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下新川郡 金田　真 金田クリニック 938-0801 黒部市荻生2895 ○ 黒部市 電話 0765-52-1034

下新川郡 坂本　徹 坂本記念病院 939-0626 下新川郡入善町入膳3345-2
内科
消化器内科（胃腸内科）

○ 入善町 0765-72-5555 0765-74-2012

下新川郡 志田　拓也
医療法人社団健心会
坂東病院

939-0743 下新川郡朝日町道下900
内科、循環器内科
整形外科

○ 富山市、下新川郡 メール 0765-83-2299 shida-tym@umin.ac.jp

下新川郡 清水　正司 黒部市民病院 938-8502 黒部市三日市1108-1 放射線科 0765-54-2211

下新川郡 髙櫻　明子 高桜内科医院 938-0036 黒部市北新10-6
内科
糖尿病内科（代謝内科）

○ 下新川郡、魚津市 0765-54-5010 0765-54-5030

下新川郡 坂東　毅
医療法人社団健心会
坂東病院

939-0743 下新川郡朝日町道下900
内科
消化器内科（胃腸内科）

0765-83-2299

下新川郡 坂東　徹
医療法人社団健心会
坂東病院

939-0743 下新川郡朝日町道下900
外科、内科、呼吸器内科
小児科、循環器外科、整形外科、放射線
科

0765-83-2299

下新川郡 牧野　　博 牧野胃腸科クリニック 938-0037 黒部市新牧野169
内科
消化器内科（胃腸内科）

0765-54-9607

下新川郡 結城　浩良 黒部市民病院 938-8502 黒部市三日市1108-1 産婦人科 0765-54-2211

魚津市 浦田　隆正 浦田クリニック 937-0805 魚津市本江1-26
消化器内科（胃腸内科）
内科

○ 下新川郡、魚津市 0765-22-5053 0765-22-5054

魚津市 扇谷　一郎 扇谷医院 937-0806 魚津市友道1797
整形外科
外科

0765-24-1355

魚津市 大﨑　緑男 大﨑クリニック 937-0009 魚津市寿町4-5
内科、呼吸器内科、アレル
ギー科、小児科

○ 黒部市、魚津市 0765-23-1001 0765-23-1180

魚津市 川﨑　聡
独立行政法人労働者健康安全機構
富山労災病院

937-0042 魚津市六郎丸992
内科
呼吸器内科

0765-22-1280

魚津市 木谷　隆一
独立行政法人労働者健康安全機構
富山労災病院

937-0042 魚津市六郎丸992 脳神経外科

魚津市 平野　八州男 平野クリニック 937-0805 魚津市本江1399-5
整形外科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

○ 魚津市 0765-23-5230 0765-23-5233

魚津市 深川　差雅香 医療法人深川病院 937-0012 魚津市東尾崎3484-1 内科 0765-31-6200

魚津市 美濃　一博 みのう医科歯科ｸﾘﾆｯｸ 937-0066 魚津市北鬼江2780-10
内科、呼吸器内科、消化器内科（胃腸内
科）、外科、肛門外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 ○

魚津市（及びその周
辺※要相談）

0765-22-0500 0765-22-0578

魚津市 山岸　師則 山岸産婦人科医院 937-0046 魚津市上村木2-16-28
産婦人科
内科

○ 呉東地区 0765-24-5878

滑川市 荒川　志朗 荒川内科ｸﾘﾆｯｸ 936-0058 滑川市下小泉1-1
内科、消化器内科（胃腸内科）、循環器
内科、神経内科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 ○ 滑川市 076-475-0001 076-475-0808

滑川市 伊井　祥 医療法人社団伊井外科医院 936-0068 滑川市加島町203
外科、消化器内科（胃腸内
科）、肛門外科、整形外科

076-475-1160

滑川市 稲生　暁春
医療法人社団ときわ会
常願寺病院

939-3552 富山市水橋肘崎438 神経内科 ○ 県内 076-478-1191 076-478-1159

滑川市 小栗　光 厚生連滑川病院 936-8585 滑川市常盤町119 内科
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滑川市 車谷　亮 くるまたにクリニック 936-0053 滑川市上小泉395
内科、呼吸器内科、消化器内科（胃腸内
科）、循環器内科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 ○ 県内

電話にて
（12時頃）

076-476-5122 076-476-5113

滑川市 中村　暁
医療法人社団剱心会
中村内科医院

936-0021 滑川市中川原188-1
内科
循環器内科

○
滑川市、魚津市、上市
町、富山市水橋地区

076-476-6222 076-476-6234

中新川郡 佐藤　幸浩 かみいち総合病院 930-0391 中新川郡上市町法音寺51
内科
消化器内科（胃腸内科）

○ 立山町、上市町 076-472-1212 076-472-1213 病院を通して検討させていただきます。

中新川郡 城石　栄夫
医療法人財団恵仁会
藤木病院

930-0261 中新川郡立山町大石原225
整形外科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

076-463-1301

中新川郡 寺畑　信男 五百石整形外科医院 930-0214 中新川郡立山町五百石184
内科、リウマチ科、整形外
科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

○ 富山市、中新川郡
電話は12時頃、その
他いつでも可

076-462-0001 076-462-0333 tateyama500@io.ocn.ne.jp

中新川郡 中曽根　泰人 かみいち総合病院 930-0391 中新川郡上市町法音寺51
内科
糖尿病内科（代謝内科）

○ 県内 電話かメール 090-5174-6243 barista8310.com@gmail.com

中新川郡 中村　浩 中村内科クリニック 930-0372 中新川郡上市町上経田2-5
内科、消化器内科（胃腸内
科）、小児科

○ 上市町、舟橋村 076-473-3360 076-473-3361

富山市 浅地　聡 浅地内科医院 930-0887 富山市五福368-1 内科 076-431-9388

富山市 阿部　正浩
医療法人社団桜風会
東岩瀬クリニック

931-8336 富山市高畠町1-11-11 内科、外科、泌尿器科 076-426-0880

富山市 荒井　秀樹
医療法人社団さくらまちハートケ
アクリニック

930-0003
富山市桜町1-3-4
東洋12ビル2階

精神科
心療内科

076-443-1840

富山市 荒屋　宣子 富山西総合病院 939-2716 富山市婦中町下轡田1019 健診科 富山市 メール 076-461-7700 076-461-7788 norikoshinokawa@yahoo.co.jp

富山市 五十嵐　一郎
整形外科
理学診療科

○ 富山市 メール wanwanshokora@yahoo.co.jp

富山市 井城　一弘 いき内科ｸﾘﾆｯｸ 930-0136 富山市呉羽町6302-8
内科、消化器内科（胃腸内
科）、循環器内科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
科

○ 富山市、射水市 076-434-1001 076-434-1068

富山市 池本　雅仁 ぬのせ内科クリニック 939-8207 富山市布瀬本町12-4 内科 ○ 富山市 076-421-5577 076-421-8508

富山市 石瀬　久也
医療法人社団藤聖会
富山西総合病院

939-2716 富山市婦中町下轡田1019
内科
循環器内科

076-461-7700

富山市 伊藤　髙明
医療法人社団藤聖会
八尾総合病院

939-2376 富山市八尾町福島7-42 ○ 県内 FAX 076-454-5000 076-455-3835

富山市 伊藤　貴明 いとう整形外科クリニック 930-0008
富山市神通本町1-10-20
アクトビル1階

整形外科、リウマチ科、
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

○ 富山市
FAXまたは
メール

076-464-6725 076-464-6726 takatakaitto@yahoo.co.jp

富山市 稲土　修嗣 富山市医師会健康管理センター 930-0951 富山市経堂4-1-36
内科
消化器内科（胃腸内科）

○ 富山市 076-422-4811 076-422-4816

富山市 魚津　幸蔵 豊田魚津クリニック 931-8311 富山市豊田463-1
消化器内科（胃腸内科）
内科

○ 富山市
電話の場合は13:30頃
にご連絡ください

090-2030-7904 076-426-1552 toyotauoz@yahoo.co.jp

富山市 碓井　雅博
医療法人社団友愛病院会
友愛温泉病院

939-2607 富山市婦中町新町2131 内科

富山市 臼田　里香
富山県リハビリテーション病院・
こども支援センター

931-8517 富山市下飯野３６
内科
糖尿病内科（代謝内科）

○ 富山市 メール 076-438-2233 076-437-5390 rika.u@po2.nsknet.or.jp

富山市 内田　重行 内田医院 930-0962 富山市長江本町9-30
内科
消化器内科（胃腸内科）

○
富山市（旧市
内）、立山町

電話にて
（14～16時頃）

076-425-4761 076-425-4762
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富山市 浦田　彰夫
富山県リハビリテーション病院・
こども支援センター

931-8517 富山市下飯野３６ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 076-438-2233

富山市 老子　善康 富山市立富山まちなか病院 930-8527 富山市鹿島町2-2-29
消化器内科（胃腸内科）
内科

富山市 大上　英夫 富山市立富山まちなか病院 930-8527 富山市鹿島町2-2-29
外科、乳腺外科、消化器外科
（胃腸外科）、肛門外科

富山市 大田　聡 富山市立富山市民病院 939-8511 富山市今泉北部町2-1
内科
小児科

076-422-1112

富山市 大野　進 大野胃腸科外科医院 939-8064 富山市赤田778
消化器内科（胃腸内科）、外
科、内科、肛門外科

○ 富山市 076-422-1133 076-422-1149

富山市 大野　由夏子 大野胃腸科外科医院 939-8064 富山市赤田778
内科、消化器内科（胃腸内
科）、外科、乳腺外科

○ 県内 メール 076-422-1133 076-422-1149 yukakuccia@gmail.com

富山市 大場　泰良 国立病院機構富山病院 939-2692 富山市婦中町新町3145 呼吸器内科、外科 ○ 県内
電話（13時頃）か
メール

076-469-2135 yuuto@mtd.biglobe.ne.jp

富山市 大原　麻衣子 北陸電力富山診療所 930-0858 富山市牛島町14-10 内科 ○ 県内 076-441-2511 076-405-0109

富山市 置塩　良政 富山市医師会健康管理センター 930-0951 富山市経堂4-1-36 形成外科 ○ 県内 076-422-4811 076-422-4816

富山市 荻野　英朗
医療法人社団桜路会
おぎの内科医院

939-8045 富山市本郷町47-1
内科、消化器内科（胃腸内科）、糖
尿病内科（代謝内科）、肝臓内科 076-461-6655

富山市 奥村　昌央 おくむらクリニック 930-0816 富山市上赤江町2-1-28 泌尿器科、内科 ○ 富山市 FAXかメール 076-439-3158 076-439-3159 okumura@okumura-uro.com

富山市 河上　浩康
医療法人社団
河上内科医院

930-0095 富山市舟橋南町6-15
内科
消化器内科（胃腸内科）

076-431-6319

富山市 川根　隆志 富山赤十字病院 930-0859 富山市牛島本町2-1-58
内科
腎臓内科

076-433-2222

富山市 菊野　恒明 佐々木病院 939-8073 富山市大町1 精神科、内科、心療内科 076-425-2111

富山市 木元　春生 富山県健康増進センター 939-8555 富山市蜷川373 内科 076-429-7575

富山市 清川　裕明
医療法人社団双星会
桜井病院

939-8057 富山市堀30
内科
循環器内科

076-425-2070

富山市 草島　義徳 富山県健康増進センター 939-8555 富山市蜷川373 呼吸器外科 076-429-7575

富山市 黒川　敏郎 富山赤十字病院 930-0859 富山市牛島本町2-1-58
血液内科
内科

076-433-2222

富山市 五嶋　峰子
医療法人社団親和会
チューリップ長江病院

930-0974 富山市長江5-4-33
内科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

076-494-1266

富山市 越村　康明 越村医院 939-8181 富山市若竹町3-63
内科
小児科

076-429-1002

富山市 後藤　博三 北聖病院 930-0814 富山市下冨居2-1-5 内科 ○ 県内 076-441-5910 076-441-5930

富山市 小西　秀男
医療法人正啓会
成和病院

931-8431 富山市針原中町336 内科 076-451-7001
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富山市 小林　弘信 医療法人社団 こばやしクリニック 939-2306 富山市八尾町井田198-10
内科、消化器内科（胃腸内
科）、外科、肛門外科

076-455-0010

富山市 島田　一彦 清幸会　島田医院 930-0853 富山市永楽町41-22 内科 076-432-5768

富山市 島田　雅子
医療法人社団清幸会
島田病院

930-0802 富山市下新北町6-52 内科、小児科、麻酔科 076-431-6800

富山市 清水　哲朗 済生会富山病院 931-8533 富山市楠木33-1 外科 076-437-1111

富山市 城石　平一 城石内科クリニック 930-0003
富山市桜町2-1-10
陽光堂ビル４Ｆ

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器
内科（胃腸内科）、アレルギー科、リウ
マチ科、小児科、心療内科

076-441-2015

富山市 杉森　弘子 北陸電力富山診療所 930-0858 富山市牛島町14-10
内科
神経内科

076-441-2511

富山市 髙尾　昌明
医療法人社団若葉会
髙重記念クリニック

930-0033
富山市元町2-3-20 外科、内科、呼吸器内科、消化器内

科（胃腸内科）、循環器内科
○ 富山市、立山町、舟橋村

電話
（担当鈴木様）

076-421-4363

富山市 高田　正信 富山西総合病院 939-2716 富山市婦中町下轡田1019 腎臓内科、循環器内科、内科 ○ 富山市、射水市 メール 076-461-7700 076-461-7788 masanobutakata@gmail.com

富山市 高野　隆
医療法人社団双星会
桜井病院

939-8057 富山市堀30
整形外科、リウマチ科、ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ科

076-425-2070

富山市 高橋　英雄 医療法人社団慶生会 高橋医院 939-8045
富山市本郷町196 内科、消化器内科（胃腸内

科）外科
○ 施設近隣のみ 076-423-2255 076-423-2259

富山市 高橋　洋一 内科 ○ 富山市とその近辺 qpapanumber@yahoo.co.jp

富山市 篁　美佳 堀川篁内科外科医院 939-8081 富山市堀川小泉町1-17-7
内科
循環器内科

○ 富山市 076-421-5305 076-421-6176

富山市 竹内　正志 竹内スリープメンタルクリニック 930-0019 富山市弥生町2-4-22
心療内科
精神科

○ 県内 メール 076-444-1311 076-444-1312 takeponmark123@gmail.com

富山市 武田　三昭 北陸予防医学協会 930-0177 富山市西二俣277-3 076-436-1238

富山市 谷口　保子
社会福祉法人
セーナー苑 診療所

939-2298 富山市坂本3110
内科
精神科

076-468-3202

富山市 種井　政信 種井内科胃腸科クリニック 930-0036 富山市清水町5-7-16 内科 076-424-4114

富山市 塚本　栄輝 塚本脳神経外科医院 930-0031 富山市住吉町1-5
脳神経外科、内科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ
ﾝ科、放射線科

○ 富山市、立山町、舟橋村 076-422-2050 076-420-6131

富山市 土田　敏博 土田内科医院 930-0032 富山市栄町2-2-3
内科、消化器内科（胃腸内
科）

076-424-3217

富山市 寺嶌　紘 寺島医院 930-0817 富山市下奥井1-23-50 内科 076-432-9072

富山市 寺西　高子 介護老人保健施設レインボー 939-3535 富山市水橋新堀1 内科 076-478-4784

富山市 徳舛　康良 くまのクリニック 939-8182 富山市悪王寺41-1
内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科（胃腸内
科）、糖尿病内科（代謝内科）、アレルギー科、小児
科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 ○ 富山市

電話
（13:30～14:30）

076-481-6077

富山市 内藤　毅郎 内藤内科クリニック 930-0952 富山市町村2-196
内科、循環器内科、リウマチ
科

076-422-5085
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富山市 中嶋　憲修 誠友病院 939-8134 富山市上千俵町103
内科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

○ 富山市、射水市 076-429-6677 076-429-6642

富山市 長田　茂樹 長田整形外科クリニック 939-2713 富山市婦中町上轡田636
整形外科、リウマチ科、ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ科、内科

○ 県内
電話（10:00頃）
かFAX

076-466-1154 076-466-1254

富山市 中西　博子 富山市医師会健康管理センター 930-0951 富山市経堂4-1-36 健診 076-422-4811

富山市 長森　正則
医療法人社団
長森興南クリニック

939-8222 富山市蜷川11-4
内科
外科

076-428-4363

富山市 中山　哲規 大沢野中央診療所 939-2252 富山市上大久保1570-1
内科、糖尿病内科（代謝内
科）、皮膚科、泌尿器科

076-467-0031

富山市 西嶌　美知春
医療法人財団五省会
西能みなみ病院

939-8252 富山市秋ケ島145-1
整形外科、内科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
科

○ 富山市 076-428-2373 076-428-5373

富山市 新田　裕 にった内科クリニック 930-0953 富山市秋吉113-7
内科
循環器内科

076-491-1322

富山市 野上　予人 富山西リハビリテーション病院 939-2716 富山市婦中町下轡田1010
内科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

076-461-5550

富山市 野田　隆志 野田内科医院 939-3542 富山市水橋開発1 内科、循環器内科、小児科 076-478-2010

富山市 能登　啓文 富山県健康増進センター 939-8555 富山市蜷川373 内科、外科、呼吸器外科 076-429-7575

富山市 萩野　茂太 萩野医院 939-2376 富山市八尾町福島4-151
外科、消化器内科（胃腸内
科）、内科、肛門外科

○ 富山市 076-454-6001 076-454-6113

富山市 萩野　茂 医療法人社団萩野医院 939-2376 富山市八尾町福島4-151 外科 076-454-6001

富山市 長谷川　洋
医療法人社団城南会
富山城南温泉第２病院

939-8271 富山市太郎丸西町1-13-6
内科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

076-421-6300

富山市 林　茂 富山市立富山市民病院 939-8511 富山市今泉北部町2-1
神経内科
内科

076-422-1112

富山市 林　哲二 林医院 931-8355 富山市岩瀬新川町１区273 内科 076-437-9834

富山市 萬葉　泰久
医療法人社団藤聖会
富山西総合病院

939-2716 富山市婦中町下轡田1019 放射線科

富山市 日置　将
医療法人社団東方会
おおやま病院

930-1326 富山市花崎85
内科
消化器内科（胃腸内科）

○ 富山市南部 076-483-3311 076-483-3313

富山市 平野　恒治 富山中央診療所 939-8212 富山市掛尾500
内科
神経内科

○ 県内 076-495-2164 076-420-2015

富山市 平野　正治 富山中央診療所 939-8212 富山市掛尾500 内科、精神科、神経内科 ○ 富山市
電話にて
（午前）

076-495-2164 076-420-2015

富山市 福田　孜 福田医院
精神科
神経科

富山市 藤井　久丈
医療法人社団藤聖会
八尾総合病院

939-2376 富山市八尾町福島7-42
内科、外科、消化器外科（胃
腸外科）

○ 県内 076-454-5000 076-455-3835

富山市 藤井　保寿 流杉病院 939-8032 富山市流杉120
リウマチ科、整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ科、麻酔科

076-424-2211
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富山市 藤澤　貞志 藤澤医院 939-2376 富山市八尾町福島204 内科、循環器内科、小児科 076-455-3311

富山市 舟坂　雅春 藤の木病院 930-0944 富山市開261
精神科、婦人科、内科、神経
科

076-424-0101

富山市 古屋　正人 古屋医院 930-0054 富山市南新町5-15
外科、消化器内科（胃腸内
科）、肛門外科

076-421-7788

富山市 堀　有行 常願寺病院 939-3552 富山市水橋肘崎438
精神科
神経内科

○ 県内 076-478-1191 076-478-1159 info@tokiwa-toyama.jp

富山市 堀地　肇 堀地医院 930-0083 富山市総曲輪4-4-41
内科、呼吸器内科、消化器内
科（胃腸内科）、外科

076-421-3400

富山市 升谷　敏孝
医療法人社団恵成会
桝谷内科

930-0085 富山市丸の内1-7-11
内科
循環器内科

○ 富山市
電話にて
（12時頃）

076-413-7788 076-413-7622

富山市 桝谷　博孝 桝谷胃腸科内科クリニック 930-0002 富山市新富町1-1-4
内科、消化器内科（胃腸内
科）、外科

○ 富山市 076-432-2586

富山市 松田　博
医療法人社団桜仁会
さくら内科･脳神経ｸﾘﾆｯｸ

930-0803 富山市下新本町3-6
神経内科
内科

076-432-0039

富山市 松田　昌夫
特定医療法人財団五省会
西能みなみ病院

939-8252 富山市秋ケ島145-1 内科 076-428-2373

富山市 松永　康弘 清風台クリニック 931-8409 富山市清風町103
内科、循環器内科、外科
整形外科

○ 富山市北部 076-426-0011 076-426-0080

富山市 松本　三千夫 内科 ○ 富山市 メール matsumoto_mic@yahoo.co.jp

富山市 丸山　宗治 新庄内科クリニック 930-0982 富山市荒川2-23-10
内科、呼吸器内科
アレルギー科

○ 富山市東部 FAX 076-431-1253 076-431-1794

富山市 万見　新太郎 万見内科医院 931-8333 富山市蓮町2-3-22
内科、消化器内科（胃腸内
科）、循環器内科

○ 電話かFAX 076-438-2235 076-438-2235

富山市 三川　正人 三川クリニック 930-0951 富山市経堂2-55
内科、消化器内科（胃腸内
科）、循環器内科

076-407-1255

富山市 水野　一郎 水野クリニック 939-2621 富山市婦中町富崎166-1 内科、泌尿器科、皮膚科 ○ 富山市 電話かFAX 076-469-9700 076-469-9701

富山市 水牧　功一 アルペン室谷クリニック 931-8358 富山市東岩瀬町275 内科 ○
富山市、上市町、
滑川市、射水市

076-437-9336 076-437-8088

富山市 宮川　亮子 不二越病院 930-0964 富山市東石金町11-65 内科 076-424-2881

富山市 宮澤　秀樹 富山県立中央病院 930-8550 富山市西長江2-2-78 呼吸器外科 ○ 県内 メール 076-424-1531 h.miyazawa1956@gmail.com

富山市 宮本　直樹 宮本内科外科胃腸科クリニック 930-0175 富山市願海寺397-3
内科、消化器内科（胃腸内
科）

076-411-6282

富山市 三羽　邦久 ミワ内科クリニック 930-0002 富山市新富町1-4-3
内科
循環器内科

○ 富山市（旧市内） 076-482-3014 076-482-3016

富山市 三輪　正彦 富山県健康増進センター 939-8555 富山市蜷川373
産婦人科
その他

○ 076-429-7575 076-429-7146

富山市 村石　康博 青空クリニック 939-8057 富山市堀141 内科、皮膚科、泌尿器科 ○ 富山市、立山町
電話の場合は12時ま
たは18時頃にご連絡
ください。

076-420-4411 076-420-4412 muraishi@auone-net.jp
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富山市 元尾　南洋
医療法人社団元会
南洋クリニック

939-2716 富山市婦中町下轡田179-3
内科、消化器内科（胃腸内
科）

076-466-0018

富山市 森田　多哉
医療法人社団白藍会
森田整形外科医院

931-8305 富山市豊若町1-13-8
リウマチ科、整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ科

○ 県内 076-426-0333 076-426-0345

富山市 森田　高 富山市医師会健康管理センター 930-0951 富山市経堂4-1-36 泌尿器科 076-422-4811

富山市 柳下　慶男
公益財団法人
友愛健康医学センター

939-2741 富山市婦中町中名1554-17 健康診断 076-466-5544

富山市 安元　定幸 医療法人社団安元整形外科 930-0115 富山市茶屋町418
整形外科、リウマチ科、ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ科

076-434-2838

富山市 山崎　光章 国立大学法人富山大学医学部 930-0194 富山市杉谷2630 麻酔科 076-434-2281

富山市 山田　均 整形外科センター 西能クリニック 930-0866 富山市高田71-1 整形外科 ○ 県内 076-422-1551 076-422-1515

富山市 山本　英樹
医療法人社団
山本内科医院

939-2706 富山市婦中町速星813 内科 ○ 婦中町、神通川左岸
電話にて
（11:30頃）

076-466-2222 076-466-1010

富山市 山本　宏樹
医療法人社団
山本内科医院

939-2706 富山市婦中町速星813
内科
呼吸器内科

076-466-2222 076-466-1010

富山市 吉田　誠 よしだ医院 930-0882 富山市五艘1631-5
内科
消化器内科（胃腸内科）

076-432-3737

富山市 吉山　泉 吉山医院 939-2251 富山市下大久保1055 内科 076-467-0025

富山市 和田　暁法 国立大学法人富山大学附属病院 930-0194 富山市杉谷2630 血液内科 076-434-2281

射水市 赤江　豊 赤江クリニック 933-0223 射水市堀岡310
脳神経外科
内科

○ 射水市、高岡市
電話の場合は18:30頃
にご連絡ください。

0766-86-1420 0766-86-1420 info@akae-clinic.jp

射水市 浅山　央 浅山外科胃腸科医院 939-0275 射水市八塚478-2
外科、消化器内科（胃腸内
科）

0766-52-3553

射水市 池田　肇信 内科

射水市 北林　正宏 北林クリニック 939-0351 射水市戸破1704-1
内科、神経内科、整形外科、
脳神経外科

○ 射水市、高岡市 0766-57-0008 0766-57-0080

射水市 木戸　日出喜
医療法人社団喜生会介護老人保健
施設サンセリテ木戸ｸﾘﾆｯｸ

934-0053 射水市朴木244
神経内科、精神神経科、
内科

0766-82-7300 0766-82-7373

射水市 島崎　圭一 島崎内科医院 939-0274 射水市小島902 内科 ○ 射水市 0766-52-0173 0766-52-6710 電話のお問合せは午後2時以降にお願いします。

射水市 高橋　徹 たかはし内科医院 939-0341 射水市三ケ1028
内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器
内科（胃腸内科）、アレルギー科、神経
内科、リウマチ科

0766-55-5522

射水市 富川　武樹 富川クリニック 939-0364 射水市南太閤山3-1-15
血液内科、内科、
感染症内科

○ 射水市、富山市西部 メール 0766-56-7373 0766-56-7370 tommy220@mac.com

射水市 富川　正樹 富川クリニック 939-0364 射水市南太閤山3-1-15
消化器内科（胃腸内科）、循環器内科、
内科、外科、肛門外科、呼吸器内科 0766-56-7373 0766-56-7370

射水市 豊田　貢一 とよた小児科クリニック 939-0274 射水市小島730-2
小児科
内科

○ 射水市、高岡市
電話
（18:00まで）

0766-52-0288
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射水市 長崎　正男 ながさきｸﾘﾆｯｸ 939-0287 射水市赤井40-5
耳鼻いんこう科
アレルギー科

○ 要相談 電話かFAX 0766-52-8800 0766-52-8216

射水市 野澤　寛 のざわクリニック 939-0232 射水市大門150
外科、内科、消化器内科（胃腸内科）、
肛門外科、消化器外科（胃腸外科）、乳
腺外科

0766-51-6051

射水市 姫野　万里子 姫野病院 934-0022 射水市放生津町15-4 内科 ○
射水市、高岡市
※備考欄参照

0766-84-0055 0766-84-5535
施設より⽚道30分程度で移動できる地域ま
で

射水市 姫野　洋一 姫野病院 934-0022 射水市放生津町15－4
内科、消化器内科（胃腸内
科）、小児科

0766-84-0055

射水市 本多　正治 真生会富山病院 939-0243 射水市下若89-10 外科、胃腸科、肛門外科 ○
射水市、富山市、
高岡市

0766-52-2156 真⽣会富⼭病院との産業医契約となります。

射水市 松本　邦彦 松本医院 939-0341 射水市三ケ3268
放射線科、内科、呼吸器内科、消化器内
科（胃腸内科）、小児科 ○ 射水市 電話かFAX 0766-55-0057 0766-55-5029

射水市 道振　義治
医療法人社団慶友会
道振整形外科医院

939-0234 射水市二口446-1
整形外科
理学診療科

○ 射水市
電話
（11:00頃）

0766-52-5699 0766-52-4209

射水市 宮元　芽久美 羽岡内科医院
内科
消化器内科（胃腸内科）

射水市 村上　薫
医療法人社団
皆川医院

933-0233 射水市海老江232
内科、小児科、消化器内科
（胃腸内科）

○ 射水市（自院近隣） 0766-86-0010 0766-86-5353

射水市 山本　憲 射水市民病院 934-0053 射水市朴木20 耳鼻いんこう科 ○ 県内 0766-82-8100 0766-82-8104

高岡市 五十嵐　豊 五十嵐内科医院 933-0871 高岡市駅南3-9-14
循環器内科、内科、
小児科

○ 高岡市 0766-24-5028 0766-24-5058

高岡市 稲尾　杏子 稲尾医院 933-0106 高岡市伏木本町3-20
内科
循環器内科

○ 高岡市 0766-44-0175 0766-44-0315

高岡市 上田　芳彦
戸出伊勢領よろずクリニック
上田内科医院

939-1105 高岡市戸出伊勢領2466-2
内科、心療内科、神経内科、
小児科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

○ 県内 0766-62-0911 0766-62-0921

高岡市 上野　一夫 上野医院 933-0857 高岡市木津603
消化器内科（胃腸内科）、外
科、肛門外科

○ 呉西地区 0766-23-3600 0766-23-3604

高岡市 太田　正之
医療法人社団睦心会
あさなぎ病院

933-0906 高岡市五福町1-8 内科 0766-22-5445

高岡市 笠島　學 医療法人光ケ丘病院 933-0824 高岡市西藤平蔵313 外科 0766-63-5353

高岡市 加藤　弘巳 JCHO高岡ふしき病院 933-0115 高岡市伏木古府元町8-5
内科
リウマチ科

○ 要相談 0766-44-1181 0766-44-3862 病院を通して検討させていただきます。

高岡市 木谷　恆 木谷内科クリニック 939-1104 高岡市戸出町5-3-57
内科
消化器内科

○ 高岡市、砺波市 0766-63-8655 0766-63-8611

高岡市 北野　隆利 キタノ整形外科クリニック 933-0802 高岡市蓮花寺564-1
整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、リ
ウマチ科

○ 高岡市、射水市
電話
（13:00頃）

0766-24-0055 0766-24-0255

高岡市 斉藤　大直
医療法人社団藤和会
斉藤外科小児科ｸﾘﾆｯｸ

933-0014 高岡市野村799 外科 0766-25-7585

高岡市 篠田　千恵 JCHO高岡ふしき病院 933-0115 高岡市伏木古府元町8-5 内科 0766-44-1181

高岡市 柴田　外志夫 ヘルシーデスク柴田 933-8525 高岡市横田町2丁目12-2
内科
ドック健診

○ 県内 0766-26-9291 0766-26-9291
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高岡市 白川　尚哉
医療法人社団昂尚会
白川クリニック

939-1104 高岡市戸出町3-19-50
内科、外科、循環器内科、ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、整形外科

○ 呉西地区 0766-62-0088 0766-62-0055

高岡市 杉森　成実 杉森クリニック 933-0948 高岡市上四屋3-8
内科、循環器内科、消化器内
科（胃腸内科）

0766-25-5757

高岡市 炭谷　哲二 炭谷内科医院 933-0867 高岡市大鋸屋町8
内科
循環器内科

○ 高岡市とその周辺 0766-24-2718 0766-24-2738

高岡市 宗玄　圭司 宗玄医院 933-0033 高岡市東下関1-1
内科、呼吸器内科、
小児科

○ 要相談 電話 0766-23-0737 0766-73-8788

高岡市 高堂　松平 広小路神経内科クリニック 933-0912
高岡市丸の内7-1　朝日生命ビ
ル1F

神経内科、内科、和歌診療科 0766-23-5850

高岡市 竹越　國夫 竹越内科クリニック 933-0014 高岡市野村377-7
内科、消化器内科（胃腸内
科）

○ 高岡市、射水市
電話（午前）
かFAX

0766-22-8200 0766-26-2205

高岡市 民野　均 たみの医院 933-0065 高岡市江尻白山町51-1
内科
消化器内科（胃腸内科）

0766-21-8880

高岡市 塚田　邦夫 高岡駅南クリニック 933-0871 高岡市駅南3-1-8
外科
肛門外科

○
自院から30分以内
で移動できる地域

0766-29-1200 0766-29-1222

高岡市 坪田　聡 雨晴クリニック 933-0133 高岡市太田桜谷23-1
整形外科、リウマチ科、ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ科

○ メール 0766-44-8061 0766-44-8062 amacr3dr@meijukai.com

高岡市 寺崎　禎一 済生会高岡病院 933-8525 高岡市二塚387-1 0766-21-0570

高岡市 成瀬　隆倫 なるせクリニック 939-1272 高岡市下麻生496 内科、整形外科、麻酔科 0766-36-1770

高岡市 橋場　悟
医療法人社団紫水会
矢後病院

933-0826 高岡市佐野1535
精神科
心療内科

0766-22-5703

高岡市 長谷田　祐一 南星クリニック 933-0857 高岡市木津1452-15
内科、消化器内科（胃腸内
科）

○ 高岡市 0766-25-6336 0766-26-2650

高岡市 蜂谷　春雄 高岡市民病院 933-8550 高岡市宝町4-1 内科 0766-23-0204

高岡市 林　治朗 林内科医院 933-0944 高岡市中島町3-17 内科 0766-22-0777

高岡市 藤田　一 藤田内科クリニック 933-0955 高岡市瑞穂町4-25
内科、呼吸器内科、消化器内科（胃腸内
科）、循環器内科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 0766-22-8092

高岡市 藤田　嘉文 藤田内科クリニック 933-0955 高岡市瑞穂町4-25
内科、消化器内科（胃腸内科）、呼吸器
内科、循環器内科 0766-22-8092

高岡市 堀　彰宏 高の宮医院 933-0023 高岡市末広町13-15
内科、呼吸器内科、アレル
ギー科

0766-22-0282

高岡市 堀　正人 高の宮医院 933-0023 高岡市末広町13-15 耳鼻いんこう科 ○ 呉西地区 0766-22-0282 0766-22-0295

高岡市 松本　正光 松本内科クリニック 933-0916 高岡市大町16-1
内科
循環器内科

○ 高岡市 0766-27-6066 0766-27-6099

高岡市 三邉　義雄 厚生連高岡病院 933-8555 高岡市永楽町5-10 精神科 ○ 高岡市 0766-21-3930 0766-24-9509

高岡市 宮島　久仁 宮島医院 939-1251 高岡市常国387
内科、外科、消化器内科（胃
腸内科）

0766-36-0023
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高岡市 山本　由紀 サンバリー福岡病院 939-0118 高岡市福岡町大野150 内科 ○ 高岡市 0766-64-3535 0766-64-2706

高岡市 吉田　耕司郎 吉田内科小児科 933-0908 高岡市木町1 内科 ○ 高岡市、射水市、氷見市 0766-22-2234 0766-22-2283

高岡市 吉田　渉
医療法人高岡みなみﾊｰﾄｾﾝﾀｰ
みなみの杜病院

939-1104 高岡市戸出町3-14-24
内科、循環器内科、整形外
科、眼科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

○ 県内 メール 0766-63-1113 0766-63-3151 wataru@takaoka-minami.jp

高岡市 和田　美知子
医療法人社団
市野瀬和田内科医院

939-1101 高岡市戸出市野瀬388 内科 0766-63-1118

氷見市 井口　晶晴 金沢医科大学氷見市民病院 935-8531 氷見市鞍川1130 呼吸器内科 0766-74-1900

氷見市 嶋尾　正人
医療法人社団
嶋尾内科医院

935-0002 氷見市阿尾928
内科
小児科

○ 氷見市 0766-72-0622 0766-72-2213

氷見市 高嶋　達 高嶋クリニック 935-0017 氷見市丸の内10-5
内科、外科、消化器内科（胃
腸内科）

○ 氷見市 0766-72-0834 0766-72-5838

氷見市 福田　昭宏 金沢医科大学氷見市民病院 935-8531 氷見市鞍川1130 循環器内科 0766-74-1900

砺波 網谷　茂樹 あみたに医院 939-1374 砺波市山王町4-6
内科
循環器内科

0763-32-1511

砺波 家接　健一 市立砺波総合病院 939-1395 砺波市新富町1-61 外科

砺波 金木　昌弘 かねきホームクリニック 939-1368 砺波市本町7-11
内科、外科、消化器内科（胃
腸内科）、肛門外科

○
砺波市、南砺市、
小矢部市

0763-32-5110 0763-32-5111

砺波 金田　学 となみの診療クリニック 939-1371 砺波市栄町125
心療内科
精神科

0763-34-1073

砺波 豊田　葉子 とよだ眼科クリニック 939-1363 砺波市太郎丸1-8-2 眼科 0763-34-6960

砺波 比嘉　敏明 となみ労働衛生コンサル 内科 ○
砺波市、南砺市、
小矢部市

メール 0763-32-5779 toroco2@ace.ocn.ne.jp

砺波 深谷　良 市立砺波総合病院 939-1395 砺波市新富町1-61 内科 0763-32-3320

砺波 福井　靖人 砺波サナトリウム福井病院 939-1315 砺波市太田570
精神科
神経科

0763-33-1322

砺波 藤井　正則 藤井整形外科医院 939-1371 砺波市栄町613 整形外科 0763-32-5220

砺波 伏木　弘
医療法人社団
伏木医院

939-1352 砺波市宮丸568
産婦人科
内科

0763-32-2275

砺波 山下　良平 やました医院 939-1332 砺波市永福町5-11
内科、外科、呼吸器内科、肛
門外科

0763-34-8810

砺波 山田　泰士 市立砺波総合病院 939-1395 砺波市新富町1-61 整形外科 0763-32-3320

砺波 吉田　康二郎 寿康堂吉田医院 939-1375 砺波市中央町1-5 内科 0763-33-2112

南砺市 大浦　誠 南砺市民病院 932-0211 南砺市井波938 内科 0763-82-1475
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南砺市 金子　利朗 産婦人科内科金子医院 939-1732 南砺市荒木1351-1
内科
産婦人科

○ 南砺市
電話
（13:00頃）

0763-52-0800 0763-52-0827

南砺市 窪　秀之 くぼクリニック 939-1506 南砺市高儀13-1
内科
呼吸器内科

○ 砺波地域、富山市 0763-22-7799 0763-22-1160

南砺市 佐伯　俊雄 医療法人社団佐伯医院 939-1662 南砺市福光1317
外科、内科、消化器内科（胃腸
内科）、肛門外科、皮膚科

○ 南砺市 0763-52-0689 0763-52-8136

南砺市 鷹西　敏雄 ○ 県内 taka24@olive.ocn.ne.jp

南砺市 富田　喜久雄 富田整形外科ｸﾘﾆｯｸ 939-1637 南砺市福光443-2
リウマチ科、整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ科

○
南砺市、砺波市、
小矢部市

電話（13:00頃）
またはメール

0763-52-8800 tomikiku@p1.tst.ne.jp

南砺市 根井　仁一 根井クリニック 939-1842 南砺市野田1360 内科 ○ 南砺市 0763-62-0620 0763-62-0621

南砺市 松　智彦 城端理休ｸﾘﾆｯｸ 939-1811 南砺市理休270
内科
外科

○ 南砺市、砺波市 電話（午前中） 0763-62-3325 0763-62-3369

南砺市 三浦　利則 公立南砺中央病院 939-1724 南砺市梅野2007-5
整形外科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

0763-53-0001

南砺市 矢島　眞 山見内科医院 932-0231 南砺市山見1135-1
内科、消化器内科（胃腸内
科）、循環器内科

○
南砺市、砺波市、
小矢部市

FAXまたはメール 0763-82-8200 0763-82-8201 we.love.chiba.lotte_7580@ezweb.ne.jp

小矢部市 井上　亮 医療法人社団 井上内科医院 932-0051 小矢部市今石動町1-5-31 内科、リウマチ科、腎臓内科 0766-68-0082

小矢部市 大野　秀彰 大野クリニック 932-0058 小矢部市小矢部町1-1
内科
消化器内科（胃腸内科）

○ 呉西地区 電話またはFAX 0766-67-1475 0766-67-7522

小矢部市 津田　達雄
医療法人社団寿恵会
つざわ津田病院

932-0111 小矢部市新西117-1
内科
婦人科

0766-61-8585

小矢部市 沼田　仁成 沼田医院 932-0053 小矢部市石動町8-36
整形外科
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

○ 小矢部市 0766-67-1162 0766-67-4438

小矢部市 畠山　収一 畠山内科クリニック 932-0836 小矢部市埴生356-4
内科、循環器内科、消化器内科
（胃腸内科）、呼吸器内科

○ 小矢部市 0766-67-8088 0766-67-8081

小矢部市 宮元　進 北陸中央病院 932-8503 小矢部市野寺123 内科 0766-67-1150

小矢部市 村田　成 村田医院 932-0057 小矢部市本町１-13
消化器内科（胃腸内科）、循環器内科、
リウマチ科、外科、整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰ
ｼｮﾝ科

○ 呉西地区 0766-67-0997 0766-67-3508

小矢部市 渡辺　多恵
医療法人啓愛会
小矢部大家病院

932-0825 小矢部市島321 精神科 0766-67-2002

【富山県医師会認定産業医名簿について】

・この名簿は日本医師会認定産業医制度に基づく認定産業医資格を有する本会会員を掲載しています（但し公開を希望しない会員除く）。

・新たな嘱託産業医契約をご検討の事業場におかれましては、当該名簿の「新規契約」に○がついている医師にご相談※ください。その際には「契約可能な地域」をご確認の上、「特定の連絡方法」に指定のある場合は

　所定の連絡方法にてコンタクトをお取りいただきますようお願いします。

　※あくまで「新規産業医契約が可能」としている医師であり、事業場概要（所在地・業種・規模等）及び希望する活動内容等によって必ず契約を保証するものではございません。

　※本名簿に記載の無い情報については、個人情報の都合上、お問合せいただきましてもお答えすることができませんのでご了承ください。


