。
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