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    101,1002,3 富山県立中央病院 〒930-8550 076-424-1531富山県知事　石井　隆清水　康一 昭32. 7.31一般       665病院
     (01,3089,4) 富山市西長江２丁目２番７８号 常　勤:  198一 結核        16現存
     (医     196) 平29. 7.31精神        50
     (歯       2) 一般（感染）
                  2
     内   精   神内
     小   外   整外
     形外 脳外 呼外
     心外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   麻  
     歯外 小外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1011,4 富山地方鉄道診療所 〒930-0003 076-444-0399富山地方鉄道株式会社笹谷　守 昭41.11.25内   診療所
     富山市桜町１丁目１－３６ 常　勤:    1　代表取締役社長　辻 現存
     (医       1)川　徹 平29.11.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1128,6 島崎医院 〒939-8086 0764(21)7720島崎　久子 島崎　久子 昭40. 6.30内   診療所
     富山市東中野町２丁目１－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1181,5 森越医院 〒930-0056 0764(25)1535森越　進 森越　進 昭44. 1.25内   産婦 診療所
     富山市南田町２丁目７－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 1.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1198,9 越村医院 〒939-8181 076-429-1002越村　康明 越村　康明 昭45. 3.20内   小   診療所
     富山市若竹町３丁目６３番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1199,7 村上医院 〒930-0005 0764(32)5701村上　是正 村上　是正 昭45. 3. 3内   婦   診療所
     富山市新桜町８－２ 常　勤:    1 療養病床
     (医       1) 平30. 3. 3 休止
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,1207,8 酒井産婦人科医院 〒930-0039 0764(32)1828酒井　清純 酒井　清純 昭45. 8. 3産婦 診療所
     富山市東町１丁目４－１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1213,6 澤田内科医院 〒930-0063 076-421-4718澤田　克己 澤田　克己 昭45.12.11内   診療所
     富山市太田口通り１丁目５－８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    901,1219,3 富山化学診療所 〒930-8508 076-431-8212富山化学工業株式会社武田　三昭 昭46. 7. 1内   診療所
     富山市下奥井２丁目４－１ 常　勤:    1富山事業所　常務執行 現存
     (医       1)役富山事業所長　早川 平28. 7. 1
     弘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,1229,2 布谷整形外科医院 〒930-0068 076-425-8288布谷　猛 布谷　猛 昭47.11.13一般         3診療所
     富山市西四十物町３－８ 常　勤:    1 整外 リハ リウ現存
     (医       1) 平29.11.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,1231,8 正谷内科医院 〒930-0028 076-421-4304正谷　健 正谷　健 昭47.12.21内   診療所
     富山市荒町２－２５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,1251,6 野原内科医院 〒930-0916 076-423-8817野原　哲夫 野原　哲夫 昭49. 4. 8内   診療所
     富山市向新庄荏原２００－２１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,1255,7 万見内科医院 〒931-8333 076-438-2235万見　新太郎 万見　新太郎 昭49.10. 1内   診療所
     富山市蓮町２丁目３番２２号 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,1260,7 富山医療生活協同組合〒931-8501 076-433-1077富山医療生活協同組合山本　美和 昭50. 4. 1一般       114病院
     富山協立病院 富山市豊田町１丁目１－８ 常　勤:    7　理事長　与島明美 療養        60現存
     (医       7) 平29. 4. 1内   整外 循  
     非常勤:   52 消   呼   皮  
     (医      52) 耳い ひ   こう
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,1280,5 寺島医院 〒930-0817 076-432-9072寺嶌　絋 寺嶌　絋 昭51.10. 5内   診療所
     富山市下奥井１－２３－５０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,1306,8 福田整形外科医院 〒939-8075 076-421-2252福田　誠 福田　誠 昭53. 5.10整外 診療所
     富山市今泉２０５ 常　勤:    1 休止
     (医       1) 平29. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,1308,4 八田眼科医院 〒930-0975 076-423-7711八田　正幸 八田　正幸 昭53. 6. 1眼   診療所
     富山市西長江１丁目１－５ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,1312,6 岩城内科医院 〒930-0115 0764(36)5188岩城　勝英 岩城　勝英 昭54. 1. 8内   消   循  診療所
     富山市茶屋町８５－２ 常　勤:    1 小   現存
     (医       1) 平30. 1. 8
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   1901,1318,3 泉小児科医院 〒939-8055 0764(92)2525泉　紀子 泉　紀子 昭54. 5.28小   診療所
     富山市下堀９３－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,1324,1 和合整形外科医院 〒930-2233 0764(35)3333竹林　俊一郎 竹林　俊一郎 昭54.10. 1内   整外 眼  診療所
     (01,3385,6) 富山市布目１９８１－１ 常　勤:    1 リハ リウ 歯  現存
     (医       1) 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (医       3)
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,1327,4 林医院 〒931-8355 0764(37)9834林　哲二 林　哲二 昭54.11. 1内   診療所
     富山市岩瀬新川町２７３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,1335,7 かね医院 〒939-8014 076-421-5131金　清 金　清 昭55.10.23内   小   診療所
     富山市中川原新町６５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,1336,5 医療法人財団博仁会横〒939-8085 076-425-2800医療法人財団博仁会　菅原　秀徳 昭56. 1. 1一般        34病院
     田病院 富山市中野新町１丁目１番１１号常　勤:    3理事長　横田龍大 療養        34現存
     (医       3) 平29. 1. 1内   呼   消  
     非常勤:   25 循   外   放  
     (医      25) 皮   他   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,1340,7 外科胃腸科寺島クリニ〒930-0916 076-451-1130寺島　弘 寺島　弘 昭56. 4.20胃   外   麻  診療所
     ック 富山市向新庄町７丁目１７番２４常　勤:    1 現存
     号 (医       1) 平29. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,1341,5 北川内科クリニック 〒930-0007 076-433-1881北川　鉄人 北川　鉄人 昭56. 5. 1一般        48病院
     富山市宝町２丁目３－２ 常　勤:    2 内   消   循  現存
     (医       2) 平29. 5. 1呼   
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,1346,4 つねだ内科医院 〒939-8083 076-491-1121常田　孝和 常田　孝和 昭56. 8.22内   呼   消  診療所
     富山市西中野本町８－１ 常　勤:    1 循   現存
     (医       1) 平29. 8.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,1351,4 医療法人社団城南会富〒939-8271 076-491-3366医療法人社団城南会　飴谷　博 昭57. 4. 1療養        77病院
     山城南温泉病院 富山市太郎丸西町一丁目１３－６常　勤:    3理事長　黒崎　正夫 介護       113療養病床
     (医       3) 平30. 4. 1内   整外 リハ現存
     非常勤:   27
     (医      27)
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   2801,1354,8 井本産科婦人科医院 〒930-0096 0764(33)3517井本　正樹 井本　正樹 昭57.11. 1一般        19診療所
     富山市舟橋北町６－１５ 常　勤:    1 産   婦   内  現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,1355,5 吉田内科医院 〒930-0072 076-421-1878吉田　弘 吉田　弘 昭58. 1. 1内   消   循  診療所
     富山市桃井町１－６－８ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,1361,3 富山中央診療所 〒939-8212 076-495-2164平野　正治 平野　正治 昭58. 5. 9内   神内 精  診療所
     富山市掛尾５００ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5. 9
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,1364,7 富山市立　富山市民病〒939-8511 076-422-1112富山市長　森　雅志 石田　陽一 昭58.10. 1一般       539病院
     (01,3149,6) 院 富山市今泉北部町２番地１ 常　勤:   98 一般（感染） 現存
     (医      97) 平28.10. 1             6
     (歯       1) 精神        50
     非常勤:   37 内   精   神内
     (医      36) 呼内 消   循  
     (歯       1) 透析 小   外  
     整外 形外 脳外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い 歯外
     麻   病理 リハ
     救命 
     他：内分泌代謝
     内科、血液内科
     、腎臓内科、内
     視鏡内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,1368,8 福田医院 〒930-0051 076-425-4978福田　孜 福田　孜 昭58. 9.23精   神内 内  診療所
     富山市室町通り１－１－２６ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平28. 9.23
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,1369,6 山脇医院 〒939-8073 076-492-3113山脇　武敏 山脇　武敏 昭58.10. 1内   胃   小  診療所
     富山市大町１４－２ 常　勤:    1 外   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,1370,4 大野胃腸科外科医院 〒939-8064 076-422-1133大野　進 大野　進 昭58.11. 1内   胃   外  診療所
     富山市赤田７７８ 常　勤:    1 こう 現存
     (医       1) 平28.11. 1
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   3501,1372,0 月岡クリニック 〒939-8132 076-429-6669桜井　潤司 桜井　潤司 昭59. 1.10一般        19診療所
     富山市月岡町６丁目１０８ 常　勤:    1 外   内   整外現存
     (医       1) 平29. 1.10こう 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,1373,8 医療法人北聖病院 〒930-0814 076-441-5910医療法人財団　北聖会金木　英輔 昭59. 5. 1療養        88病院
     富山市下富居２丁目１３番８３号常　勤:    2　理事長　金木英輔 内   循   和漢現存
     (医       2) 平29. 5. 1
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,1379,5 有沢内科クリニック 〒939-8084 076-422-3423有沢　信雄 有沢　信雄 昭59. 9. 1内   婦   リハ診療所
     富山市西中野町１－１５－４６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,1381,1 富山県リハビリテーシ〒931-8517 076-438-2233富山県知事　石井　隆橋本　二美男 昭59.10. 1一般       202病院
     (01,3162,9) ョン病院・こども支援富山市下飯野３６番地 常　勤:   19一 内   精   神内現存
     センター (医      18) 平29.10. 1小   整外 皮  
     (歯       1) ひ   眼   耳い
     非常勤:   48 リハ 歯   脳外
     (医      48)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,1383,7 高田医院 〒939-0526 076-478-1234高田　良子 高田　良子 昭59.10. 1内   診療所
     富山市水橋舘町４１３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,1386,0 医療法人社団城南会富〒939-8271 076-421-6300医療法人社団城南会　長谷川　洋 昭60. 4. 5療養       131病院
     山城南温泉第二病院 富山市太郎丸西町一丁目１３－６常　勤:    3理事長　黒崎　正夫 内   リハ 療養病床
     (医       3) 平30. 4. 5 現存
     非常勤:   20
     (医      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,1387,8 島耳鼻咽喉科医院 〒930-0057 076-421-5250島　一晴 島　一晴 昭60. 3.30耳い 気食 アレ診療所
     富山市上本町５－２９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 3.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,1388,6 本多内科医院 〒930-0048 076-421-4367本多　幸博 本多　幸博 昭60. 5. 1内   診療所
     富山市白銀町１０－１３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,1393,6 寺島医院分院 〒930-0038 076-421-4503寺嶌　紘 寺嶌　紘 昭60.12.18内   診療所
     富山市緑町１－４－２３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［富山県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成     6 頁

   4401,1394,4 山田祐司眼科医院 〒939-8081 0764(24)0077山田　祐司 山田　祐司 昭61. 1. 4一般         9診療所
     富山市堀川小泉町１－１－５ 常　勤:    1 眼   現存
     (医       1) 平28. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,1396,9 本江整形外科医院 〒930-0857 076-432-3711本江　卓 本江　卓 昭61. 4. 8一般        19診療所
     富山市奥田新町１７－１ 常　勤:    1 内   外   整外現存
     (医       1) 平28. 4. 8形外 リハ 
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,1403,3 誠友病院 〒939-8134 076-429-6677医療法人社団翠十字会中嶋　憲修 昭62. 2. 1療養        52病院
     富山市上千俵町１０３番地 常　勤:    3　理事長　安力川　誠 介護        56現存
     (医       3) 平29. 2. 1内   リハ 
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,1416,5 医療法人社団清省会　〒930-0033 076-422-3755医療法人社団清省会　林　健志 昭62.12. 1内   診療所
     元町内科医院 富山市元町１－２－１７ 常　勤:    1理事長　林　健志 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,1421,5 里村クリニック 〒930-0010 076-441-0066里村　敬 里村　敬 昭63. 5.12内   リハ 麻  診療所
     富山市稲荷元町２－１－１２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,1431,4 温泉リハビリテーショ〒939-8075 076-425-1166医療法人社団いずみ会大西　仙泰 昭64. 1. 1療養       109病院
     ンいま泉病院 富山市今泉２２０ 常　勤:    5　理事長　大西　仙泰 介護        54現存
     (医       5) 平28. 1. 1精神        50
     非常勤:    9 内   リハ 精  
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,1437,1 社会福祉法人めひの野〒930-0143 076-436-0270社会福祉法人めひの野樋口　悠子 平元. 8. 1内   精   診療所
     園うさか寮診療所 富山市西金屋字高山６６８２番地常　勤:    1園　理事長　中田匡 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,1439,7 三輪整形外科医院 〒939-8132 076-429-7838三輪　茂樹 三輪　茂樹 平元. 8. 9整外 リハ 診療所
     富山市月岡町６丁目７２０－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 8. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5201,1444,7 不二越病院 〒930-0964 076-424-2881株式会社不二越　取締泉野　潔 平元.12.11一般        60病院
     富山市東石金町１１番６５号 常　勤:    8役社長　本間　博夫 内   外   整外現存
     (医       8) 平28.12.11皮   眼   耳い
     非常勤:   34 リハ 放   循  
     (医      34) こう 心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,1445,4 荒尾メディカルクリニ〒930-0085 076-425-4854荒尾　正見 荒尾　正見 平 2. 1. 1内   消   外  診療所
     ック 富山市丸の内３丁目３－１５ 常　勤:    1 こう 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,1446,2 本定内科クリニック 〒930-0936 076-493-5811本定　秀雄 本定　秀雄 平 2. 2. 2内   小   診療所
     富山市藤木１９６２－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,1447,0 笹谷内科胃腸科クリニ〒930-0004 076-441-5425笹谷　守 笹谷　守 平 2. 3. 1内   胃   診療所
     ック 富山市桜橋通り６－１３　フコク常　勤:    1 現存
     生命ビル　２階 (医       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,1448,8 田中眼科医院 〒939-8056 076-493-4111田中　良則 田中　良則 平 2. 3.18眼   診療所
     富山市上堀町７１－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,1451,2 桝谷整形外科医院 〒930-0085 076-425-0888医療法人社団恵成会　升谷　厚志 平 2. 6.11整外 リハ 診療所
     富山市丸の内３丁目３－２２ 常　勤:    1理事長　升谷　敏孝 現存
     (医       1) 平29. 6.11
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,1452,0 石田眼科医院 〒930-0816 076-433-0007石田　俊郎 石田　俊郎 平 2. 7. 5眼   診療所
     富山市上赤江町２丁目１０－１６常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,1455,3 長井皮膚科医院 〒930-0851 076-441-1221医療法人社団長井皮膚長井　正樹 平 2.10. 1皮   診療所
     富山市奥田双葉町１１－１３ 常　勤:    1科医院　理事長　長井 現存
     (医       1)　正樹 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,1459,5 西邨内科医院 〒930-0062 076-421-3948西邨　啓吾 西邨　啓吾 平 2.10.24内   消   診療所
     富山市西町９－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.10.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6101,1463,7 成和病院 〒931-8431 076-451-7001医療法人社団正啓会　小西　秀男 平 3. 4.12療養        40病院
     富山市針原中町３３６ 常　勤:    4理事長　小西　啓子 介護        33療養病床
     (医       4) 平30. 4.12内   消   整外現存
     非常勤:   48 リハ 放   
     (医      46)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,1468,6 三輪病院 〒939-8183 076-428-1234医療法人社団三医会　竹鼻　敏孝 平 3.12. 1療養        70病院
     富山市小中２９１ 常　勤:    4理事長　竹鼻　敏孝 介護        21現存
     (医       2) 平27.12. 1精神       100
     (薬       2) 内   消   外  
     非常勤:   34 精   耳い リハ
     (医      34) 皮   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,1476,9 舟山医院 〒939-8015 076-492-3838舟山　仁行 舟山　仁行 平 4. 4. 2内   消   診療所
     富山市中川原４１－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,1478,5 寺林医院 〒930-0952 076-424-2220寺林　征 寺林　征 平 4. 5. 1内   神内 小  診療所
     富山市町村１－１０５ 常　勤:    2 脳外 放   現存
     (医       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,1479,3 川崎内科医院 〒939-8141 076-429-0999医療法人社団川崎内科川崎　健介 平 4. 6. 1内   循   小  診療所
     富山市月岡東緑町３－１ 常　勤:    2医院　理事長　川崎健 現存
     (医       2)介 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,1481,9 草島内科クリニック 〒930-2201 076-435-3132杉森　正克 杉森　正克 平 4. 7. 1内   小   診療所
     富山市草島２１６－２２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,1482,7 相山クリニック 〒939-0521 076-478-0033相山　雄一 相山　雄一 平 4. 7. 1内   循   診療所
     富山市水橋中村町２７７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,1487,6 福田医院 〒930-0002 076-432-5893医療法人社団福田医院福田　繁 平 4.10. 1皮   性   診療所
     富山市新富町２丁目４番１８号 常　勤:    1　理事長　福田　繁 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,1489,2 馬瀬小児科医院 〒930-0952 076-423-0964医療法人社団朴魯会　馬瀬　大助 平 4.11. 1小   診療所
     富山市町村１５６－６ 常　勤:    1理事長　馬瀬　大助 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7001,1492,6 高野耳鼻咽喉科医院 〒930-0966 076-492-8733高野　正美 高野　正美 平 4.11.11耳い アレ 診療所
     富山市石金３－１－３９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,1499,1 古屋医院 〒930-0054 076-421-7788古屋　正人 古屋　正人 平 5. 3. 1外   胃   こう診療所
     富山市南新町５－１５ 常　勤:    2 内   現存
     (医       2) 平29. 3. 1消化器外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,1501,4 富山医療生活協同組合〒939-0526 076-479-1414富山医療生活協同組合田村　有希 平 5. 4. 1内   小   整外診療所
     　水橋診療所 富山市水橋舘町５９番１号 常　勤:    1　理事長　与島明美 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,1502,2 こばやし耳鼻咽喉科ク〒930-0887 076-441-0116小林　英人 小林　英人 平 5. 4. 1耳い 気食 アレ診療所
     リニック 富山市五福５２４２－６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,1505,5 皮膚科清水クリニック〒939-8073 076-492-7818清水　美恵子 清水　美恵子 平 5. 4. 6皮   診療所
     富山市大町２区２９８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,1509,7 品川医院 〒930-0036 076-421-4041品川　俊男 品川　俊男 平 5. 8. 1内   診療所
     富山市清水町５－３－１７ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,1510,5 城石内科クリニック 〒930-0003 076-441-2015城石　平一 城石　平一 平 5. 9.16内   呼   消  診療所
     富山市桜町２－１－１０ 常　勤:    1 循   小   心内現存
     (医       1) 平29. 9.16アレ リウ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,1513,9 石黒小児科医院 〒939-8006 076-492-3500医療法人社団石黒小児石黒　和正 平 5.10. 1小   診療所
     富山市山室３４１－５ 常　勤:    2科医院　理事長　石黒 現存
     (医       2)　和正 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,1515,4 たかたこども医院 〒939-8071 076-422-6770医療法人社団たかたこ高田　伊久郎 平 5.11. 1小   診療所
     富山市上袋５６の３ 常　勤:    1ども医院　理事長　高 現存
     (医       1)田　伊久郎 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,1516,2 うえむらこども医院 〒931-8325 076-471-8830医療法人社団うえむら濵道　美紀 平 5.11. 1小   診療所
     富山市城川原１丁目１４番３号 常　勤:    1こども医院　理事長　 現存
     (医       1)濵道美紀 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
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   8001,1517,0 よしだ医院 〒930-0882 076-432-3737医療法人社団よしだ医吉田　誠 平 5.11. 1内   胃   診療所
     富山市五艘１６３１－５ 常　勤:    1院　理事長　吉田　誠 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,1518,8 島眼科医院 〒930-0061 076-421-4643島　厚司 島　厚司 平 6. 1.17眼   診療所
     富山市一番町５－３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,1527,9 中曽根産婦人科医院 〒939-8094 076-425-6740医療法人社団医敬会　中曽根　敬一 平 6.11. 1産婦 診療所
     富山市大泉本町２－５－２５ 常　勤:    1理事長　中曽根　敬一 組織変更 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,1531,1 藤の木病院 〒930-0944 076-424-0101舟坂　雅春 舟坂　雅春 平 6.12.22精神        99病院
     富山市開２６１ 常　勤:    3 交代 内   精   神  現存
     (医       3) 平27.12.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,1532,9 内田医院 〒930-0962 076-425-4761内田　重行 内田　重行 平 7. 2. 1内   胃   診療所
     富山市長江本町９－３０ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,1534,5 のがわ皮ふ科クリニッ〒939-8075 076-421-6700能川　昭夫 能川　昭夫 平 7. 2. 1皮   診療所
     ク 富山市今泉１４８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,1535,2 不二越東富山診療所 〒931-8304 076-438-4411株式会社不二越　取締大野　晃 平 7. 2. 1内   診療所
     富山市米田町３－２－１ 常　勤:    1役社長　本間　博夫 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,1541,0 流杉病院 〒939-8032 076-424-2211秋山　眞 秋山　眞 平 7. 8.27療養       131病院
     富山市流杉１２０ 常　勤:    6 交代 内   神   消  現存
     (医       6) 平28. 8.27循   放   リハ
     非常勤:   45
     (医      45)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,1545,1 種井内科胃腸科クリニ〒930-0036 076-424-4114種井　政信 種井　政信 平 7.11. 1内   呼   胃  診療所
     ック 富山市清水町５丁目７ー１６ 常　勤:    1 新規 循   小   消  現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,1547,7 島崎クリニック 〒931-8435 076-452-1551島崎　邦彦 島崎　邦彦 平 7.12. 6内   外   胃  診療所
     富山市小西１１６ー３ 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平28.12. 6
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   9001,1548,5 佐伯クリニック 〒930-0163 076-436-2311医療法人社団佐伯クリ佐伯　好信 平 8. 1. 1外   内   消  診療所
     富山市栃谷２００ー２ 常　勤:    1ニック　理事長　佐伯 組織変更 小   リハ アレ現存
     (医       1)　好信 平29. 1. 1こう 心内 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,1552,7 石田ひとみ眼科医院 〒939-8036 076-492-0240石田　ひとみ 石田　ひとみ 平 8. 3.18眼   診療所
     富山市高屋敷８３３ー１　タカサ常　勤:    1 新規 現存
     ンビル１Ｆ (医       1) 平29. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,1554,3 やしま整形外科クリニ〒930-0827 076-452-9222八島　省吾 八島　省吾 平 8. 4.20整外 リハ 診療所
     ック 富山市上飯野１３ー１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,1556,8 政岡内科病院 〒930-0804 076-432-1131政岡　陽文 政岡　陽文 平 8. 4.15療養        48病院
     富山市下新町２８番２３号 常　勤:    2 交代 介護        19療養病床
     (医       2) 平29. 4.15内   胃   現存
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,1557,6 橋本医院 〒939-8132 076-429-0215医療法人社団橋本医院橋本　明久 平 8. 7. 1内   循   小  診療所
     富山市月岡町４丁目６９５番地 常　勤:    1　理事長　橋本　明久 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,1558,4 黒田耳鼻咽喉科医院 〒930-0827 076-452-9287黒田　一 黒田　一 平 8. 7.10耳い 気食 診療所
     富山市上飯野字屋敷田１３ー１８常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,1560,0 富山赤十字病院 〒930-0859 076-433-2222日本赤十字社　富山県平岩　善雄 平 8. 8. 1一般       401病院
     (01,3265,0) 富山市牛島本町２丁目１番５８号常　勤:   69支部長　石井　隆一 移動 内   神内 精  現存
     (医      68) 平29. 8. 1小   外   整外
     (歯       1) 脳外 呼外 心外
     非常勤:   14 皮   ひ   産婦
     (医      14) 眼   耳い リハ
     放   麻   歯外
     病理 呼   アレ
     消   循   
     他：腎臓・感染
     症内科、糖尿病
     ・内分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,1565,9 野田内科医院 〒939-3542 076-478-2010野田　隆志 野田　隆志 平 8.12.20内   循   小  診療所
     富山市水橋開発１番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.12.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9801,1566,7 富山県済生会富山病院〒931-8533 076-437-1111社会福祉法人恩賜財団井上　博 平 9. 1. 1一般       250病院
     (01,3266,8) 富山市楠木３３番１ 常　勤:   47済生会支部富山県済生 移動 内   小   外  現存
     (医      46)会　支部長　飯田　博 平30. 1. 1整外 脳外 皮  
     (歯       1)行 産婦 眼   耳い
     非常勤:   35 麻   歯外 ひ  
     (医      33) リハ 放   神内
     (歯       2) 他   
     他：消化器内科
     、外科、循環器
     内科、糖尿病内
     分泌内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,1567,5 まきのクリニック 〒939-8045 076-493-6300牧野　博 牧野　博 平 9. 2. 4内   循   呼  診療所
     富山市本郷町５区１３０－１０ 常　勤:    1 新規 皮   麻   小  現存
     (医       1) 平30. 2. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,1568,3 常願寺病院 〒939-3552 076-478-1191医療法人社団　ときわ堀　信行 平 9. 3. 1精神       120病院
     富山市水橋肘崎４３８番地 常　勤:    4会　理事長　堀　信行 組織変更 内   精   神内現存
     (医       3) 平30. 3. 1心内 
     (薬       1)
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,1570,9 片口眼科クリニック 〒930-0019 076-431-1255片口　尚志 片口　尚志 平 9. 4. 1眼   診療所
     富山市弥生町２丁目３ー６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,1572,5 ほり眼科クリニック 〒931-8325 076-437-1400堀　津良志 堀　津良志 平 9. 4.21眼   診療所
     富山市城川原２丁目１番１１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,1573,3 富山県心の健康センタ〒939-8222 076-428-1511富山県知事　石井　隆麻生　光雄 平 9. 4. 1精   診療所
     ー 富山市蜷川４５９ー１ 常　勤:    1一 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,1576,6 谷野岩瀬医院 〒931-8356 076-437-9814谷野　正一郎 谷野　正一郎 平 9. 6. 1内   小   診療所
     富山市岩瀬大町３ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,1577,4 片山眼科医院 〒930-0052 076-421-6310片山　寿夫 片山　寿夫 平 9. 6.14一般        11診療所
     富山市五番町３ー１ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平30. 6.14
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  10601,1579,0 医療法人社団　和敬会〒930-0103 076-436-5800医療法人社団　和敬会谷野　亮一郎 平 9. 8. 1精神       310病院
     　谷野呉山病院 富山市北代５２００番地 常　勤:    8　理事長　谷野　亮爾 組織変更 精   神   内  現存
     (医       8) 平24. 8. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,1585,7 愛和整形外科クリニッ〒939-8081 0764(91)1888藤田　国政 藤田　国政 平 9.10. 1整外 リハ 外  診療所
     ク 富山市堀川小泉町１丁目５ー５ 常　勤:    1 移動 リウ 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,1586,5 医療法人社団　嶋尾こ〒930-0103 076-436-2221医療法人社団　嶋尾こ嶋尾　智 平 9.12. 1小   診療所
     どもクリニック 富山市北代５２９３番地 常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　嶋尾　智 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,1589,9 中島こどもクリニック〒930-0801 076-431-2700医療法人社団　中島こ山谷　眞己 平 9.12. 1小   皮   診療所
     富山市中島３丁目３番５７号 常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　山谷　眞己 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,1592,3 浅地内科医院 〒930-0887 076-431-9388浅地　聡 浅地　聡 平10. 1. 1内   診療所
     富山市五福３６８－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,1593,1 石金内科医院 〒930-0975 076-425-3470西野　章 西野　章 平10. 1. 1内   循   胃  診療所
     富山市西長江４ー８ー３０ 常　勤:    1 新規 呼   小   リハ現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,1594,9 林外科整形外科医院 〒930-0853 076-431-3289林　清通 林　清通 平10. 2.12外   整外 こう診療所
     富山市永楽町２９－１２ 常　勤:    1 交代 リハ リウ 胃  現存
     (医       1) 平28. 2.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,1595,6 太田内科医院 〒930-0053 076-423-2460太田　克郎 太田　克郎 平10. 3. 1内   循   消  診療所
     富山市辰己町２丁目５ー４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,1601,2 ふるた皮ふ科ひ尿器科〒930-0827 0764-52-9200医療法人社団新進会古古田　秀勝 平10. 8. 1ひ   皮   診療所
     クリニック 富山市上飯野１３番１４ 常　勤:    1田医院　理事長　古田 組織変更 現存
     (医       1)　秀勝 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,1602,0 栗山病院 〒939-8137 076-429-0203医療法人社団基伸会　中村　秀喜 平10. 8. 1療養        43病院
     富山市開発１３３ 常　勤:    1理事長　中村　秀喜 組織変更 介護        52現存
     (医       1) 平28. 8. 1内   小   
     非常勤:   18
     (医      18)
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  11601,1603,8 家城産婦人科医院 〒939-8201 076-421-3359医療法人社団　家城医家城　匡純 平10. 9. 1産婦 小   診療所
     富山市花園町１丁目３－３ 常　勤:    2院　理事長　家城　匡 組織変更 現存
     (医       2)純 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,1604,6 奥田医院 〒930-0014 076-432-3328奥田　彰洋 奥田　彰洋 平10.10. 1内   循   リハ診療所
     富山市舘出町１丁目６ー１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,1606,1 耳鼻咽喉科あざみ野医〒939-8185 076-428-8558田中　裕之 田中　裕之 平10.11.16耳い 診療所
     院 富山市二俣４０６番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,1607,9 中川内科クリニック 〒939-8201 076-495-9591中川　禎二 中川　禎二 平10.12. 8内   呼   循  診療所
     富山市花園町３丁目６番１号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,1608,7 わたなべ医院 〒930-0862 076-491-8220渡辺　実千雄 渡辺　実千雄 平10.12.14内   和漢 診療所
     富山市有沢１９８番地の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.12.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,1609,5 むらかみ小児科アレル〒930-0827 076-452-0708医療法人社団むらかみ村上　美也子 平11. 1. 1小   アレ 診療所
     ギークリニック 富山市上飯野３２－１０ 常　勤:    2小児科　理事長　村上 組織変更 現存
     (医       2)　美也子 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,1610,3 河上内科医院 〒930-0095 076-431-6319医療法人社団河上内科河上　浩康 平11. 1. 1内   胃   診療所
     富山市舟橋南町６番１５号 常　勤:    1医院　理事長　河上　 組織変更 現存
     (医       1)浩康 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,1611,1 堀川内科クリニック 〒939-8072 076-422-2031医療法人社団堀川内科堀　亨 平11. 1. 1内   胃   消  診療所
     富山市堀川町２１６番地の３ 常　勤:    1クリニック　理事長　 新規 循   呼   リウ現存
     (医       1)堀　亨 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,1613,7 南富山　中川病院 〒939-8073 076-425-1780医療法人社団功連会　宮津　健次 平11. 1. 1精神       162病院
     富山市大町１４６番地 常　勤:    6理事長　中川　功 組織変更 精   神   心内現存
     (医       6) 平29. 1. 1内   他   
     非常勤:    2 老年精神科
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12501,1614,5 呉羽矢後医院 〒930-0142 076-436-6660医療法人社団呉羽矢後矢後　修 平11. 1. 1内   胃   外  診療所
     富山市吉作４２６１番地４ 常　勤:    1医院　理事長　矢後　 組織変更 現存
     (医       1)修 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,1618,6 高野整形外科リウマチ〒930-0038 076-423-9814高野　治雄 高野　治雄 平11. 4. 1整外 リウ リハ診療所
     科医院 富山市緑町１丁目１－１２ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,1621,0 清幸会島田病院 〒930-0802 076-431-6800医療法人社団清幸会　島田　雅子 平11. 6. 1療養        90病院
     富山市下新北町６番５２号 常　勤:    3理事長　島田　一彦 新規 内   小   麻  現存
     (医       2) 平29. 6. 1リハ 
     (薬       1)
     非常勤:   18
     (医      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,1624,4 佐々木病院 〒939-8073 076-425-2111医療法人社団重仁佐々菊野　恒明 平11. 8. 1精神       139病院
     富山市大町１番地 常　勤:    2木病院　理事長　青木 組織変更 精   心内 内  現存
     (医       2)伸弘 平29. 8. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,1626,9 四方クリニック 〒930-2242 076-435-9911本郷　信和 本郷　信和 平11. 8. 5内   循   消  診療所
     富山市四方北窪盆作２１２０ー２常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,1627,7 いき内科クリニック 〒930-0138 076-434-1001井城　一弘 井城　一弘 平11. 9.20内   循   消  診療所
     富山市呉羽町６３０２ー８ 常　勤:    1 新規 呼   現存
     (医       1) 平29. 9.20
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,1628,5 加納耳鼻咽喉科医院 〒930-0061 076-495-8733加納　滋 加納　滋 平11.10.17耳い 気食 アレ診療所
     富山市一番町４－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,1633,5 ほんだクリニック 〒930-0085 076-420-5211本田　徹 本田　徹 平12. 4.19心内 精   診療所
     富山市丸の内２丁目３ー８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,1634,3 関クリニック 〒930-0848 076-441-5112医療法人社団関クリニ関　隆夫 平12. 4. 1整外 内   リハ診療所
     富山市久方町９番４１号 常　勤:    2ック　理事長　関　隆 組織変更 現存
     (医       2)夫 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13401,1637,6 北新町診療所 〒930-0023 076-439-5570大江　国広 大江　国広 平12. 6.14内   診療所
     富山市北新町１丁目２－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,1642,6 長谷川病院 〒930-0065 076-422-3040医療法人社団　長谷川長谷川　徹 平13. 1. 1一般        40病院
     富山市星井町２丁目７番４０号 常　勤:    4病院　理事長　長谷川 組織変更 ひ   他   現存
     (医       4)　徹 平25. 1. 1腎臓内科
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601,1644,2 ふるもと内科クリニッ〒930-0951 076-423-0888医療法人社団　ふるも古本　尚文 平13. 1. 1内   呼   消  診療所
     ク 富山市経堂三丁目１番１３号 常　勤:    1と内科クリニック　理 組織変更 循   現存
     (医       1)事長　古本尚文 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,1648,3 平田眼科医院 〒930-0827 076-452-2662平田　秀樹 平田　秀樹 平13. 3.22眼   診療所
     富山市上飯野１３－１９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 3.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,1652,5 ますだ眼科医院 〒930-0033 076-425-1633医療法人社団　ますだ升田　豊 平13. 4. 1一般         8診療所
     富山市元町１丁目２－１１ 常　勤:    2眼科医院　理事長　升 移動 眼   現存
     (医       2)田豊 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,1653,3 おおはし皮ふ科クリニ〒939-8006 076-420-7117大橋　武志 大橋　武志 平13. 4. 5皮   診療所
     ック 富山市山室５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001,1655,8 清風台クリニック 〒931-8409 076-476-0011松永　康弘 松永　康弘 平13. 4. 8外   内   循  診療所
     富山市清風町１０３ 常　勤:    1 新規 整外 現存
     (医       1) 平25. 4. 8
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,1656,6 医療法人社団城南会　〒939-8271 076-491-3113医療法人社団城南会　平田　仁 平13. 4. 1一般        19診療所
     城南内科クリニック 富山市太郎丸西町一丁目６－６ 常　勤:    1理事長　黒崎　正夫 移動 内   現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:   12
     (医      11)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201,1657,4 大津山ひふ科クリニッ〒930-0936 076-491-1212大津山　實 大津山　實 平13. 5. 1皮   診療所
     ク 富山市藤木１９６２ー４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14301,1658,2 なかの皮フ科クリニッ〒939-8205 076-420-8622中野　道夫 中野　道夫 平13. 5.10皮   診療所
     ク 富山市新根塚町３丁目５ー１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,1661,6 カメイクリニック 〒930-0858 076-439-5193亀井　康二 木村　哲治 平13. 6. 8形外 美外 診療所
     富山市牛島町１８ー７　アーバン常　勤:    1 新規 現存
     プレイス２Ｆ (医       1) 平25. 6. 8
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,1662,4 堀地医院 〒930-0083 076-421-3400堀地　肇 堀地　肇 平13. 6. 1消   呼   内  診療所
     富山市総曲輪４丁目４ー４１ 常　勤:    2 交代 外   現存
     (医       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601,1663,2 さいだ小児科医院 〒931-8305 076-426-1888医療法人社団　さいだ才田　耕基 平14. 1. 1小   診療所
     富山市豊若町１－１２－１２ 常　勤:    1小児科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)才田　耕基 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,1664,0 セキひふ科クリニック〒930-0138 076-434-8430医療法人社団　セキひ関　太輔 平14. 1. 1皮   アレ 診療所
     富山市呉羽町７３３１ 常　勤:    2ふ科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       2)長　関　太輔 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,1666,5 みずの眼科クリニック〒939-8222 076-428-4371水野　敏博 水野　敏博 平14. 3. 6眼   診療所
     富山市蜷川１１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 3. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,1670,7 八尾総合病院付属　神〒930-0008 076-431-4545医療法人社団　藤聖会河崎　一夫 平14. 9. 9眼   診療所
     通眼科クリニック 富山市神通本町２丁目５番１号 常　勤:    1　理事長　藤井　久丈 新規 現存
     (医       1) 平26. 9. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001,1672,3 富山県健康増進センタ〒939-8555 076-429-7575公益財団法人富山県健能登　啓文 平14.10. 1内   外   診療所
     ー 富山市蜷川３７３番地 常　勤:    6康づくり財団　理事長 新規 現存
     (医       6)　山崎　康至 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,1674,9 土田内科医院 〒930-0032 076-424-3217土田　敏博 土田　敏博 平15. 1. 1内   胃   消  診療所
     富山市栄町２丁目２－３ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,1676,4 東とやまクリニック 〒931-8452 076-438-9911医療法人社団　東とや中山　郷三 平15. 1. 1内   消   循  診療所
     富山市東富山寿町三丁目１２番２常　勤:    1まクリニック　理事長 組織変更 アレ 皮   現存
     １号 (医       1)　中山　郷三 平27. 1. 1
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  15301,1677,2 桜井病院 〒939-8057 076-425-2070医療法人社団双星会　青山　庄 平15. 1. 1一般 病院
     富山市堀３０番地 常　勤:    2理事長　高野隆 組織変更     一般    40現存
     (医       2) 平27. 1. 1循   呼   消  
     非常勤:   23 内   放   リハ
     (医      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401,1678,0 はやしこどもクリニッ〒930-0951 076-495-4777医療法人社団　はやし林　恵三 平15. 2. 1小   診療所
     ク 富山市経堂二丁目１７番地 常　勤:    1こどもクリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　林　恵三 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,1679,8 わかばクリニック 〒939-8006 076-420-4111島　岳彦 島　岳彦 平15. 3. 1耳い アレ 診療所
     富山市山室２６４－７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,1682,2 しんめいこどもクリニ〒930-0866 076-495-9939塚原　雄器 塚原　雄器 平15. 7. 1小   小外 診療所
     ック 富山市高田９０番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701,1683,0 山西医院 〒930-0859 076-441-6770山西　一門 山西　一門 平15. 9. 1内   循   胃  診療所
     富山市牛島本町２丁目６－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801,1685,5 桝谷胃腸科内科クリニ〒930-0002 076-432-2586桝谷　博孝 桝谷　博孝 平16. 1. 1消   内   外  診療所
     ック 富山市新富町１丁目１－４　ホテ常　勤:    1 新規 現存
     ルα－１　１Ｆ (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901,1686,3 大成整形外科医院 〒930-0982 076-425-2331大成　永人 大成　永人 平16. 3. 1整外 リウ リハ診療所
     富山市荒川５丁目２番５１号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001,1687,1 しんたに　こども　ク〒930-0972 076-423-5588新谷　尚久 新谷　尚久 平16. 4. 1小   診療所
     リニック 富山市長江新町２丁目２－３８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,1688,9 耳鼻咽喉科しぶたに医〒930-0138 076-436-3387渋谷　和郎 渋谷　和郎 平16. 4. 1耳い アレ 診療所
     院 富山市呉羽町２４１７－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,1693,9 臼井眼科クリニック 〒930-0057 076-424-1354臼井　千威子 臼井　千威子 平16. 5. 1眼   診療所
     富山市上本町５－２５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16301,1694,7 青空クリニック 〒939-8057 076-420-4411村石　康博 村石　康博 平16. 5. 1皮   ひ   内  診療所
     富山市堀１４１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,1696,2 土田眼科医院 〒930-0063 076-425-8765土田　豊 土田　豊 平16. 9. 1眼   診療所
     富山市太田口通り１－４－７ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,1699,6 内藤内科クリニック 〒930-0952 076-422-5085内藤　毅郎 内藤　毅郎 平16.11. 1内   循   リウ診療所
     富山市町村２丁目１９６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601,1701,0 医療法人社団桜仁会富〒930-0803 076-432-0505医療法人社団桜仁会　松田　美重子 平16.12. 1精神       100病院
     山さくら病院 富山市下新本町３番５号 常　勤:    2理事長　松田　博 組織変更 心内 精   神内現存
     (医       2) 平28.12. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701,1702,8 堀川篁外科内科医院 〒939-8081 076-421-5305医療法人社団篁伸会　鈴木　伸治 平17. 1. 1外   内   胃  診療所
     富山市堀川小泉町１丁目１７番７常　勤:    2理事長　鈴木　伸治 組織変更 循   こう 現存
     号 (医       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801,1707,7 社会福祉法人　セーナ〒939-2298 076-467-0679社会福祉法人セーナー谷口　保子 昭44.10. 1精   神   内  診療所
     ー苑診療所 富山市坂本３１１０番地 常　勤:    1苑　理事長　髙木英範 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901,1709,3 くぼ小児科クリニック〒939-2256 0764(68)3311久保　裕 久保　裕 平 3.10. 1内   小   診療所
     富山市上二杉４２０－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,1710,1 大沢野クリニック 〒939-2256 076-468-3300医療法人社団双星会　高野　隆 平 5.10. 1内   循   整外診療所
     富山市上二杉４２０－２ 常　勤:    6理事長　高野　隆 皮   リハ 耳い現存
     (医       6) 平29.10. 1リウ 眼   アレ
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101,1711,9 滝　八木山医院 〒939-2253 076-467-0375瀧　邦康 瀧　邦康 平 7. 2. 1内   放   小  診療所
     富山市八木山５６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
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  17201,1712,7 吉山医院 〒939-2251 076-467-0025吉山　泉 吉山　泉 平10. 2. 1内   小   循  診療所
     富山市下大久保１０５５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,1713,5 中田整形外科 〒939-2254 076-468-1449中田　達也 中田　達也 平10. 4.11整外 リハ 診療所
     富山市高内３９８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,1714,3 あゆみの郷 〒939-2231 076-467-4477社会福祉法人秀愛会　北川　正信 平10. 4. 1一般        59病院
     富山市稲代１０２３番地 常　勤:    1理事長　澤田　和秀 新規 内   小   精  現存
     (医       1) 平28. 4. 1リハ 
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501,1717,6 おおやま病院 〒930-1326 076-483-3311医療法人社団　東方会日置　将 平14.12. 1療養        48病院
     富山市花崎８５番地 常　勤:    3　理事長　日置　将 移動 介護        58療養病床
     (医       3) 平26.12. 1内   消   循  現存
     非常勤:   22 耳い リハ 整外
     (医      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601,1720,0 小林医院 〒939-2706 0764(66)3230小林　好文 小林　好文 昭45. 5.27内   小   診療所
     富山市婦中町速星２区８７５－２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 5.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701,1725,9 友愛温泉病院 〒939-2607 076-469-5421医療法人社団友愛病院木越　俊和 昭51. 8.15療養       160病院
     富山市婦中町新町２１３１ 常　勤:    7会　理事長　木越　俊 介護       120現存
     (医       7)和 平24. 8.15内   リハ 
     非常勤:   48
     (医      48)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,1726,7 山本内科医院 〒939-2706 076-466-2222山本　英樹 山本　英樹 昭56.10.15内   呼   消  診療所
     富山市婦中町速星８１３ 常　勤:    2 循   現存
     (医       2) 平29.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901,1727,5 岩佐医院 〒939-2342 0764(54)2050岩佐　嘉郎 岩佐　嘉郎 昭57. 7. 9内   ひ   診療所
     富山市八尾町上新町２８０５ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平24. 7. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18001,1729,1 八尾総合病院 〒939-2376 076-454-5000医療法人社団藤聖会　安川　透 昭62. 5. 1療養        45病院
     (01,3357,5) 富山市八尾町福島７－４２ 常　勤:    3理事長　藤井久丈 内   循   消  現存
     (医       3) 平29. 5. 1小   整外 皮  
     非常勤:   16 眼   リハ 歯  
     (医      13) 他   
     (歯       3) 代謝・内分泌内
     科、消化器内科
     、循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101,1730,9 吉田耳鼻咽喉科医院 〒939-2716 076-466-4133吉田　行夫 吉田　行夫 平 3. 4.23耳い 気食 アレ診療所
     富山市婦中町下轡田８５１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201,1731,7 中川眼科医院 〒939-2717 076-466-3220中川　正人 中川　正人 平 4.11.20眼   診療所
     富山市婦中町上田島１５２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301,1732,5 三菱ふそうバス製造株〒939-2757 076-466-9316三菱ふそうバス製造株元尾　南洋 平 5. 8. 1内   診療所
     式会社　診療所 富山市婦中町道場１番地 常　勤:    1式会社　取締役社長　 現存
     (医       1)馬場　高史 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401,1733,3 内科小児科中田医院 〒939-2718 076-421-2677医療法人社団中田診療中田　重俊 平 6.11. 1内   小   診療所
     富山市婦中町分田２５４ 常　勤:    1所　理事長　中田　重 組織変更 現存
     (医       1)俊 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501,1734,1 高峰クリニック 〒939-2721 076-465-1234高峰　利充 高峰　利充 平 7. 5. 1内   皮   ひ  診療所
     富山市婦中町板倉４６３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18601,1735,8 高沢医院 〒939-2374 076-455-2415原　敬治 原　敬治 平 8. 4.15内   胃   放  診療所
     富山市八尾町上高善寺１０３５ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平29. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701,1736,6 有沢橋病院 〒939-2704 076-425-0631医療法人社団　四方会高柳　功 平 9. 2. 1精神        62病院
     富山市婦中町羽根新５ 常　勤:    4　理事長　高柳　功 組織変更 精   神   内  現存
     (医       3) 平30. 2. 1心内 
     (薬       1)
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801,1738,2 萩野医院 〒939-2376 076-454-6001医療法人社団萩野医院萩野　茂 平 9.10. 1胃   外   内  診療所
     富山市八尾町福島４丁目１５１ 常　勤:    1　理事長　萩野　茂 移動 こう 小外 リハ現存
     (医       1) 平24.10. 1
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  18901,1739,0 江本医院 〒939-2354 076-455-2103医療法人社団江本医院江本　二郎 平11. 2. 1内   循   小  診療所
     富山市八尾町東町２１９９ー１ 常　勤:    1　理事長　江本　二郎 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001,1742,4 ファボーレ　こどもク〒939-2716 076-466-1646医療法人社団　誠尽会荒井　邦美 平12.10. 6小   内   診療所
     リニック 富山市婦中町下轡田１６５番地の常　勤:    1　理事長　徳田成実 新規 現存
     １ (医       1) 平24.10. 6
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101,1746,5 藤澤医院 〒939-2376 076-455-3311藤澤　貞志 藤澤　貞志 平14.10. 1内   循   小  診療所
     富山市八尾町福島２０４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201,1749,9 富山市医師会健康管理〒930-0951 076-422-4811公益社団法人富山市医中西　博子 平17. 4. 1内   診療所
     センター 富山市経堂４丁目１－３６ 常　勤:    6師会　会長　吉山　泉 移動 現存
     (医       6) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301,1752,3 吉田内科クリニック 〒930-0142 076-436-1107医療法人社団富山健生吉田　雅一 平17. 5. 1内   小   リハ診療所
     富山市吉作３５５ 常　勤:    1会　理事長　吉田　雅 組織変更 消   循   リウ現存
     (医       1)一 平29. 5. 1アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401,1753,1 すざき子ども医院 〒939-2727 076-465-7004洲崎　健 洲崎　健 平17. 6. 1小   診療所
     富山市婦中町砂子田３８－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19501,1754,9 みみはなのど・あそう〒930-0975 076-423-5215麻生　伸 麻生　伸 平17. 7. 1耳い アレ 気食診療所
     クリニック 富山市西長江１丁目１－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601,1758,0 蛍川クリニック 〒939-2721 076-465-2163医療法人社団良峰会　川﨑　洋子 平17. 9.20小   内   診療所
     富山市婦中町板倉２６６－１ 常　勤:    1理事長　川﨑　洋子 移動 現存
     (医       1) 平29. 9.20
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19701,1760,6 前川耳鼻咽喉科 〒930-0936 076-492-8787前川　謙一 前川　謙一 平17.10. 1耳い アレ 診療所
     富山市藤木１２４８－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801,1763,0 医療法人社団和敬会谷〒930-0083 076-421-3648医療法人社団和敬会　谷野　芙美子 平17.11. 7精   心内 内  診療所
     野医院 富山市総曲輪２丁目８番２号 常　勤:    1理事長　谷野　亮爾 移動 現存
     (医       1) 平29.11. 7
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901,1765,5 高橋耳鼻咽喉科医院 〒930-0852 076-441-8749高橋　秀親 高橋　秀親 平18. 1. 1耳い 診療所
     富山市奥田寿町２０－１２ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001,1766,3 豊田魚津クリニック 〒931-8311 076-426-1551魚津　幸蔵 魚津　幸蔵 平18. 1. 1胃   内   外  診療所
     富山市豊田４６３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101,1767,1 山室クリニック 〒939-8006 076-492-9922医療法人社団友豊会　半田　豊和 平18. 4. 1整外 内   リハ診療所
     富山市山室４４－１ 常　勤:    2理事長　半田　豊和 組織変更 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201,1768,9 谷川医院 〒939-8081 076-424-2288谷川　聖明 谷川　聖明 平18. 4. 1内   診療所
     富山市堀川小泉町２区１２６－７常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301,1769,7 はやほし内科胃腸科ク〒939-2706 076-465-3080医療法人社団暁星会　中村　曉 平18. 4. 1内   胃   循  診療所
     リニック 富山市婦中町速星３７５－１ 常　勤:    1理事長　中村暁 組織変更 呼   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401,1770,5 さとむら内科医院 〒930-0975 076-424-3379里村　吉威 里村　吉威 平18. 4. 1内   診療所
     富山市西長江１－１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20501,1771,3 こまた眼科 〒939-2721 076-466-4970医療法人社団樹　理事小又　美樹 平18. 4. 1眼   診療所
     富山市婦中町板倉４７２ 常　勤:    1長　小又　美樹 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20601,1772,1 ひぐち小児科クリニッ〒930-0887 076-433-7101医療法人社団ひぐち小笹原　彰子 平18. 4. 1小   診療所
     ク 富山市五福５０８２－１０ 常　勤:    1児科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　笹原　彰子 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701,1773,9 まつい皮ふ科クリニッ〒939-8094 076-420-1214医療法人社団まつい皮松井　千尋 平18. 4. 1皮   診療所
     ク 富山市大泉本町２－３－４ 常　勤:    1ふ科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　松井　千尋 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801,1774,7 呉陽病院 〒930-0173 076-436-6363医療法人社団白雲会　小林　寿夫 平18. 4. 1精神       118病院
     富山市野口南部１２６番地 常　勤:    3理事長　小林　寿夫 移動 心内 精   内  現存
     (医       3) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20901,1775,4 西能みなみ病院 〒939-8252 076-428-2373医療法人財団五省会　西嶌　美知春 平18. 4.16療養        88病院
     富山市秋ケ島１４５番１ 常　勤:    4理事長　西能　淳 新規 脳外 内   リハ療養病床
     (医       4) 平30. 4.16整外 現存
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001,1776,2 耳鼻咽喉科中川医院 〒939-8094 076-421-3330中川　士郎 中川　士郎 平18. 5. 1耳い 診療所
     富山市大泉本町１－１１－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21101,1777,0 しのだ眼科クリニック〒939-2252 076-468-7333篠田　和男 篠田　和男 平18. 5. 8眼   診療所
     富山市上大久保３０６－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201,1778,8 富山すずき眼科 〒939-2716 076-466-1230鈴木　康仁 鈴木　康仁 平18. 7. 1眼   診療所
     富山市婦中町下轡田１６５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301,1779,6 女性クリニックＷｅ富〒939-8204 076-493-5580医療法人社団藤聖会　種部　恭子 平18. 7.13婦   外   形外診療所
     山 富山市根塚町１－５－１ 常　勤:    2理事長　藤井　久丈 新規 美外 皮   内  現存
     (医       2) 平24. 7.13脳外 
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401,1781,2 小嶋ウィメンズクリニ〒930-0887 432-1788 小嶋　康夫 小嶋　康夫 平18. 9. 1産婦 診療所
     ック 富山市五福５２１－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21501,1783,8 松田内科クリニック 〒930-0992 076-421-2026松田　達郎 松田　達郎 平18.10. 1内   胃   麻  診療所
     富山市新庄町１５８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601,1784,6 宮本内科外科胃腸科ク〒930-0175 076-411-6282宮本　直樹 宮本　直樹 平18.10. 1内   外   胃  診療所
     リニック 富山市願海寺３９７－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701,1785,3 藤井脳神経外科・整形〒939-3515 076-478-0055医療法人社団フジイク藤井　登志春 平18.12. 1脳外 整外 神内診療所
     外科 富山市水橋辻ケ堂１２７５－１７常　勤:    1リニック　理事長　藤 組織変更 リハ 現存
     ０ (医       1)井　登志春 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21801,1786,1 さたけ産婦人科 〒930-0952 076-424-8800医療法人社団マイクリ佐竹　紳一郎 平18.12. 1一般        16診療所
     富山市町村２－７０ 常　勤:    1ニックさたけ産婦人科 組織変更 産婦 現存
     (医       1)　理事長　佐竹　紳一 平24.12. 1
     郎
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901,1787,9 江尻内科医院 〒939-8208 076-420-1188江尻　みずほ 江尻　みずほ 平19. 1. 1内   消   循  診療所
     富山市布瀬町南１－１６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22001,1789,5 安元整形外科 〒930-0115 076-434-2838医療法人社団　安元整安元　定幸 平19. 2. 1整外 リウ リハ診療所
     富山市茶屋町４１８ 常　勤:    1形外科　理事長　安元 組織変更 現存
     (医       1)　定幸 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101,1790,3 医療法人社団桜仁会　〒930-0803 076-432-0039医療法人社団桜仁会　松田　博 平19. 2. 1内   神内 診療所
     さくら内科・神経内科富山市下新本町３－６ 常　勤:    1理事長　松田　博 新規 現存
     クリニック (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201,1791,1 とりさき眼科 〒939-8271 076-425-8341鳥崎　真人 鳥崎　真人 平19. 2. 1眼   診療所
     富山市太郎丸西町１－９－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301,1792,9 医療法人社団　桜風会〒931-8336 076-426-0880医療法人社団　桜風会阿部　正浩 平19. 3. 1内   外   ひ  診療所
     　東岩瀬クリニック 富山市高畠町１－１１－１１ 常　勤:    2　理事長　阿部　正浩 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22401,1793,7 柴田内科クリニック 〒930-0952 076-492-5871医療法人社団　柴田内柴田　修 平19. 3. 1内   循   診療所
     富山市町村２３７－１ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　柴田　修 平25. 3. 1
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  22501,1794,5 医療法人社団　八木小〒930-0852 076-441-0911医療法人社団　八木小八木　三郎 平19. 3. 1小   診療所
     児科医院 富山市奥田寿町７－１４ 常　勤:    2児科医院　八木　三郎 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22601,1796,0 あおやま整形外科クリ〒939-2702 076-494-1155医療法人社団　青山醫青山　和裕 平19. 5. 1整外 リハ 診療所
     ニック 富山市婦中町田島１０３８ 常　勤:    1院　理事長　青山　和 組織変更 現存
     (医       1)裕 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22701,1797,8 加藤泌尿器科医院 〒939-8045 076-423-2308医療法人社団　加藤泌加藤　正博 平19. 6. 1ひ   診療所
     富山市本郷町５９番地３ 常　勤:    1尿器科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)加藤　正博 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22801,1798,6 上飯野小児科クリニッ〒930-0827 076-451-8400医療法人社団　新桜会押田　喜博 平19. 6. 1小   アレ 内  診療所
     ク 富山市上飯野１３番地１７ 常　勤:    1　理事長　押田　喜博 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22901,1799,4 すぎき整形外科 〒930-0108 076-436-5100医療法人社団　すぎき杉木　繁隆 平19. 6. 1一般 診療所
     富山市本郷２３７８番地６ 常　勤:    1整形外科　理事長　杉 組織変更     一般    19現存
     (医       1)木　繁隆 平25. 6. 1整外 リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23001,1800,0 医療法人社団　長森興〒939-8222 076-428-4363医療法人社団　長森興長森　正則 平19. 6. 1外   内   診療所
     南クリニック 富山市蜷川１１番地４ 常　勤:    1南クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　長森　正則 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23101,1801,8 松岡内科胃腸科クリニ〒930-0827 076-411-0888医療法人社団　松岡内松岡　利彦 平19. 6. 1内   胃   放  診療所
     ック 富山市上飯野１番地３ 常　勤:    1科胃腸科クリニック　 組織変更 現存
     (医       1)理事長　松岡　利彦 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23201,1802,6 吉本レディースクリニ〒930-0864 076-422-2000医療法人社団　吉本レ吉本　裕子 平19. 6. 1一般 診療所
     ック 富山市羽根５１１番地１ 常　勤:    1ディースクリニック　 組織変更     一般    16現存
     (医       1)理事長　吉本　裕子 平25. 6. 1産   婦   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23301,1803,4 篠川整形外科クリニッ〒939-2706 076-466-2107篠川　禎久 篠川　禎久 平19. 5.27整外 診療所
     ク 富山市婦中町速星３００－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 5.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23401,1805,9 桝谷内科 〒930-0085 076-413-7788医療法人社団恵成会　升谷　敏孝 平19. 9. 1内   循   診療所
     富山市丸の内一丁目７番１１号 常　勤:    1理事長　升谷　敏孝 新規 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23501,1806,7 三川クリニック 〒930-0951 076-407-1255医療法人社団照風会　三川　正人 平19. 9. 1一般 診療所
     富山市経堂２丁目５５番地 常　勤:    1理事長　三川　正人 新規     一般     6現存
     (医       1) 平25. 9. 1内   循   胃  
     非常勤:    6 呼   アレ 
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23601,1807,5 とやまＰＥＴ画像診断〒939-8222 076-411-5200医療法人財団とやま医宮内　勉 平19.11.20内   放   診療所
     センター 富山市蜷川３８８番地 常　勤:    2療健康センター　理事 新規 現存
     (医       2)長　利波　紀久 平25.11.20
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23701,1808,3 萩野病院 〒939-2723 076-465-2131医療法人社団　継和会青島　恵子 平19.12.19療養        36病院
     富山市婦中町萩島３１５－１ 常　勤:    2　理事長　青島　恵子 交代 介護        44現存
     (医       2) 平25.12.19内   
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23801,1810,9 五福脳神経外科 〒930-0885 076-443-6200医療法人社団　藤聖会水野　英一 平20. 3.17脳外 診療所
     富山市鵯島字川原１８３７番５ 常　勤:    2　理事長　藤井　久丈 新規 放射線治療科 現存
     (医       2) 平26. 3.17
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23901,1811,7 医療法人社団若葉会　〒930-0033 076-421-4363医療法人社団若葉会　髙尾　昌明 平20. 4. 7一般 診療所
     髙重記念クリニック 富山市元町二丁目３番２０号 常　勤:    2理事長　髙尾　昌明 移動     一般     2現存
     (医       2) 平26. 4. 7外   内   循  
     呼   消   小  
     アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24001,1812,5 なかたに皮ふ科クリニ〒930-0065 076-421-1275中谷　友美 中谷　友美 平20. 4. 1皮   診療所
     ック 富山市星井町２－７－３９泉ビル常　勤:    1 新規 現存
     ２Ｆ (医       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24101,1813,3 藤田内科医院 〒939-8081 076-422-1322藤田　聡 藤田　聡 平20. 4. 1内   診療所
     富山市堀川小泉町１丁目１９－３常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24201,1814,1 富山医療生活協同組合〒930-0066 076-420-0367富山医療生活協同組合与島　明美 平20. 5. 1内   呼   消  診療所
     　富山診療所 富山市千石町２－２－６ 常　勤:    1　理事長　与島明美 移動 整外 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24301,1815,8 アルペンリハビリテー〒931-8442 076-438-7770医療法人社団アルペン山口　昌夫 平20. 6. 1療養        60病院
     ション病院 富山市楠木３００番地 常　勤:    4会　理事長　室谷　ゆ 新規 リハ 療養病床
     (医       4)かり 平26. 6. 1 現存
     非常勤:   40
     (医      40)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24401,1816,6 アルペン室谷クリニッ〒931-8358 076-437-9336医療法人社団アルペン水牧　功一 平20. 6. 1整外 リハ 内  診療所
     ク 富山市東岩瀬町２７５番地 常　勤:    1会　理事長　室谷　ゆ 組織変更 ひ   外   脳外現存
     (医       1)かり 平26. 6. 1精   循   
     非常勤:   16 循環器内科
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24501,1817,4 新庄内科クリニック 〒930-0982 076-431-1253丸山　宗治 丸山　宗治 平20. 8. 1内   アレ 呼  診療所
     富山市荒川２丁目２３－１０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24601,1818,2 みさきクリニック 〒930-0055 076-422-2665医療法人社団至仁会　三崎　信子 平20. 9. 1心内 内   精  診療所
     富山市梅沢町二丁目７－１３ 常　勤:    1理事長　二本垣　まち 移動 現存
     (医       1)子 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24701,1820,8 水野クリニック 〒939-2621 076-469-9700水野　一郎 水野　一郎 平20.10. 1内   ひ   皮  診療所
     富山市婦中町富崎１６６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24801,1821,6 はやしクリニック 〒930-0873 076-432-8840林　次郎 林　次郎 平20.12. 1内   消   外  診療所
     富山市金屋（４区）３８２７－７常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24901,1822,4 伊東耳鼻咽喉科クリニ〒930-0816 076-441-8880伊東　宗治 伊東　宗治 平21. 3. 1耳い アレ 診療所
     ック 富山市上赤江町２丁目１番１２号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25001,1823,2 富大西門前クリニック〒930-0887 076-411-8214藤田　益雄 藤田　益雄 平21. 4. 1内   診療所
     富山市五福３３４８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  25101,1824,0 マリエ眼科クリニック〒930-0003 076-445-4776狩野　晴子 狩野　晴子 平21. 4. 1眼   診療所
     富山市桜町１丁目１番６１号富山常　勤:    1 新規 現存
     ターミナルビル５階 (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25201,1825,7 一般財団法人北陸予防〒930-0177 076-436-1238一般財団法人北陸予防山上　孝司 平21. 7. 1内   診療所
     医学協会 富山市西二俣２７７－３ 常　勤:    2医学協会　理事長　永 新規 現存
     (医       2)田義邦 平27. 7. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25301,1826,5 いわたメンタルクリニ〒930-0891 076-439-6660岩田　卓也 岩田　卓也 平21.10. 1精   心内 他  診療所
     ック 富山市石坂新字平均８８６－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25401,1827,3 八木産婦人科医院 〒930-0068 076-423-3350八木　裕昭 八木　裕昭 平21.10. 1産婦 診療所
     富山市西四十物町２－１８ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25501,1828,1 長田整形外科クリニッ〒939-2713 076-466-1154長田　茂樹 長田　茂樹 平21.10. 1整外 リハ 内  診療所
     ク 富山市婦中町上轡田６３６番地 常　勤:    1 新規 リウ 現存
     (医       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25601,1829,9 塚本脳神経外科医院 〒930-0031 076-422-2050医療法人社団清栄会　塚本　栄輝 平21.10. 1一般 診療所
     富山市住吉町１丁目５番 常　勤:    2理事長　塚本　栄輝 組織変更     一般    19現存
     (医       2) 平27.10. 1脳外 内   放  
     非常勤:    2 リハ 
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25701,1830,7 岡部こども医院 〒939-8211 076-422-7111医療法人社団　岡部こ岡部　敬 平21.12. 1小   内   診療所
     富山市二口町一丁目１２番地７号常　勤:    1ども医院　理事長　岡 組織変更 現存
     (医       1)部　敬 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25801,1831,5 ほおのき医院 〒930-0816 076-443-3580朴木　秀治 朴木　秀治 平22. 3. 1脳外 整外 リハ診療所
     富山市上赤江町２丁目１番３０号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25901,1832,3 ミワ内科クリニック 〒930-0002 076-482-3014三羽　邦久 三羽　邦久 平22. 6. 1内   循   診療所
     富山市新富町１丁目４番３号三羽常　勤:    1 新規 現存
     ビル２階 (医       1) 平28. 6. 1
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  26001,1833,1 北の森耳鼻咽喉科医院〒931-8332 076-438-6088医療法人社団博雄会　稲葉　博司 平22. 5.10耳い アレ 診療所
     富山市森三丁目３番１６号 常　勤:    1理事長　稲葉　博司 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26101,1834,9 藤下内科クリニック 〒939-2727 076-465-1811藤下　隆 藤下　隆 平22. 8. 1内   呼   診療所
     富山市婦中町砂子田５９－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26201,1836,4 内科・循環器内科しの〒931-8312 076-471-5800篠田　尚克 篠田　尚克 平22. 9.29内   循   診療所
     だクリニック 富山市豊田本町二丁目２番２４号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26301,1837,2 松野リウマチ整形外科〒930-0138 076-436-1757医療法人社団　松緑会松野　博明 平23. 1. 1整外 リウ リハ診療所
     富山市呉羽町７１８７番地２ 常　勤:    1　理事長　松野　博明 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26401,1838,0 こばやしクリニック 〒939-2306 076-455-0010医療法人社団こばやし小林　弘信 平23. 2. 1内   胃   こう診療所
     富山市八尾町井田１９８番地１０常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 外   現存
     (医       1)小林　弘信 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26501,1841,4 もりクリニック 〒930-0955 076-421-8855医療法人社団双星会　森　和弘 平23. 5.10外   こう 消  診療所
     富山市天正寺１０７６番 常　勤:    1理事長　高野　隆 新規 内   現存
     (医       1) 平29. 5.10
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26601,1844,8 舟木内科クリニック 〒930-0010 076-439-6655舟木　淳 舟木　淳 平23.10. 1内   他   消  診療所
     富山市稲荷元町１丁目９番１号ク常　勤:    1 新規 現存
     リニックモール稲荷元町２階 (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26701,1846,3 富山市・医師会急患セ〒939-8282 076-425-9999富山市　富山市長　森吉山　泉 平23.10. 1内   小   外  診療所
     ンター 富山市今泉北部町２番地７６ 常　勤:    1　雅志 移動 眼   耳   皮  現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:  138
     (医     138)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26801,1847,1 かんすいこうえんレデ〒930-0804 076-431-0303金枝　麻美子 金枝　麻美子 平23.11. 1一般 診療所
     ィースクリニック 富山市下新町１８番３号 常　勤:    2 新規     一般    12現存
     (医       2) 平29.11. 1産   婦   
     非常勤:    2
     (医       2)
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  26901,1848,9 えりこ皮ふ科クリニッ〒939-2718 076-423-1214千代　恵里子 千代　恵里子 平23.11. 1皮   診療所
     ク 富山市婦中町分田７５－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27001,1850,5 南洋クリニック 〒939-2716 076-466-0018医療法人社団元会　理元尾　南洋 平24. 1. 1内   診療所
     富山市婦中町下轡田１７９番地３常　勤:    1事長　元尾　南洋 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27101,1851,3 杉野脳神経外科病院 〒930-0066 076-423-7722医療法人社団　スバル山谷　和正 平24. 2. 1一般        51病院
     富山市千石町六丁目３番７号 常　勤:    3　理事長　宇於崎　泰 組織変更 内   循   外  現存
     (医       3)弘 平30. 2. 1神内 整外 脳外
     非常勤:   13 リハ 
     (医      13) 血管外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27201,1852,1 高橋医院 〒939-8045 076-423-2255医療法人社団慶生会　高橋　英雄 平24. 2. 1内   外   小  診療所
     富山市本郷町１９６番地 常　勤:    2理事長　高橋　英雄 交代 消   現存
     (医       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27301,1853,9 整形外科センター西能〒930-0866 076-422-1551医療法人財団五省会　山田　均 平24. 4. 1整外 リハ リウ診療所
     クリニック 富山市高田７１番地１ 常　勤:    2理事長　西能　淳 新規 現存
     (医       2) 平30. 4. 1
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27401,1854,7 松井内科医院 〒939-8006 076-492-3030松井　智也 松井　智也 平24. 4. 1内   小   アレ診療所
     富山市山室１８０－１ 常　勤:    2 交代 他   現存
     (医       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27501,1855,4 山本医院 〒930-0087 076-432-8228山本　肇 山本　肇 平24. 4. 1ひ   皮   性  診療所
     富山市安野屋町２－２－３ 常　勤:    1 交代 他   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27601,1857,0 野村病院 〒939-3515 076-478-0418医療法人社団　尽誠会淵上　龍 平24. 4. 1療養       200病院
     富山市水橋辻ヶ堂４６６番地１ 常　勤:    5　理事長　野村　祐介 組織変更 内   療養病床
     (医       5) 平30. 4. 1 現存
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27701,1858,8 西能病院 〒930-0866 076-422-2211医療法人財団五省会　増田　明 平24. 4. 1一般        97病院
     富山市高田７０ 常　勤:    5理事長　西能淳 移動 内   整外 リハ療養病床
     (医       5) 平30. 4. 1麻   現存
     非常勤:   17
     (医      17)
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  27801,1859,6 羽柴整形外科 〒939-8055 076-423-5580羽柴　謙作 羽柴　謙作 平24. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     富山市下堀１０－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27901,1861,2 ふちゅう町耳鼻咽喉科〒939-2721 076-466-3311小林　健二 小林　健二 平24.10. 1耳い 診療所
     クリニック 富山市婦中町板倉２５７－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28001,1862,0 清幸会島田医院 〒930-0853 076-432-5768医療法人社団清幸会　島田　一彦 平24.12. 1内   小   診療所
     富山市永楽町４１番２２号 常　勤:    2理事長　島田　一彦 移動 現存
     (医       2) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28101,1863,8 かみやま眼科 〒930-0137 076-434-5500医療法人社団めぐみ会上山　恵巳 平25. 1. 1眼   診療所
     富山市呉羽町７２２３－１５ 常　勤:    1　理事長　上山浩永 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28201,1867,9 やまもと眼科 〒930-0002 076-433-8884山本　明彦 山本　明彦 平25. 3.10眼   診療所
     富山市新富町１丁目２－３ＣｉＣ常　勤:    1 移動 現存
     ビル２階 (医       1) 平25. 3.10
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28301,1868,7 かみやま脳神経クリニ〒939-8071 076-422-7733医療法人社団めぐみ会上山　浩永 平25. 4. 1内   神内 脳外診療所
     ック 富山市上袋３５８番地 常　勤:    1　理事長　上山浩永 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28401,1869,5 中山整形外科クリニッ〒939-8201 076-423-0840中山　博文 中山　博文 平25.10. 1整外 リハ リウ診療所
     ク 富山市花園町３丁目８－１５ 常　勤:    1 新規 和漢 現存
     (医       1) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28501,1870,3 早瀬整形外科医院 〒930-0819 076-441-2612医療法人社団早瀬整形日南田　博臣 平25.11. 1整外 リハ 診療所
     富山市奥田本町２番１６号 常　勤:    1外科医院　理事長　日 移動 現存
     (医       1)南田博臣 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28601,1872,9 たかはた整形外科クリ〒931-8325 076-426-0750医療法人社団直和会　高畑　剛 平26. 1. 1整外 リハ 診療所
     ニック 富山市城川原２丁目１６－１ 常　勤:    1理事長　高畑剛 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 1. 1
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  28701,1873,7 やなせ整形外科医院 〒939-2251 076-467-0201柳瀬　茂樹 柳瀬　茂樹 平26. 1. 1整外 診療所
     富山市下大久保１６１７ 常　勤:    2 移動 現存
     (医       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28801,1874,5 岡本眼科 〒930-0955 076-422-7800医療法人社団岡本眼科岡本　剛 平26. 2. 1眼   診療所
     富山市天正寺３１１ー１ 常　勤:    1医院　理事長　岡本剛 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28901,1876,0 くまのクリニック 〒939-8182 076-481-6077医療法人良生会　理事德舛　康良 平26. 2. 1内   消   循  診療所
     富山市悪王寺４１番地１ 常　勤:    1長　徳舛康良 組織変更 呼内 現存
     (医       1) 平26. 2. 1消：消化器内科
     　循：循環器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29001,1877,8 佐伯病院 〒939-8015 076-425-5170医療法人社団佐伯メデ佐伯　良修 平26. 4. 1療養        26病院
     富山市中川原４３－１ 常　勤:    2ィカルグループ　理事 組織変更 介護        15現存
     (医       2)長　佐伯良修 平26. 4. 1内   眼   整外
     非常勤:    4 リハ 
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29101,1878,6 にった内科クリニック〒930-0953 076-491-1322新田　裕 新田　裕 平26. 6.10内   循   診療所
     富山市秋吉１１３番地７ 常　勤:    1 新規 循：循環器内科現存
     (医       1) 平26. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29201,1879,4 大沢野中央診療所 〒939-2252 076-467-0031医療法人社団中山会　中山　哲規 平26. 6. 1内   皮   ひ  診療所
     富山市上大久保１５７０－１ 常　勤:    1理事長　中山哲規 移動 他   現存
     (医       1) 平26. 6. 1他：糖尿病内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29301,1880,2 アイ・クリニック 〒939-8271 076-421-0238医療法人社団博啓会　吉本　博昭 平26. 6. 1心内 精   診療所
     富山市太郎丸西町二丁目８番地６常　勤:    1理事長　吉本博昭 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29401,1883,6 岡田産科婦人科 〒930-0058 076-422-2212医療法人社団丘生会　岡田　俊則 平26. 9. 1一般        19診療所
     富山市古鍜冶町５－３４ 常　勤:    2理事長　岡田正俊 その他 内   小   皮  現存
     (医       2) 平26. 9. 1産婦 
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29501,1884,4 かはら内科クリニック〒930-0916 076-464-6234河原　利夫 河原　利夫 平26.10. 1内   他   診療所
     富山市向新庄町２丁目３－１５ 常　勤:    1 新規 他：糖尿病内科現存
     (医       1) 平26.10. 1
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  29601,1885,1 前川クリニック 〒930-0892 076-432-3277医療法人社団前川クリ前川　裕 平26.10.14内   小   呼  診療所
     富山市石坂２０２６番地１ 常　勤:    1ニック　理事長　前川 移動 現存
     (医       1)裕 平26.10.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29701,1886,9 きたがわ整形外科医院〒930-0952 076-420-3833医療法人社団きたがわ北川　秀機 平26.11. 1整外 リハ リウ診療所
     富山市町村二丁目１５ 常　勤:    1整形外科医院　理事長 組織変更 内   現存
     (医       1)　北川秀機 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29801,1887,7 皮ふ科さいとう 〒930-0951 076-421-4112医療法人社団皮ふ科さ齋藤　敦 平26.12. 1皮   診療所
     富山市経堂四丁目７番１号 常　勤:    1いとう　理事長　齋藤 組織変更 現存
     (医       1)敦 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29901,1888,5 森田整形外科医院 〒931-8305 076-426-0333医療法人社団白藍会　森田　多哉 平27. 1. 1整外 リウ 内  診療所
     富山市豊若町１丁目１３番８号 常　勤:    1理事長　森田多哉 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30001,1889,3 柳瀬医院 〒939-2224 076-467-0138医療法人社団双星会　柳瀬　茂満 平27. 4. 1内   小   皮  診療所
     富山市笹津８２６番地 常　勤:    1理事長　高野隆 交代 リハ 放   現存
     (医       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30101,1891,9 たかた眼科 〒930-0926 076-422-3773高田　祥平 高田　祥平 平27. 5. 1眼   診療所
     富山市金代３４３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30201,1892,7 上野医院 〒930-0803 076-431-2755医療法人社団上野医院上野　均 平27. 6. 1内   診療所
     富山市下新本町４番３０号 常　勤:    1　理事長　上野均 組織変更 腎臓内科・循環現存
     (医       1) 平27. 6. 1器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30301,1893,5 根塚整形外科・スポー〒930-0897 076-464-6680根塚　武 根塚　武 平27.10. 1整外 リハ 診療所
     ツクリニック 富山市田刈屋４２８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30401,1894,3 ぬのせ内科クリニック〒939-8207 076-421-5577池本　雅仁 池本　雅仁 平27. 9.28内   診療所
     富山市布瀬本町１２－４ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 9.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30501,1895,0 竹内スリープメンタル〒930-0019 076-444-1311竹内　正志 竹内　正志 平27.11. 1心内 精   診療所
     クリニック 富山市弥生町２丁目４－２２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30601,1897,6 あまつぶ内科クリニッ〒939-8064 076-461-5337滝林　正浩 滝林　正浩 平28. 6. 1内   小   診療所
     ク 富山市赤田８５３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30701,1898,4 ながた裕子眼科 〒930-0811 076-431-4930永田　裕子 永田　裕子 平28. 6. 1眼   診療所
     富山市千代田町１－３２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30801,1899,2 たぐちクリニック 〒939-8046 076-423-2223田口　久雄 田口　久雄 平28. 6. 1形外 皮   美外診療所
     富山市本郷新１２－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30901,1910,7 わかぐり内科医院 〒930-0138 076-434-3532医療法人社団若輝会　若栗　宣人 平28. 5. 1内   消   循  診療所
     富山市呉羽町字海老山７０５４ 常　勤:    1理事長　若栗　宣人 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31001,1911,5 うさかクリニック 〒939-2705 076-465-7888医療法人社団　悠心会鍵谷　聡志 平28. 6. 1内   循   透析診療所
     富山市婦中町宮ケ島５０８－３ 常　勤:    1　理事長　鍵谷　聡志 組織変更 循環器内科、腎現存
     (医       1) 平28. 6. 1臓内科（人工透
     析）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31101,1912,3 さくらまちハートケア〒930-0003 076-443-1840医療法人社団さくらま荒井　秀樹 平28. 6. 1心内 精   診療所
     クリニック 富山市桜町１－３－４東洋１２ビ常　勤:    1ちハートケアクリニッ 組織変更 現存
     ル２階 (医       1)ク　理事長　荒井　秀 平28. 6. 1
     樹
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31201,1913,1 越村血管外科醫院 〒939-8177 076-482-6535波房　諭補 波房　諭補 平28.10. 1他   内   循  診療所
     富山市安養寺１３０５ 常　勤:    1 新規 他：血管外科　現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31301,1914,9 おだふれあいクリニッ〒930-0831 076-451-8828織田　慶孝 織田　慶孝 平28.11. 1内   循   診療所
     ク 富山市鍋田１７－１０ 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31401,1915,6 大日橋クリニック 〒939-8025 076-491-7800医療法人社団三医会　寺島　嘉宏 平28.11. 1内   他   診療所
     富山市大島３－１７４－１ 常　勤:    1理事長　竹鼻　敏孝 新規 老年内科 現存
     (医       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31501,1916,4 富山市まちなか診療所〒930-0083 076-461-3619富山市長　森　雅志 三浦　太郎 平29. 4. 1内   診療所
     富山市総曲輪４－４－８富山市ま常　勤:    3 新規 現存
     ちなか総合ケアセンター２階 (医       3) 平29. 4. 1
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  31601,1917,2 チューリップ長江病院〒930-0974 076-494-1266医療法人社団親和会　五嶋　峰子 平29. 4. 1療養 病院
     富山市長江５－４－３３ 常　勤:    3理事長　藤井　久丈 新規     療養    45現存
     (医       3) 平29. 4. 1内   リハ 
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31701,1918,0 おぎの内科医院 〒939-8045 076-461-6655医療法人社団桜路会　荻野　英朗 平29. 5. 1内   消   診療所
     富山市本郷町４７－１ 常　勤:    1理事長　荻野英朗 組織変更 消化器内科 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31801,1920,6 まつおか内科医院 〒930-0974 076-493-7001松岡　訓 松岡　訓 平29.10. 1内   他   消  診療所
     富山市長江１－５－１５ 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平29.10. 1内視鏡内科、消
     化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31901,1921,4 十二町クリニック耳鼻〒939-8049 076-491-3387十二町　真樹子 十二町　真樹子 平29.10. 1耳い 診療所
     いんこう科 富山市堀川本郷１６０－７１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32001,1922,2 にしだ内科クリニック〒931-8325 076-482-4601西田　邦洋 西田　邦洋 平29.11. 1内   循   診療所
     富山市城川原１－１７－２７ 常　勤:    1 新規 循環器内科 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32101,1923,0 やまだホームケアクリ〒939-8036 076-493-6002医療法人社団すまいる山田　毅 平29.11. 1内   外   整外診療所
     ニック 富山市高屋敷６５－１ 常　勤:    3　理事長　山田　毅 移動 現存
     (医       3) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32201,1924,8 富山西リハビリテーシ〒939-2716 076-461-5550医療法人社団親和会　高橋　洋一 平29.11. 1療養       120病院
     ョン病院 富山市婦中町下轡田１０１０ 常　勤:    5理事長　藤井　久丈 移動 内   リハ 現存
     (医       5) 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32301,1925,5 富山西総合病院 〒939-2716 076-461-7700医療法人社団藤聖会　新居　隆 平30. 2. 1一般 病院
     (01,3439,1) 富山市婦中町下轡田１０１９ 常　勤:   26理事長　藤井久丈 新規     一般   154現存
     (医      24) 平30. 2. 1内   呼内 循  
     (歯       2) 消   神内 外  
     非常勤:   43 整外 脳外 形外
     (医      43) 小   皮   ひ  
     婦   眼   耳い
     リハ 放   歯  
     消内、消外、血
     内、糖尿病・代
     謝内科、乳外、
     腎内
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32401,1926,3 いとう整形外科クリニ〒930-0008 076-464-6725伊藤　貴明 伊藤　貴明 平30. 4. 1整外 診療所
     ック 富山市神通本町１－１０－２０　常　勤:    1 新規 現存
     アクトビル１階、２階、３階 (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32501,1927,1 富山病理診断ラボクリ〒930-0804 076-441-6144松能　久雄 松能　久雄 平30. 4. 1病理 診療所
     ニック 富山市下新町１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32601,1928,9 みのうち内科クリニッ〒939-8212 076-491-1151蓑内　慶次 蓑内　慶次 平30. 5. 1内   消   診療所
     ク 富山市掛尾町５６－１ 常　勤:    1 新規 消化器内科 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32701,1929,7 寺田皮ふ科ひ尿器科医〒930-0048 076-421-8780医療法人社団寺田医院寺田　為義 平30. 5. 1皮   ひ   診療所
     院 富山市白銀町１－８ 常　勤:    1　理事長　寺田　為義 組織変更 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32802,1037,7 富山県厚生農業協同組〒933-8555 0766-21-3930富山県厚生農業協同組北川　清秀 昭32. 9.26一般 病院
     (02,3046,2) 合連合会高岡病院 高岡市永楽町５番１０号 常　勤:  156合連合会　代表理事理     一般   533現存
     (医     152)事長　西川　藤樹 平29. 9.26内   小   外  
     (歯       4) 脳外 整外 産婦
     非常勤:   60 皮   形外 ひ  
     (医      60) 眼   耳い 放  
     麻   精   神内
     呼外 心外 リハ
     歯外 循   救命
     病理 他   
     他：消化器内科
     、腫瘍内科、放
     射線治療科、緩
     和ケア



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［富山県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    38 頁

  32902,1091,4 高岡市民病院 〒933-8550 0766-23-0204高岡市　高岡市長　髙遠山　一喜 昭41.11.21一般       333病院
     (02,3047,0) 高岡市宝町４番１号 常　勤:   54橋　正樹 一般（感染） 現存
     (医      52) 平29.11.21             6
     (歯       2) 結核        12
     非常勤:   47 精神        50
     (医      47) 内   精   消  
     小   外   整外
     脳外 皮   産婦
     眼   耳い 放  
     麻   歯外 神内
     リハ ひ   心外
     形外 循   リウ
     病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33002,1140,9 高の宮医院 〒933-0023 0766(22)0282堀　正人 堀　正人 昭49. 6.10耳い アレ 内  診療所
     高岡市末広町１３－１５ 常　勤:    2 呼   現存
     (医       2) 平28. 6.10呼吸器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33102,1160,7 森胃腸科内科外科クリ〒933-0912 0766-25-3811森　彦博 森　彦博 昭53. 2.13内   消   外  診療所
     ニック 高岡市丸の内８－１ 常　勤:    2 整外 循   呼  現存
     (医       2) 平29. 2.13こう 胃   
     消化器内科、呼
     吸器内科、循環
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33202,1166,4 新沢小児科医院 〒933-0942 0766(24)2138新澤　隆 新澤　隆 昭54. 6. 1小   診療所
     高岡市川原町１－１４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33302,1174,8 村井医院 〒934-0093 0766-82-5050村井　満 村井　満 昭55. 7.18耳い 気食 診療所
     高岡市姫野４０１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33402,1176,3 瀬尾内科医院 〒939-1104 0766(63)5811瀬尾　迪夫 瀬尾　迪夫 昭55. 9. 8内   診療所
     高岡市戸出町３－１－５６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9. 8
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33502,1178,9 高岡市急患医療センタ〒933-0045 0766(25)7110高岡市長　髙橋　正樹藤田　一 昭55.11.30内   小   外  診療所
     ー 高岡市本丸町７－１ 常　勤:    3 現存
     (医       3) 平28.11.30
     非常勤:  113
     (医     113)
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  33602,1188,8 医療法人万葉病院 〒933-0986 0766-24-2163医療法人社団川岸会　山形　壽生 昭57. 9. 6療養        40病院
     高岡市西海老坂字大坪３６２ 常　勤:    1理事長　山形壽生 介護        40現存
     (医       1) 平24. 9. 6内   消   循  
     非常勤:    9 リハ 
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33702,1194,6 深島医院 〒933-0906 0766(25)0086深島　丘也 深島　丘也 昭58. 9. 1小   内   診療所
     高岡市五福町１２－４３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33802,1196,1 馬場内科医院 〒933-0973 0766-22-8871馬場　恍 馬場　恍 昭58.11. 1内   診療所
     高岡市五十里１９２２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33902,1197,9 南星クリニック 〒933-0857 0766(25)6336長谷田　祐一 長谷田　祐一 昭58.12.20内   他   消  診療所
     高岡市木津（南星町）１４５２－常　勤:    1 循   呼   現存
     １５ (医       1) 平28.12.20糖尿病代謝・内
     非常勤:    1 分泌内科、消化
     (医       1) 器内科、循環器
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34002,1198,7 独立行政法人地域医療〒933-0115 0766-44-1181独立行政法人地域医療高嶋　修太郎 昭59. 4. 1一般       199病院
     機能推進機構　高岡ふ高岡市伏木古府元町８－５ 常　勤:   14機能推進機構　理事長 内   消   小  現存
     しき病院 (医      14)　尾身茂 平29. 4. 1外   整外 脳外
     非常勤:   25 婦   眼   耳い
     (医      25) 放   循   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34102,1199,5 医療法人光ケ丘病院 〒933-0824 0766-63-5353医療法人社団紫蘭会　笠島　學 昭59. 5. 1一般        67病院
     高岡市西藤平蔵３１３番地 常　勤:    8理事長　笠島　學 療養       113現存
     (医       8) 平29. 5. 1介護        57
     非常勤:   47 内   外   神内
     (医      47) 他   皮   リハ
     放   
     他：呼吸器内科
     、循環器内科、
     消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34202,1208,4 宮島医院 〒939-1251 0766(36)0023宮島　久仁 宮島　久仁 昭60.10. 8内   胃   外  診療所
     高岡市常国３８７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34302,1210,0 半田内科医院 〒933-0014 0766(24)3000半田　芳治 半田　芳治 昭60.12.16内   呼   胃  診療所
     高岡市野村１０３４－１ 常　勤:    1 循   小   現存
     (医       1) 平27.12.16
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  34402,1212,6 舘皮膚科クリニック 〒933-0041 0766(24)8812舘　懌二 舘　懌二 昭61. 7. 1皮   診療所
     高岡市城東１－１０－１３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34502,1223,3 石橋耳鼻咽喉科医院 〒933-0072 0766(26)3265石橋　陽二 石橋　陽二 平元. 5.12耳い アレ 診療所
     高岡市旭ケ丘７４－３５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34602,1224,1 医療法人社団桑山会丹〒933-0918 0766-22-3719医療法人社団桑山会　丹保　仁 平元. 5. 1療養        34病院
     保病院 高岡市大坪町１－１－３ 常　勤:    2理事長　丹保　仁 介護        38現存
     (医       2) 平28. 5. 1内   
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34702,1225,8 斉藤眼科医院 〒933-0023 0766(23)3218齊藤　周子 齊藤　周子 平元. 7. 1眼   診療所
     高岡市末広町１４－２７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34802,1226,6 小沢眼科医院 〒933-0038 0766(22)1976小沢　正康 小澤　正康 平元. 8. 6一般         5診療所
     高岡市坂下町７３ 常　勤:    2 眼   現存
     (医       2) 平28. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34902,1229,0 皮膚科神経内科白﨑医〒933-0871 0766-25-0012医療法人社団皮膚科白白﨑　文朗 平元.12. 1皮   神内 他  診療所
     院 高岡市駅南３丁目５－３３ 常　勤:    3﨑医院　理事長　白﨑 現存
     (医       3)文朗 平28.12. 1
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35002,1234,0 杉森クリニック 〒933-0948 0766(25)5757医療法人社団　杉森医杉森　成実 平 2.10. 1内   循   呼  診療所
     高岡市上四屋３番８号 常　勤:    2院　理事長　杉森　成 消   小   現存
     (医       2)実 平29.10. 1循環器内科、呼
     吸器内科、消化
     器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35102,1236,5 越野クリニック 〒934-0091 0766-84-3803大野　太郎 大野　太郎 平 2.12. 6内   小   診療所
     高岡市下牧野埋田２６４－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35202,1237,3 島田医院 〒933-0946 0766(22)4218島田　憲一 島田　憲一 平 3. 1. 1内   小   診療所
     高岡市昭和町３丁目３－１５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35302,1238,1 谷口医院 〒933-0022 0766(22)1220谷口　滋 谷口　滋 平 3. 1. 1皮   診療所
     高岡市白金町１－２１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35402,1239,9 こしぶ眼科クリニック〒933-0014 0766(26)7666越生　晶 越生　晶 平 3. 2. 2眼   診療所
     高岡市野村４１５－４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35502,1244,9 上野医院 〒933-0857 0766(23)3600上野　一夫 上野　一夫 平 3. 5.22一般         8診療所
     高岡市木津６０３ 常　勤:    1 呼   胃   外  現存
     (医       1) 平30. 5.22こう リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35602,1245,6 桜馬場内科歯科医院 〒933-0033 0766(22)8578医療法人社団桜馬場内寺田　理恵子 平 3. 6. 1内   消   歯  診療所
     (02,3142,9) 高岡市東下関１－２４ 常　勤:    3科歯科医院　理事長　 小歯 現存
     (医       2)寺田　理恵子 平30. 6. 1
     (歯       1)
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35702,1246,4 八田医院 〒933-0917 0766(23)8505八田　辰四郎 八田　辰四郎 平 3. 8. 1胃   外   こう診療所
     高岡市京町１１－４０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35802,1249,8 内科東医院 〒933-0937 0766(22)2436医療法人社団内科東医東　貢 平 4. 5. 1内   診療所
     高岡市通町５２ 常　勤:    1院　理事長　東　貢 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35902,1251,4 高岡内科クリニック 〒933-0005 0766(28)3800宮腰　英和 宮腰　英和 平 4. 8. 1内   整外 麻  診療所
     高岡市能町南３丁目４１ 常　勤:    1 リハ 胃   循  現存
     (医       1) 平28. 8. 1呼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36002,1255,5 高陵クリニック 〒933-0014 0766-26-6200医療法人社団高陵クリ遠山　龍彦 平 5. 5. 1一般         6診療所
     高岡市野村２３－１ 常　勤:    1ニック　理事長　遠山 療養        12現存
     (医       1)　龍彦 平29. 5. 1内   消   循  
     非常勤:    5 呼   
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36102,1256,3 福澤医院 〒933-0326 0766(31)1001福澤　安洋 福澤　安洋 平 5. 6. 1内   小   診療所
     高岡市立野美鳥町１－１１６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36202,1259,7 いしだクリニック 〒939-1104 0766(63)3622石田　哲也 石田　哲也 平 5.12. 9内   循   診療所
     高岡市戸出町３丁目７－２５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.12. 9
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  36302,1260,5 富山県済生会高岡病院〒933-8525 0766-21-0570社会福祉法人恩賜財団野田　八嗣 平 6. 1. 1一般       251病院
     高岡市二塚３８７－１ 常　勤:   32済生会支部富山県済生 内   小   外  現存
     (医      32)会　支部長　飯田　博 平30. 1. 1整外 脳外 皮  
     非常勤:   39行 ひ   産婦 眼  
     (医      39) 耳い リハ 放  
     麻   リウ 循  
     消   病理 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36402,1261,3 吉江レディスクリニッ〒933-0014 0766-26-1103医療法人社団正和会　吉江　正紀 平 6. 3. 1一般        15診療所
     ク 高岡市野村１２１３－１ 常　勤:    2理事長　吉江　正己 組織変更 産婦 現存
     (医       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36502,1262,1 なるせクリニック 〒939-1272 0766-36-1770成瀬　隆倫 成瀬　隆倫 平 6. 4. 2内   整外 麻  診療所
     高岡市下麻生４９６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36602,1263,9 さのクリニック 〒933-0826 0766-21-7500川口　正一 川口　正一 平 6. 4. 8ひ   内   小  診療所
     高岡市佐野９１９－３ 常　勤:    1 新規 胃   皮   外  現存
     (医       1) 平30. 4. 8呼内 
     腎臓内科・性感
     染症内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36702,1267,0 あさなぎ病院 〒933-0906 0766-22-5445医療法人社団睦心会　黒田　昌宏 平 6.11. 1一般        53病院
     高岡市五福町１番８号 常　勤:    6理事長　黒田　昌宏 組織変更 内   消   循  現存
     (医       6) 平24.11. 1リウ 
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36802,1269,6 稲尾医院 〒933-0106 0766(44)0175医療法人社団稲尾医院稲尾　次郎 平 6.11. 1内   循   診療所
     高岡市伏木本町３－２０ 常　勤:    1　理事長　稲尾　次郎 組織変更 現存
     (医       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36902,1270,4 内科小児科　井川クリ〒933-0918 0766-22-3028医療法人社団　内科小井川　晃彦 平 7. 2. 1内   小   循  診療所
     ニック 高岡市大坪町１丁目２－３ 常　勤:    2児科　井川クリニック 組織変更 現存
     (医       2)　理事長　井川　和夫 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37002,1272,0 大角耳鼻咽喉科医院 〒933-0918 0766-26-3382大角　隆男 大角　隆男 平 7. 4.26耳い 気食 アレ診療所
     高岡市大坪町１－１－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4.26
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  37102,1273,8 西出内科クリニック 〒933-0327 0766-31-3711西出　啓二郎 西出　啓二郎 平 7. 6.10内   循   診療所
     高岡市柴野内島４１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 6.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37202,1275,3 竹越内科クリニック 〒933-0014 0766(22)8200医療法人社団竹越内科竹越　國夫 平 7. 7. 1内   消   診療所
     高岡市野村３７７番地７ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)竹越　國夫 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37302,1280,3 千羽眼科医院 〒933-0932 0766-25-1551千羽　真貴 千羽　真貴 平 7.11. 1眼   診療所
     高岡市鴨島町１４３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37402,1282,9 沼内科医院 〒933-0014 0766-27-1511沼哲夫 沼　哲夫 平 8. 4.22内   循   消  診療所
     高岡市野村１３３１ 常　勤:    1 新規 呼   現存
     (医       1) 平29. 4.22
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37502,1284,5 五十嵐内科医院 〒933-0871 0766-24-5028五十嵐　豊 五十嵐　豊 平 8. 8. 1内   神内 呼  診療所
     高岡市駅南３丁目９－１４ 常　勤:    1 交代 消   循   小  現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37602,1288,6 若草クリニック 〒933-0055 0766-28-5888医療法人社団　仁清会樋田　太郎 平 9. 2. 1心内 内   精  診療所
     高岡市中川園町３ー５ 常　勤:    1　理事長　石黒　信治 組織変更 胃   現存
     (医       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37702,1289,4 たみの医院 〒933-0065 0766-21-8880民野　均 民野　均 平 9. 3.18内   消   胃  診療所
     高岡市江尻白山町５１ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37802,1294,4 雨晴クリニック 〒933-0133 0766-44-8061医療法人社団　明寿会福田　英道 平 9. 5. 1一般        19診療所
     高岡市太田桜谷２３ー１ 常　勤:    1　理事長　福田　英道 移動 精   内   整外現存
     (医       1) 平30. 5. 1リハ 
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37902,1297,7 斉藤脳神経外科医院 〒933-0054 0766-24-3110斉藤　哲現 斉藤　哲現 平 9. 8. 1脳外 外   整外診療所
     高岡市古定塚５ー５０ 常　勤:    2 新規 内   現存
     (医       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38002,1298,5 高岡駅南クリニック 〒933-0871 0766-29-1200医療法人社団研医会　塚田　邦夫 平 9. 8. 1一般         2診療所
     高岡市駅南３丁目１番８号 常　勤:    1理事長　塚田　邦夫 新規 外   整外 内  現存
     (医       1) 平24. 8. 1消   循   こう
     非常勤:    1 耳い 皮   リハ
     (医       1) 小   小外 形外
     ひ   胃   呼  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38102,1299,3 サンバリー高岡病院 〒933-0071 0766-28-7700医療法人社団　志貴野山本　樹 平 9. 7.25療養       100病院
     高岡市鷲北新４７７ 常　勤:    1会　理事長　栗林実世 新規 内   リハ 現存
     (医       1)治 平24. 7.25
     非常勤:   14
     (医      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38202,1304,1 立浪眼科医院 〒933-0841 0766-24-8000立浪　和也 立浪　和也 平10. 6. 1眼   診療所
     高岡市金屋町１０ー２９ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38302,1307,4 福尾眼科医院 〒933-0802 0766-29-2900福尾　吉史 福尾　吉史 平10. 9. 1眼   診療所
     高岡市蓮花寺３８ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38402,1308,2 林内科医院 〒933-0944 0766(22)0777林　治朗 林　治朗 平10.11. 1内   診療所
     高岡市中島町３－１７ 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38502,1310,8 林整形外科医院 〒933-0954 0766-27-8181医療法人社団誠林会　林　松夫 平11. 3. 8整外 診療所
     高岡市美幸町１丁目１番４５号 常　勤:    1理事長　林　健太郎 新規 現存
     (医       1) 平29. 3. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38602,1312,4 大島ひふ科医院 〒933-0857 0766-27-4111大島　茂人 大島　茂人 平11. 4. 2皮   診療所
     高岡市木津１２７７ー４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38702,1313,2 高岡市きずな子ども発〒933-0062 0766(21)3615高岡市長　髙橋　正樹行枝　貴子 平11. 6. 1小   整外 診療所
     達支援センター 高岡市江尻２７９番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38802,1315,7 柴田病院 〒933-0843 0766-22-0705医療法人明心会　理事吉田　真由子 平11. 9. 1精神       124病院
     高岡市永楽町５番１号 常　勤:    3長　吉田　真由子 組織変更 精   神   心内現存
     (医       3) 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
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  38902,1316,5 斉藤外科小児科クリニ〒933-0014 0766(25)7585医療法人社団藤和会　斉藤　悠紀子 平11.12. 1内   消   小  診療所
     ック 高岡市野村７９９番地 常　勤:    3理事長　齊藤　大直 組織変更 外   整外 形外現存
     (医       3) 平29.12. 1こう 麻   小外
     非常勤:    6 リハ アレ 
     (医       6) 消化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39002,1317,3 川田病院 〒933-0917 0766-23-3737医療法人社団あずさ会廣保　究 平12. 1. 1精神       140病院
     高岡市京町８番１号 常　勤:    4　理事長　川田秀樹 組織変更 精   神内 心内現存
     (医       4) 平30. 1. 1内   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39102,1318,1 市野瀬和田内科医院 〒939-1101 0766-63-1118医療法人社団市野瀬和和田　美知子 平12. 1. 1一般        19診療所
     高岡市戸出市野瀬３８８番地 常　勤:    1田内科医院　理事長　 組織変更 内   現存
     (医       1)和田　美知子 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39202,1320,7 川田クリニック 〒933-0917 0766-20-7880川田　秀樹 川田　秀樹 平12. 3. 1精   心内 神内診療所
     高岡市京町５番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39302,1321,5 矢後病院 〒933-0826 0766-22-5703医療法人社団紫水会　矢後　知規 平12. 3.27精神        95病院
     高岡市佐野１５３５番地 常　勤:    2理事長　矢後　知規 移動 精   神内 内  現存
     (医       2) 平30. 3.27心内 
     非常勤:   31
     (医      31)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39402,1322,3 田中内科クリニック 〒933-0957 0766-27-7666田中　功 田中　功 平12. 5. 1内   消   循  診療所
     高岡市早川５１７番地 常　勤:    1 新規 呼   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39502,1323,1 泉脳神経外科医院 〒933-0871 0766-22-0068泉　祥子 泉　祥子 平12. 7. 1脳外 整外 外  診療所
     高岡市駅南４丁目９－１６ 常　勤:    2 組織変更 現存
     (医       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39602,1325,6 成美こどもクリニック〒933-0917 0766-22-5777医療法人社団　誠尽会徳田　成実 平12. 9. 1小   内   診療所
     高岡市京町２番７号 常　勤:    1　理事長　徳田成実 組織変更 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  39702,1328,0 小関クリニック 〒933-0918 0766-27-1156小関　支郎 小関　支郎 平13.12.10内   呼   診療所
     高岡市大坪町２－４－１１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25.12.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39802,1329,8 清水小児科医院 〒933-0022 0766-21-8353医療法人社団　清水小清水　道郎 平14. 1. 1小   内   アレ診療所
     高岡市白金町５－３０ 常　勤:    2児科医院　理事長　清 組織変更 現存
     (医       2)水　道郎 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39902,1333,0 はやみ眼科医院 〒933-0076 0766-27-5355早見　宏之 早見　宏之 平14.10.10眼   診療所
     高岡市米島４４６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40002,1334,8 医療法人社団整志会　〒933-0039 0766-22-2468医療法人社団　整志会川岸　利光 平14.10. 1一般        70病院
     沢田記念高岡整志会病高岡市大手町８番３１号 常　勤:   11　理事長　川岸　利光 組織変更 整外 リハ 麻  現存
     院 (医      11) 平26.10. 1
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40102,1335,5 泌尿器科　小島医院 〒933-0047 0766-26-1020医療法人社団　小島医小島　明 平14.10. 1ひ   内   診療所
     高岡市東中川町６番１０号 常　勤:    1院　理事長　小島　明 組織変更 現存
     (医       1) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40202,1338,9 清水内科循環器科クリ〒933-0841 0766-25-7877清水　邦芳 清水　邦芳 平15. 5.26内   循   診療所
     ニック 高岡市金屋町１２番３号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40302,1339,7 駅南あずさ病院 〒933-0816 0766-29-0530医療法人社団　あずさ田尻　浩嗣 平15. 6. 1精神       120病院
     高岡市二塚３７１番１ 常　勤:    3会　理事長　川田　秀 新規 精   心内 神内現存
     (医       3)樹 平27. 6. 1内   
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40402,1341,3 炭谷内科医院 〒933-0865 0766-24-2718炭谷　哲二 炭谷　哲二 平15.11. 1内   循   診療所
     高岡市大鋸屋町８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40502,1342,1 田中整形外科クリニッ〒933-0826 0766-27-7071田中　豊也 田中　豊也 平15.12. 1整外 外   リウ診療所
     ク 高岡市佐野８４５－１ 常　勤:    1 新規 リハ 現存
     (医       1) 平27.12. 1
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  40602,1343,9 よねわき眼科 〒934-0092 0766-83-7535米脇　克哉 米脇　克哉 平16. 2. 2眼   診療所
     高岡市中曾根５０８－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40702,1345,4 松本内科クリニック 〒933-0916 0766-27-6066松本　正光 松本　正光 平16. 4. 1内   循   診療所
     高岡市大町１６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40802,1347,0 大桑内科クリニック 〒933-0935 0766-23-0098大桑　仁 大桑　仁 平16. 8.26内   循   診療所
     高岡市博労本町１０番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 8.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40902,1348,8 久賀内科クリニック 〒933-0114 0766-44-8881久賀　秀樹 久賀　秀樹 平16. 9. 1内   呼   アレ診療所
     高岡市伏木古府３－２－８ 常　勤:    1 新規 小   現存
     (医       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41002,1349,6 さかい内科クリニック〒933-0878 0766-27-7155酒井　成 酒井　成 平16.10. 1内   循   呼  診療所
     高岡市東上関３０５－１ 常　勤:    1 新規 消   現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41102,1350,4 木谷内科クリニック 〒939-1104 0766-63-8655木谷　恆 木谷　恆 平17. 1.17内   消   診療所
     高岡市戸出町５丁目３－５７ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 1.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41202,1351,2 藤田内科クリニック 〒933-0955 0766-22-8092藤田　一 藤田　一 平17. 1. 1内   循   消  診療所
     高岡市瑞穂町４－２５ 常　勤:    1 交代 呼   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41302,1353,8 南星金子眼科クリニッ〒933-0857 0766-29-2707金子　敏行 金子　敏行 平17. 4.14眼   診療所
     ク 高岡市木津６４１番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41402,1354,6 江尻電停前眼科 〒933-0062 0766-27-8200芹原　清志 芹原　清志 平17. 5.11眼   診療所
     高岡市江尻３６３番地の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41502,1355,3 わだ小児科クリニック〒933-0057 0766-21-1232和田　直樹 和田　直樹 平17.10. 1小   診療所
     高岡市広小路６番１号　広小路ビ常　勤:    1 新規 現存
     ル１階 (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
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  41602,1356,1 広小路神経内科クリニ〒933-0912 0766-23-5850高堂　松平 高堂　松平 平17.10. 1神内 内   診療所
     ック 高岡市丸の内７番１号　朝日生命常　勤:    1 新規 現存
     高岡ビル１Ｆ (医       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41702,1361,1 トモエクリニック 〒939-0115 0766(64)3217刑部　恒男 刑部　恒男 平 5. 1. 1内   小   診療所
     高岡市福岡町下蓑新２８１ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41802,1362,9 サンバリー福岡病院 〒939-0118 0766-64-3535医療法人社団志貴野会青木　浩一郎 平12. 7. 1療養        88病院
     高岡市福岡町大野１５０ 常　勤:    3　理事長　栗林実世治 組織変更 介護        30現存
     (医       3) 平24. 7. 1内   循   呼  
     非常勤:   13 整外 リハ 
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41902,1367,8 平野クリニック 〒933-0853 0766-27-0301平野　誠 平野　誠 平18. 4. 1外   内   消  診療所
     高岡市上黒田２７１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42002,1368,6 越田内科クリニック 〒933-0906 0766-28-2277医療法人社団一英会　越田　英夫 平18. 4. 1内   循   消  診療所
     高岡市五福町２番２０号 常　勤:    1理事長　越田　英夫 組織変更 他   現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42102,1369,4 内科クリニック　サン〒939-0115 0766-64-6725蓑　毅峰 蓑　毅峰 平18. 5. 1内   リウ 診療所
     エール 高岡市福岡町下蓑新３３６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42202,1370,2 耳鼻咽喉科なかむら医〒933-0871 0766-29-1387中村　保子 中村　保子 平18. 7.21耳い 気食 診療所
     院 高岡市駅南３－６－２５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42302,1371,0 戸出伊勢領よろずクリ〒939-1105 0766-62-0911上田　芳彦 上田　芳彦 平18.11.18内   小   心内診療所
     ニック　上田内科医院高岡市戸出伊勢領２４６６－２ 常　勤:    1 移動 神内 リハ 精  現存
     (医       1) 平24.11.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42402,1372,8 医療法人社団望生会　〒933-0826 0766-27-0211医療法人社団望生会　池田　謙三 平18.12. 1内   消   循  診療所
     泉が丘内科クリニック高岡市佐野８９２－１ 常　勤:    2理事長　池田　謙三 組織変更 呼   現存
     (医       2) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  42502,1374,4 小栗小児科医院 〒933-0014 0766-23-2229医療法人社団　小栗小小栗　絢子 平19. 3. 1小   内   診療所
     高岡市野村８６９ 常　勤:    1児科医院　理事長　小 組織変更 現存
     (医       1)栗　絢子 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42602,1375,1 髙嶋内科医院 〒934-0092 0766-82-4000医療法人社団　髙嶋内髙嶋　清次 平19. 3. 1内   循   消  診療所
     高岡市中曾根１１９－１ 常　勤:    1科医院　理事長　髙嶋 組織変更 現存
     (医       1)　清次 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42702,1377,7 みやこし内科医院 〒933-0958 0766-22-0880宮腰　久嗣 宮腰　久嗣 平19. 4. 2内   診療所
     高岡市波岡２８２番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 2
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42802,1379,3 吉田内科小児科 〒933-0908 0766-22-2234吉田　耕司郎 吉田　耕司郎 平19.12. 1一般        19診療所
     高岡市木町１ 常　勤:    2 組織変更 内   小   現存
     (医       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42902,1382,7 中野眼科 〒933-0813 0766-27-2515中野　直樹 中野　直樹 平20.12. 1眼   診療所
     高岡市下伏間江３８３番地イオン常　勤:    1 新規 現存
     高岡ショッピングセンター１階 (医       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43002,1384,3 北陸予防医学協会高岡〒933-0945 0766-24-3131一般財団法人北陸予防増山　喜一 平21. 7. 1内   診療所
     総合健診センター 高岡市金屋本町１－３ 常　勤:    2医学協会　理事長　永 新規 現存
     (医       2)田義邦 平27. 7. 1
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43102,1387,6 医療法人三田会　高岡〒939-1104 0766-63-1113医療法人三田会　理事吉田　渉 平22. 1. 1一般 病院
     みなみ病院 高岡市戸出町三丁目１４番２４号常　勤:    5長　平瀬　裕章 組織変更     一般    53療養病床
     (医       5) 平28. 1. 1療養 現存
     非常勤:   17     療養    42
     (医      17) 内   外   消  
     呼   循   他  
     小   眼   整外
     リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43202,1389,2 丸山医院 〒933-0858 0766-27-7077丸山　隆 丸山　隆 平22.11. 1精   内   心内診療所
     高岡市泉町６番２８号 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43302,1392,6 あべ耳鼻咽喉科クリニ〒933-0857 0766-50-8766安部　英樹 安部　英樹 平23.10. 1耳い 診療所
     ック 高岡市木津６０２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43402,1393,4 しむら小児科クリニッ〒933-0826 0766-50-8699市村　昇悦 市村　昇悦 平23.10. 1小   アレ 診療所
     ク 高岡市佐野８６６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43502,1394,2 あいＡＲＴクリニック〒933-0813 0766-27-3311医療法人社団あいゆう副田　善勝 平23.12. 1産婦 診療所
     高岡市下伏間江５７２番地 常　勤:    1会　理事長　副田　善 新規 現存
     (医       1)勝 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43602,1396,7 宇野内科医院 〒933-0112 0766-44-0093宇野　立人 宇野　立人 平24. 4. 1内   診療所
     高岡市伏木古国府５－３０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43702,1397,5 髙田整形外科医院 〒933-0911 0766-23-5331医療法人社団髙田整形髙田　裕恭 平25. 1. 1整外 リハ 診療所
     高岡市あわら町１２－２５ 常　勤:    1外科医院　理事長　髙 組織変更 現存
     (医       1)田裕恭 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43802,1398,3 キタノ整形外科クリニ〒933-0802 0766-24-0055医療法人社団キタノ整北野　隆利 平25. 1. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 高岡市蓮花寺５６４番地１ 常　勤:    1形外科クリニック　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　北野隆利 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43902,1399,1 白川クリニック 〒939-1104 0766-62-0088医療法人社団昂尚会　白川　尚哉 平25. 5. 7外   内   循  診療所
     高岡市戸出町３丁目１９番５０号常　勤:    1理事長　白川尚哉 移動 整外 リハ 他  現存
     (医       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44002,1400,7 飛見医院 〒933-0842 0766-22-0300飛見　昭子 飛見　昭子 平25. 5.11皮   診療所
     高岡市横田町１－１－６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 5.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44102,1401,5 おとぎの森レディース〒933-0826 0766-20-7711医療法人社団オーエル古谷　博 平26. 4. 1一般        12診療所
     クリニック 高岡市佐野１３１６番地１ 常　勤:    1シー　理事長　古谷博 組織変更 産   婦   現存
     (医       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44202,1402,3 さえき整形外科クリニ〒933-0857 0766-28-6767佐伯　次登 佐伯　次登 平26. 5. 1整外 リハ 診療所
     ック 高岡市木津５４６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
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  44302,1403,1 ひらの皮ふ科クリニッ〒933-0917 0766-54-5490平野　貴士 平野　貴士 平26. 5. 1皮   診療所
     ク 高岡市京町２－２０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44402,1404,9 旭ケ丘内科クリニック〒933-0072 0766-28-0600医療法人社団旭ヶ丘内森田　達志 平26. 6. 1内   呼   循  診療所
     高岡市江尻４６番地１３ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 小   消   現存
     (医       1)　森田達志 平26. 6. 1呼：呼吸器内科
     　循：循環器内
     科　消：消化器
     内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44502,1405,6 皮膚科ちえこクリニッ〒939-0117 0766-64-0707医療法人社団恵桜会　梶澤　知恵子 平26.11. 1皮   他   診療所
     ク 高岡市福岡町福岡新１４７ 常　勤:    1理事長　梶澤知恵子 組織変更 他：美容皮膚科現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44602,1406,4 宝田内科クリニック 〒934-0092 0766-53-5820寳田　茂 寳田　茂 平27. 5. 1内   他   呼内診療所
     高岡市中曽根２８３９番地 常　勤:    1 新規 アレ 現存
     (医       1) 平27. 5. 1他：循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44702,1407,2 宗玄医院 〒933-0033 0766-23-0737宗玄　圭司 宗玄　圭司 平27. 5. 1内   呼内 アレ診療所
     高岡市東下関１－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44802,1408,0 福田医院 〒933-0035 0766-25-6060福田　宏治 福田　宏治 平27. 6. 1耳い 内   診療所
     高岡市新横町１２４５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44902,1409,8 阿部皮膚科医院 〒933-0914 0766-22-0202阿部　真也 阿部　真也 平27. 8. 1皮   診療所
     高岡市小馬出町７５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45002,1410,6 赤祖父　どいクリニッ〒933-0806 0766-23-1234土肥　善郎 土肥　善郎 平27. 9. 1内   小   診療所
     ク 高岡市赤祖父５９３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45102,1411,4 なのはなクリニック 〒939-1104 0766-63-7187医療法人社団なのはな林　智彦 平27.10. 1内   外   消  診療所
     高岡市戸出町３丁目２４番５６号常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 こう 現存
     (医       1)林智彦 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45202,1412,2 ほんごうハヤシ整形外〒933-0947 0766-23-8080医療法人社団誠林会　林　健太郎 平28.10.15一般 診療所
     科クリニック 高岡市本郷２－１－３４ 常　勤:    1理事長　林　健太郎 その他     一般    13現存
     (医       1) 平28.10.15療養
     非常勤:    2     療養     6
     (医       2) 整外 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45302,1413,0 宮田医院 〒933-0046 0766-23-1681宮田　千菊 宮田　千菊 平29. 5. 1耳い 気食 アレ診療所
     高岡市中川本町１６－１４ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45402,1414,8 本荘リウマチクリニッ〒933-0874 0766-29-1800医療法人社団双星会　川中　紀邦 平29. 5. 6リウ 診療所
     ク 高岡市京田４７３－１ 非常勤:    2理事長　高野隆 交代 現存
     (医       2) 平29. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45502,1415,5 カメイクリニック２ 〒933-0874 0766-29-2555亀井　康二 亀井　康二 平30. 1. 1形外 美外 他  診療所
     高岡市京田４４１－１ 常　勤:    1 新規 美容皮膚科 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45602,1416,3 やまぎし耳鼻咽喉科ク〒939-1104 0766-63-7676山岸　孝広 山岸　孝広 平30. 1. 1耳い 診療所
     リニック 高岡市戸出町４－１１８７－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45702,1417,1 うえせこどもクリニッ〒933-0005 0766-23-2366上勢　敬一郎 上勢　敬一郎 平30. 4. 1小   診療所
     ク 高岡市能町南２－７８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45802,1418,9 福岡町たぐちクリニッ〒939-0131 0766-75-7543田口　芳治 田口　芳治 平30. 4. 1内   脳内 リハ診療所
     ク 高岡市福岡町荒屋敷６３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45904,1001,9 独立行政法人労働者健〒937-0042 0765-22-1280独立行政法人労働者健平野　典和 昭33. 5.20一般       300病院
     康安全機構富山労災病魚津市六郎丸９９２ 常　勤:   39康安全機構　理事長　 内   精   循  現存
     院 (医      39)有賀　徹 平30. 5.20小   外   整外
     非常勤:   36 形外 脳外 皮  
     (医      36) ひ   産婦 眼  
     耳い リハ 放  
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46004,1050,6 鈴木産婦人科医院 〒937-0868 0765(24)8820鈴木　潮 鈴木　潮 昭57. 3.23産婦 診療所
     魚津市双葉町２－１３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46104,1055,5 魚津病院 〒937-0806 0765-24-7671医療法人社団七徳会　大田　亨 昭62. 1. 6療養        58病院
     (04,3049,2) 魚津市友道７８９ 常　勤:    4理事長　宮本　汎 介護        50現存
     (医       3) 平29. 1. 6内   リハ 歯  
     (歯       1)
     非常勤:   11
     (医      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46204,1057,1 扇谷医院 〒937-0806 0765(24)1355扇谷　一郎 扇谷　一郎 昭62. 5. 1外   整外 皮  診療所
     魚津市友道１７９７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46304,1059,7 魚津神経サナトリウム〒937-0017 0765-22-3486医療法人社団信和会　坂本　和雅 平 2.10. 1精神       150病院
     魚津市江口１７８４－１ 常　勤:    4理事長　坂本　和雅 精   神   現存
     (医       4) 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46404,1060,5 平井整形外科医院 〒937-0059 0765(22)0888医療法人社団福寿会　平井　純 平 2.10.27整外 リハ 診療所
     魚津市末広町８番５号 常　勤:    1理事長　平井　晃 現存
     (医       1) 平29.10.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46504,1061,3 桝崎クリニック 〒937-0066 0765(22)8800桝崎　繁喜 桝崎　繁喜 平 3. 4. 1内   小   診療所
     魚津市北鬼江２丁目２０番２６号常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46604,1064,7 大城眼科医院 〒937-0059 0765(22)0197医療法人社団大城眼科大城　道雄 平 3.11. 1眼   診療所
     魚津市末広町３－２２ 常　勤:    1医院　理事長　大城　 現存
     (医       1)道雄 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46704,1067,0 大﨑医院 〒937-0066 0765(24)0301医療法人社団大﨑医院大﨑　康世 平 6.11. 1内   胃   小  診療所
     魚津市北鬼江２丁目１２ー２６ 常　勤:    1　理事長　大﨑　康世 組織変更 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46804,1070,4 加納耳鼻咽喉科医院 〒937-0041 0765-23-1633加納　美樹子 加納　美樹子 平 7. 4.20耳い 診療所
     魚津市吉島１－４－２３ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平28. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46904,1072,0 船﨑内科小児科医院 〒937-0866 0765(22)3912医療法人社団船﨑内科船﨑　勉 平 8. 2. 1内   消   小  診療所
     魚津市本町１丁目３番１８号 常　勤:    1小児科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)船﨑　勉 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［富山県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    54 頁

  47004,1077,9 沢口胃腸科クリニック〒937-0058 0765-22-1748医療法人社団　澤口医澤口　潔 平10. 9. 1内   外   胃  診療所
     魚津市火の宮町１番７号 常　勤:    1院　理事長　澤口　潔 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47104,1080,3 平野クリニック 〒937-0805 0765-23-5230平野　八州男 平野　八州男 平12.10.13整外 内   リハ診療所
     魚津市本江１３９９ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平24.10.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47204,1081,1 吉島内科クリニック 〒937-0041 0765-22-8825医療法人社団　吉島内堀井　広之 平13. 1. 1内   小   呼  診療所
     魚津市吉島７５０－２ 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 胃   循   現存
     (医       1)　堀井広之 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47304,1083,7 深川病院 〒937-0012 0765-31-6200医療法人　深川病院　深川　差雅香 平13. 7. 6療養       154病院
     魚津市東尾崎３４８４番１ 常　勤:    3理事長　深川　差雅香 移動 内   現存
     (医       3) 平25. 7. 6
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47404,1084,5 青山内科 〒937-0061 0765-25-0250青山　圭一 青山　圭一 平14. 2. 1内   消   診療所
     魚津市仏田３３０３ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47504,1085,2 魚津緑ヶ丘病院 〒937-0807 0765-22-1567医療法人社団弘仁会　葛野　洋一 平14. 4. 1精神       140病院
     魚津市大光寺２８７ 常　勤:    3魚津緑ヶ丘病院　理事 移動 精   心内 内  現存
     (医       3)長　鳴河　宗聡 平26. 4. 1
     非常勤:   12
     (医      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47604,1086,0 かごうら皮ふ科クリニ〒937-0041 0765-23-6060籠浦　正順 籠浦　正順 平15. 4.10皮   診療所
     ック 魚津市吉島１丁目７０６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47704,1088,6 みのう医科歯科クリニ〒937-0066 0765-22-0500美濃　一博 美濃　一博 平15. 6. 1呼   胃   内  診療所
     (04,3038,5) ック 魚津市北鬼江２７８０－１０ 常　勤:    2 新規 外   こう リハ現存
     (医       1) 平27. 6. 1歯   
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47804,1089,4 松本眼科医院 〒937-0067 0765-23-1200松本　真幸 松本　真幸 平16. 3. 1一般         4診療所
     魚津市釈迦堂１丁目１１－５ 常　勤:    1 新規 眼   現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47904,1091,0 羽田内科医院 〒937-0801 0765-22-0642羽田　陸朗 羽田　陸朗 平17. 1. 1内   放   呼  診療所
     魚津市新金屋１丁目１０－８ 常　勤:    1 交代 消   現存
     (医       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48004,1093,6 浦田クリニック 〒937-0805 0765-22-5053医療法人社団　ホスピ田中　茂弘 平19. 3. 2内   整外 リハ診療所
     魚津市本江１－２６ 常　勤:    4ィー　理事長　浦田　 移動 消   循   現存
     (医       4)哲郎 平25. 3. 2
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48104,1094,4 ありそクリニック 〒937-0066 0765-25-0120医療法人社団ありそク明　さおり 平19. 7. 1内   小   アレ診療所
     魚津市北鬼江一丁目５番２５号 常　勤:    2リニック　理事長　明 組織変更 呼   現存
     (医       2)　茂治 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48204,1097,7 いなば小児科医院 〒937-0068 0765-22-8888石原　俊二 石原　俊二 平22.12.24小   診療所
     魚津市本新町２１番２号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28.12.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48304,1098,5 片貝診療所 〒937-0033 0765-32-7222医療法人社団七徳会　井出　克樹 平23. 4. 1内   診療所
     魚津市島尻８５０番地１ 常　勤:    1理事長　宮本　汎 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48404,1099,3 医療法人新川病院 〒937-0807 0765-24-3800医療法人社団福寿会　平井　晃 平26.11. 9療養        60病院
     魚津市住吉２３６ 常　勤:    1理事長　平井晃 移動 介護        60現存
     (医       1) 平26.11. 9内   
     非常勤:    6
     (医       5)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48504,1100,9 山岸産婦人科医院 〒937-0046 0765-24-5878山岸　師則 山岸　師則 平27. 6. 1産婦 内   診療所
     魚津市上村木２丁目１６番２８号常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48604,1101,7 大﨑クリニック 〒937-0009 0765-23-1001医療法人社団　緑山会大﨑　緑男 平27. 6. 1内   アレ 呼内診療所
     魚津市寿町４番５号 常　勤:    1　理事長　大﨑緑男 組織変更 小   現存
     (医       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48704,1102,5 宮本内科小児科医院 〒937-0864 0765-22-0122医療法人社団宮本内科宮本　汎 平27.11. 1内   小   リハ診療所
     魚津市新角川一丁目７番２２号 常　勤:    1小児科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)宮本汎 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［富山県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    56 頁

  48804,1103,3 こうちウィメンズクリ〒937-0041 0765-32-3323高地　圭子 高地　圭子 平29. 4. 1産婦 診療所
     ニック 魚津市吉島１－８０９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48904,1104,1 なでしこ皮ふ科クリニ〒937-0068 0765-32-3884中田　芳 中田　芳 平29. 6. 1皮   診療所
     ック 魚津市本新町２９０１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49005,1033,9 新鞍小児科医院 〒935-0013 0766(72)3830新鞍　保 新鞍　保 昭42. 3.20小   診療所
     氷見市南大町１１－２０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49105,1037,0 白石整形外科医院 〒935-0031 0766(91)5355白石　陽治 白石　陽治 昭46. 9. 1一般        19診療所
     氷見市柳田２０１１－２ 常　勤:    1 整外 麻   リウ現存
     (医       1) 平28. 9. 1リハ 神内 
     非常勤:    9
     (医       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49205,1039,6 織坂内科医院 〒935-0015 0766-72-6206鎌仲　豊順 鎌仲　豊順 昭49. 8.19内   呼   胃  診療所
     氷見市伊勢大町１－４－２６ 常　勤:    1 循   放   現存
     (医       1) 平28. 8.19
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49305,1046,1 山岸小児科医院 〒935-0022 0766(74)0258山岸　教男 山岸　教男 昭53. 7. 5小   診療所
     氷見市朝日本町２－５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49405,1050,3 陽和温泉病院 〒935-0104 0766-91-2751医療法人社団　友愛病杉野　式康 昭57. 5. 1療養        60病院
     氷見市堀田４－１ 常　勤:    1院会　理事長　木越　 内   リハ 現存
     (医       1)俊和 平30. 5. 1
     非常勤:   17
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49505,1058,6 医療法人財団正友会中〒935-0032 0766-91-1307医療法人財団　正友会中村　國雄 昭61. 4. 1一般        52病院
     村記念病院 氷見市島尾８２５ 常　勤:    3　理事長　中村　國雄 内   外   整外現存
     (医       3) 平28. 4. 1眼   皮   耳い
     非常勤:   29 婦   ひ   
     (医      29)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49605,1059,4 広瀬外科医院 〒935-0016 0766(74)2600広瀬　道郎 広瀬　道郎 昭62. 2. 2一般    診療所
     氷見市本町１４－１２ 常　勤:    1 胃   外   整外現存
     (医       1) 平29. 2. 2



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［富山県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    57 頁

  49705,1061,0 田畑眼科クリニック 〒935-0004 0766(72)2617田畑　晃 田畑　晃 平元. 8. 1眼   診療所
     氷見市北大町１３－３９ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49805,1063,6 正橋皮膚科医院 〒935-0017 0766-72-0570正橋　壽子 正橋　壽子 平 4. 4. 1皮   診療所
     氷見市丸の内１５－２３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49905,1069,3 嶋尾内科医院 〒935-0002 0766(72)0622医療法人社団　嶋尾内嶋尾　正人 平 9. 2. 1内   診療所
     氷見市阿尾９２８番地 常　勤:    1科医院　理事長　嶋尾 組織変更 現存
     (医       1)　正人 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50005,1071,9 高嶋クリニック 〒935-0017 0766-72-0834高嶋　達 高嶋　達 平10. 7. 1胃   内   外  診療所
     氷見市丸の内１０ー５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50105,1072,7 高木内科医院 〒935-0026 0766-72-8686高木　義則 高木　義則 平10.11. 9内   循   呼  診療所
     氷見市大野５９５ 常　勤:    1 新規 消   現存
     (医       1) 平28.11. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50205,1073,5 医療法人社団　澤武医〒935-0021 0766(72)0118医療法人社団澤武医院澤武　紀雄 平11. 1. 1内   診療所
     院 氷見市幸町１番１３号 常　勤:    2　理事長　澤武　紀雄 組織変更 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50305,1074,3 狩野眼科医院 〒935-0015 0766(72)1406狩野　俊哉 狩野　俊哉 平11. 7. 1眼   診療所
     氷見市伊勢大町１丁目１１番２８常　勤:    1 交代 現存
     号 (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50405,1075,0 西野医院 〒935-0024 0766-91-7500医療法人社団西野医院西野　逸男 平11. 8. 1内   消   循  診療所
     氷見市窪１０７６番地１ 常　勤:    1　理事長　西野　逸男 組織変更 呼   現存
     (医       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50505,1076,8 ふるさと病院 〒935-0025 0766-74-7061医療法人社団　明寿会山本　道子 平12. 5. 1精神        45病院
     氷見市鞍川１８７８－１ 常　勤:    1　理事長　福田英道 新規 精   心内 内  現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:   21
     (医      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50605,1077,6 久目診療所 〒935-0266 0766-76-1088高嶋　達 高嶋　達 平12. 9. 1内   外   診療所
     氷見市触坂７３４ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24. 9. 1
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  50705,1084,2 加藤医院 〒935-0004 0766-72-0608医療法人社団　涛々会加藤　裕明 平15. 1. 1内   外   胃  診療所
     氷見市北大町１１番１１号 常　勤:    1　理事長　加藤　裕明 組織変更 現存
     (医       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50805,1085,9 佐伯レディースクリニ〒935-0024 0766-91-8855医療法人社団　佐伯レ佐伯　吉則 平15. 3. 1一般 診療所
     ック 氷見市窪６６０番地 常　勤:    1ディースクリニック　 組織変更     一般    11現存
     (医       1)理事長　佐伯　吉則 平27. 3. 1産婦 産   婦  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50905,1086,7 整形外科伊藤医院 〒935-0024 0766-91-0220伊藤　元弥 伊藤　元弥 平15. 8. 1一般        19診療所
     氷見市窪７５０ 常　勤:    1 組織変更 整外 内   脳外現存
     (医       1) 平27. 8. 1リウ リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51005,1087,5 福老館クリニック 〒935-0104 0766-91-7720医療法人社団　福老館洲崎　雄計 平15. 9. 1胃   内   外  診療所
     氷見市堀田４６５番地２ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 こう リハ 現存
     (医       1)洲崎　雄計 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51105,1088,3 佐藤医院 〒935-0021 0766-74-3100佐藤　英敏 佐藤　英敏 平15. 9. 1皮   ひ   診療所
     氷見市幸町９番７８号 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51205,1089,1 松井内科クリニック 〒935-0015 0766-72-0074松井　みづほ 松井　みづほ 平16. 7. 5内   呼   診療所
     氷見市伊勢大町２－７－４９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 7. 5
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51305,1092,5 てらにし耳鼻咽喉科ク〒935-0016 0766-73-8080寺西　重和 寺西　重和 平20. 2. 1耳い 診療所
     リニック 氷見市本町７番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51405,1093,3 金沢医科大学氷見市民〒935-8531 0766-74-1900氷見市　氷見市長　林栂　博久 平23. 9. 1一般       245病院
     (05,3041,6) 病院 氷見市鞍川１１３０番地 常　勤:   33　正之 移動 結核         5現存
     (医      32) 平29. 9. 1内   循   消  
     (歯       1) 神内 外   呼外
     非常勤:   69 心外 整外 脳外
     (医      69) 形外 精   小  
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い リハ
     放   他   歯外
     麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51505,1094,1 氷見なかたに眼科 〒935-0026 0766-72-0255中谷　雄介 中谷　雄介 平28. 5. 1眼   診療所
     氷見市大野字浦５８９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 5. 1
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  51605,1095,8 河合内科医院 〒935-0011 0766-74-5178医療法人社団河合内科河合　盛光 平28. 7. 1内   他   診療所
     氷見市中央町１２－８ 常　勤:    1医院　理事長　河合　 組織変更 腎臓内科、透析現存
     (医       1)盛光 平28. 7. 1内科
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51705,1096,6 福田内科医院 〒935-0017 0766-72-5610福田　一仁 福田　一仁 平29. 4. 3内   他   消  診療所
     氷見市丸の内５－１７ 常　勤:    2 交代 糖尿病内科、消現存
     (医       2) 平29. 4. 3化器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51805,1097,4 ふちざわ子どもクリニ〒935-0063 0766-72-1557淵澤　竜也 淵澤　竜也 平30. 4. 1小   アレ 診療所
     ック 氷見市加納４８４－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51906,1001,4 富山県厚生農業協同組〒936-8585 0764-75-1000富山県厚生農業協同組南里　泰弘 昭32. 8.15一般       211病院
     合連合会滑川病院 滑川市常盤町１１９番地 常　勤:   25合連合会　代表理事理 精神        68現存
     (医      25)事長　西川　藤樹 平29. 8.15内   精   胃  
     非常勤:   20 小   外   整外
     (医      20) 脳外 皮   ひ  
     産婦 眼   耳い
     リハ 放   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52006,1035,2 岩城小児科医院 〒936-0058 076-475-0132岩城　進 岩城　進 昭59. 2. 1小   内   診療所
     滑川市下小泉町３４２ 常　勤:    1 小児内科 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52106,1036,0 鷹取医院 〒936-0052 076-475-0345鷹取　睦美 鷹取　睦美 昭59.12. 1内   胃   外  診療所
     滑川市清水町１４－１６ 常　勤:    1 こう 現存
     (医       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52206,1037,8 石坂医院 〒936-0805 076-477-1818石坂　伸太郎 石坂　伸太郎 昭61. 1.30一般        19診療所
     滑川市嘉大窪７３７ 常　勤:    1 内   外   整外現存
     (医       1) 平28. 1.30リハ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52306,1038,6 石坂眼科医院 〒936-0035 076-475-0387医療法人社団石坂眼科石坂　拓也 平元. 5. 1一般         4診療所
     滑川市四間町６４７ 常　勤:    2医院　理事長　石坂　 眼   現存
     (医       2)拓也 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52406,1039,4 長治整形外科医院 〒936-0068 0764(75)7170長治　孝雄 長治　孝雄 平 3. 7.23一般    診療所
     滑川市加島町２３６－１ 常　勤:    1 整外 リハ 現存
     (医       1) 平24. 7.23
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  52506,1041,0 毛利医院 〒936-0035 076-475-0054毛利　英満 毛利　英満 平 5.10.12内   呼   アレ診療所
     滑川市四間町５２７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.10.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52606,1043,6 東加積診療所 〒936-0833 076-474-1650石坂　伸太郎 石坂　伸太郎 平 7. 3. 1内   診療所
     滑川市大崎野８７５ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52706,1044,4 加積クリニック 〒936-0846 076-476-0558髙田　佖 髙田　佖 平 7.12. 1内   外   整外診療所
     滑川市堀江１８２－１ 常　勤:    1 新規 リウ 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52806,1045,1 長崎耳鼻咽喉科医院 〒936-0053 076-475-2020長崎　孝敏 長崎　孝敏 平 8. 4. 3耳い 診療所
     滑川市上小泉２７８ー１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 4. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52906,1046,9 吉見病院 〒936-0052 076-475-0861医療法人社団秀林会吉林　義則 平10. 8. 1療養        40病院
     滑川市清水町３番２５号 常　勤:    3見病院　理事長　林　 組織変更 介護        28現存
     (医       3)義則 平28. 8. 1内   産   婦  
     非常勤:    2 リウ 
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53006,1048,5 くるまたにクリニック〒936-0053 076-476-5122車谷　亮 車谷　亮 平13. 4.20内   呼   消  診療所
     滑川市上小泉３９５ 常　勤:    1 新規 循   リハ 現存
     (医       1) 平25. 4.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53106,1049,3 荒川内科クリニック 〒936-0058 076-475-0001荒川　志朗 荒川　志朗 平14.11.18内   神内 循  診療所
     滑川市下小泉町１－１ 常　勤:    1 新規 消   リハ 現存
     (医       1) 平26.11.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53206,1051,9 ほたる皮ふ科クリニッ〒936-0065 076-476-1299木村　紀子 木村　紀子 平17. 4. 1皮   診療所
     ク 滑川市下島３－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53306,1053,5 おのうえこどもクリニ〒936-0023 076-475-6677尾上　洋一 尾上　洋一 平18.10. 1小   アレ 診療所
     ック 滑川市柳原２６－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53406,1054,3 打田内科 〒936-0024 076-476-0050打田　諭 打田　諭 平19. 4.19内   診療所
     滑川市辰野１３６２－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53506,1056,8 中村内科医院 〒936-0021 076-476-6222医療法人社団剱心会　中村　暁 平23. 2. 1内   循   診療所
     滑川市中川原１８８番地１ 常　勤:    1理事長　中村　暁 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53606,1057,6 ひまわりクリニック 〒936-0053 076-475-4131医療法人らぽーる　理坂東　健 平27.10. 1整外 外   内  診療所
     滑川市上小泉１６９１番地 常　勤:    1事長　坂東健 組織変更 リハ 現存
     (医       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53706,1058,4 伊井外科医院 〒936-0068 076-475-1160医療法人社団伊井外科伊井　祥 平29. 5. 1外   胃   こう診療所
     滑川市加島町２０３ 常　勤:    1医院　理事長　伊井　 組織変更 整外 皮   現存
     (医       1)祥 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53807,1001,2 黒部市民病院 〒938-0031 0765-54-2211黒部市長　大野　久芳竹田　慎一 昭32. 7.31一般       405病院
     (07,3029,7) 黒部市三日市１１０８番地１ 常　勤:   74 結核         5現存
     (医      73) 平29. 7.31一般（感染）
     (歯       1)              4
     非常勤:   45 内   神内 リウ
     (医      45) 小   外   整外
     産婦 皮   ひ  
     眼   脳外 耳い
     麻   リハ 放  
     精   心内 形外
     歯外 臨床 病理
     心外 和漢 呼内
     循   他   消  
     他：腎臓内科、
     血液内科、消化
     器外科、呼吸器
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53907,1021,0 柳沢眼科医院 〒938-0041 0765(54)1233柳沢　多加志 柳沢　多加志 昭50.11. 1眼   診療所
     黒部市堀切１７４３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54007,1031,9 黒部温泉病院 〒938-0047 0765-52-4655医療法人社団友愛病院塚田　彰 昭61. 9. 5療養        80病院
     黒部市窪野９２９ 常　勤:    1会　理事長　木越　俊 介護        80現存
     (医       1)和 平28. 9. 5内   リハ 
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54107,1033,5 桃井医院 〒938-0823 0765-58-1001医療法人社団桃井医院桃井　英太朗 平元.11.28内   外   小  診療所
     黒部市釈迦堂９０７ 常　勤:    1　理事長　桃井　英太 現存
     (医       1)朗 平28.11.28
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  54207,1035,0 医療法人社団平成会桜〒938-0801 0765-54-1800医療法人社団平成会桜浅水　幸恵 平 3. 5. 1療養       120病院
     井病院 黒部市荻生６６７５－５ 常　勤:    3井病院　理事長　清田 内   整外 リハ現存
     (医       3)　築 平30. 5. 1皮   
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54307,1036,8 堀川皮膚科クリニック〒938-0801 0765(52)5288堀川　悦朗 堀川　悦朗 平 3.11. 5皮   診療所
     黒部市荻生３０９７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54407,1046,7 オークレディスクリニ〒938-0801 0765-57-1122金井　浩明 金井　浩明 平 8. 5.27産婦 診療所
     ック 黒部市荻生２６９５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 5.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54507,1047,5 大橋耳鼻科・眼科クリ〒938-0037 0765-52-5870医療法人社団大橋クリ大橋　直樹 平 8. 7. 1眼   耳い 気食診療所
     ニック 黒部市新牧野１７６ 常　勤:    2ニック　理事長大橋直 組織変更 気管食道外科 現存
     (医       2)樹 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54607,1048,3 藤森内科医院 〒938-0031 0765(52)5123医療法人社団藤森内科藤森　正記 平 9. 7. 1内   循   診療所
     黒部市三日市２９０３ 常　勤:    1医院　理事長　藤森　 組織変更 現存
     (医       1)正記 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54707,1049,1 藤が丘クリニック 〒938-0072 0765-54-9888医療法人社団孫喜会　藤岡　照裕 平 9. 9.17内   胃   小外診療所
     黒部市生地中区１０４番地３ 常　勤:    1理事長　藤岡　照裕 新規 小   現存
     (医       1) 平24. 9.17
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54807,1050,9 岩井整形外科医院 〒938-0023 0765-52-5500医療法人社団　岩井整岩井　義信 平10. 1. 1整外 リハ 診療所
     黒部市堀高３５番地 常　勤:    1形外科医院　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)岩井　義信 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54907,1051,7 牧野胃腸科クリニック〒938-0037 0765-54-9607牧野　博 牧野　博 平11. 4.12胃   内   診療所
     黒部市新牧野１６９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55007,1055,8 池田リハビリテーショ〒938-0801 0765-54-5400医療法人社団　一志会池田　一郎 平15. 4. 1療養        41病院
     ン病院 黒部市荻生８２１番地 常　勤:    3　理事長　池田　一郎 移動 介護        29療養病床
     (医       3) 平27. 4. 1内   整外 リハ現存
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  55107,1057,4 金田クリニック 〒938-0801 0765-52-1034金田　真 金田　真 平16.10. 1外   胃   こう診療所
     黒部市荻生２８９５ 常　勤:    1 移動 整外 リハ 現存
     (医       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55207,1059,0 くらた皮ふ科クリニッ〒938-0031 0765-56-5266医療法人社団くらた皮倉田　幸夫 平16.12. 1皮   診療所
     ク 黒部市三日市２５６３番地１ 常　勤:    1ふ科クリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　倉田　幸夫 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55307,1060,8 たまの整形外科クリニ〒938-0035 0765-56-5252医療法人社団双星会　玉野　健一 平17. 8. 1整外 リハ リウ診療所
     ック 黒部市牧野８２０番地 常　勤:    1理事長　高野　隆 新規 現存
     (医       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55407,1061,6 むらおかクリニック 〒938-0061 0765-56-5166医療法人社団亮之会　村岡　恵一 平17.11. 1整外 内   外  診療所
     黒部市生地神区３７０番地 常　勤:    1理事長　村岡浩之 新規 胃   こう 現存
     (医       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55507,1065,7 高桜内科医院 〒938-0036 0765-54-5010高桜　英輔 高桜　英輔 平18.11. 1内   呼   循  診療所
     黒部市北新１０－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55607,1066,5 岩田クリニック 〒938-0037 0765-54-5080岩田　充弘 岩田　充弘 平19. 4. 2内   消   診療所
     黒部市新牧野２８２－２ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55707,1067,3 こいずみクリニック 〒938-0035 0765-56-6006小泉　久志 小泉　久志 平19. 4. 2ひ   内   診療所
     黒部市牧野７８０番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55807,1068,1 きょうクリニック 〒938-0015 0765-57-0015医療法人社団　きょう經　隆紀 平19. 6. 1皮   内   診療所
     黒部市北野４８番地２ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 現存
     (医       1)經　隆紀 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55907,1069,9 石坂外科内科医院 〒938-0862 0765-65-1313医療法人社団石坂外科石坂　龍典 平23. 2. 1外   内   診療所
     黒部市宇奈月町浦山１１０９番地常　勤:    1内科医院　理事長　石 組織変更 療養病床
     (医       1)坂　龍典 平29. 2. 1 現存
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56007,1072,3 吉澤内科医院 〒938-0031 0765-54-0107吉澤　尚 吉澤　尚 平25.10. 1内   循   診療所
     黒部市三日市３４６８ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平25.10. 1
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  56108,1001,0 市立砺波総合病院 〒939-1395 0763-32-3320砺波市長　夏野修 伊東　正太郎 昭32. 7.31一般       461病院
     (08,3008,9) 砺波市新富町１番６１号 常　勤:   94 精神        44現存
     (医      91) 平29. 7.31一般（感染）
     (歯       3)              4
     非常勤:   30 結核         5
     (医      29) 内   精   リハ
     (歯       1) 消   小   外  
     整外 形外 脳外
     皮   ひ   産婦
     眼   耳い 放  
     麻   呼   神内
     呼外 歯外 循  
     心外 病理 他  
     糖尿病内分泌科
     、腎臓内科、血
     液内科、感染症
     内科他
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56208,1040,8 山本内科医院 〒939-1379 0763-32-3802山本　郁夫 山本　郁夫 平 2. 4. 4内   小   診療所
     砺波市出町中央６番地１４ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 4
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56308,1041,6 高橋外科医院 〒939-1377 0763(33)2727医療法人社団　寿山会髙橋　暢人 平 2.12. 1内   外   消  診療所
     砺波市寿町２番４０号 常　勤:    1　理事長　高橋　卓朗 整外 現存
     (医       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56408,1043,2 宏仁堂　杉下医院 〒939-1367 0763(32)2101杉下　尚康 杉下　尚康 平 3. 5. 1内   小   診療所
     砺波市広上町７－１４ 常　勤:    2 現存
     (医       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56508,1044,0 仲村皮膚科医院 〒939-1332 0763(33)1783医療法人社団　仲村皮仲村　洋一 平 5. 5. 1皮   診療所
     砺波市永福町５－３０ 常　勤:    1膚科医院　理事長　仲 現存
     (医       1)村　洋一 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56608,1045,7 河合医院 〒939-1375 0763-32-4580医療法人社団　和康会河合　晃充 平 5. 6. 1耳い 気食 診療所
     砺波市中央町１番２号 常　勤:    2　河合医院　理事長　 現存
     (医       2)河合晃充 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  56708,1048,1 津田産婦人科医院 〒939-1355 0763-33-3035医療法人社団　寿恵会津田　博 平 9. 8. 1一般        12診療所
     砺波市杉木四丁目６９番地 常　勤:    2　理事長　津田　達雄 組織変更 産婦 現存
     (医       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56808,1049,9 力耕会　金井医院 〒939-1331 0763-32-8903医療法人社団　力耕会金井　正信 平10. 1. 1内   小   消  診療所
     砺波市深江一丁目２１０番地 常　勤:    1　理事長　金井　正信 組織変更 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56908,1050,7 砺波誠友病院 〒939-1303 0763-33-7766医療法人社団翠十字会槇本　伸哉 平10. 5. 1療養        45病院
     砺波市大窪１７番１ 常　勤:    3　理事長　安カ川　誠 新規 介護        54療養病床
     (医       3) 平28. 5. 1内   リハ 消  現存
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57008,1051,5 あおい病院 〒939-1307 0763-33-7888医療法人社団寿山会　高橋　卓朗 平10. 8. 1療養        48病院
     砺波市堀内１８番１ 常　勤:    3理事長　高橋　卓朗 新規 介護        48現存
     (医       3) 平28. 8. 1内   リハ 
     非常勤:    4
     (医       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57108,1052,3 となみ三輪病院 〒939-1431 0763-37-1000医療法人社団三医会　酒井　伸也 平11. 4. 1療養        65病院
     砺波市頼成６０５ 常　勤:    2理事長　竹鼻　敏孝 新規 介護        35現存
     (医       2) 平29. 4. 1内   リハ 皮  
     非常勤:   15
     (医      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57208,1054,9 柳下小児科内科医院 〒939-1344 0763-34-7730柳下　肇 柳下　肇 平11.11.24小   内   呼  診療所
     砺波市中神３－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平29.11.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57308,1055,6 砺波サンシャイン病院〒939-1335 0763-33-0800医療法人社団藤和会　大橋　雅広 平11.12. 1療養        50病院
     砺波市鷹栖５７５番地 常　勤:    2理事長　齊藤　大直 組織変更 介護        50現存
     (医       2) 平29.12. 1内   外   整外
     非常勤:   17 リハ 脳外 
     (医      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57408,1056,4 とよだ眼科クリニック〒939-1363 0763-34-6960豊田　葉子 豊田　葉子 平13. 5.24眼   診療所
     砺波市太郎丸１丁目８番２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5.24



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［富山県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    66 頁

  57508,1057,2 柳澤医院 〒939-1331 0763-34-0811柳澤　伸嘉 柳澤　伸嘉 平13.11. 1内   小   消  診療所
     砺波市深江一丁目１７４番地 常　勤:    1 新規 胃   現存
     (医       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57608,1058,0 さかした医院 〒939-1363 0763-32-8788坂下　泰雄 坂下　泰雄 平14.10. 1内   神内 耳い診療所
     砺波市太郎丸１丁目８－６ 常　勤:    2 新規 気食 現存
     (医       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57708,1060,6 砺波サナトリウム福井〒939-1315 0763-33-1322医療法人社団緑心会　福井　靖人 平16. 5. 1精神        53病院
     病院 砺波市太田５７０番地 常　勤:    2理事長　福井悟 組織変更 精   心内 現存
     (医       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57808,1061,4 砺波医療圏急患センタ〒939-1343 0763-34-7744砺波広域圏事務組合　藤井　正則 平16. 6. 1小   内   診療所
     ー 砺波市新富町１番６１号 常　勤:    2管理者　夏野　修 新規 現存
     (医       2) 平28. 6. 1
     非常勤:   41
     (医      41)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57908,1062,2 やました医院 〒939-1332 0763-34-8810山下　良平 山下　良平 平16.10. 1外   内   呼  診療所
     砺波市永福町５－１１ 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58008,1064,8 ひがしでクリニック 〒939-1387 0763-33-7677東出　愼治 東出　愼治 平16.12. 1外   整外 内  診療所
     砺波市となみ町１３－１０ 常　勤:    1 新規 消   現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58108,1065,5 寿康堂　吉田医院 〒939-1375 0763-33-2112吉田　康二郎 吉田　康二郎 平17. 2. 1内   診療所
     砺波市中央町１－５ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58208,1066,3 大沢内科クリニック 〒939-1376 0763-33-1047大澤　謙三 大澤　謙三 平17. 4. 1内   診療所
     砺波市平和町１４６番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58308,1071,3 住田小児科医院 〒939-1387 0763-34-5001住田　亮 住田　亮 平17.10. 1小   診療所
     砺波市となみ町１３－１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  58408,1072,1 おおた内科クリニック〒932-0314 0763-82-7700太田　英樹 太田　英樹 平19. 1.15内   消   循  診療所
     砺波市庄川町青島７０１－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58508,1073,9 伏木医院 〒939-1352 0763-32-2275医療法人社団　伏木医伏木　弘 平19. 6. 1産婦 内   診療所
     砺波市宮丸５６８番地 常　勤:    1院　理事長　伏木　弘 組織変更 現存
     (医       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58608,1074,7 井上皮フ科医院 〒939-1333 0763-34-5510井上　久美子 井上　久美子 平19. 6.25皮   診療所
     砺波市苗加４７７番地１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 6.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58708,1075,4 ものがたり診療所 〒939-1374 0763-55-6100医療法人社団ナラティ佐藤　伸彦 平22. 3.19内   神内 診療所
     砺波市山王町２番１２号 常　勤:    4ブホーム　理事長　佐 新規 現存
     (医       4)藤　伸彦 平28. 3.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58808,1078,8 なす整形外科クリニッ〒939-1364 0763-55-6677那須　渉 那須　渉 平22. 4. 1整外 リハ 診療所
     ク 砺波市豊町一丁目１４番１８号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58908,1079,6 佐藤内科クリニック 〒939-1355 0763-58-5811佐藤　重彦 佐藤　重彦 平22.10. 1内   循   診療所
     砺波市杉木三丁目２１５番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59008,1080,4 ものがたり診療所庄東〒939-1406 0763-37-2566医療法人社団ナラティ佐藤　伸彦 平23. 4. 1内   診療所
     砺波市宮森４６１ 常　勤:    1ブホーム　理事長　佐 新規 現存
     (医       1)藤　伸彦 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59108,1081,2 あみたに医院 〒939-1374 0763-32-1511医療法人社団長樹会　網谷　茂樹 平24. 1. 1内   循   診療所
     砺波市山王町４番６号 常　勤:    1あみたに医院　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　網谷　茂樹 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59208,1082,0 ゆあさ眼科 〒939-1328 0763-33-5885湯浅　雅志 湯浅　雅志 平25. 7. 1眼   診療所
     砺波市大辻６１９番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59308,1083,8 藤井整形外科医院 〒939-1371 0763-32-5220藤井　正則 藤井　正則 平25. 9. 1整外 診療所
     砺波市栄町６１３番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  59408,1084,6 けやきひふ科 〒939-1387 0763-58-5670乗杉　理 乗杉　理 平26. 5. 1皮   他   診療所
     砺波市となみ町１１－１１ 常　勤:    1 新規 他：美容皮膚科現存
     (医       1) 平26. 5. 1、小児皮膚科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59508,1085,3 ものがたり診療所太田〒939-1315 0763-32-2958医療法人社団ナラティ佐藤　伸彦 平27.10. 9内   診療所
     砺波市太田１６５５ 常　勤:    1ブホーム　理事長　佐 移動 現存
     (医       1)藤伸彦 平27.10. 9
     非常勤:    3
     (医       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59608,1086,1 桐沢医院 〒939-1368 0763-33-5353山下　泉 山下　泉 平28. 9. 1内   眼   他  診療所
     砺波市本町１３－７ 常　勤:    2 交代 糖尿病・内分泌現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59708,1087,9 となみの心療クリニッ〒939-1371 0763-34-1073金田　学 金田　学 平29. 4. 1心内 精   診療所
     ク 砺波市栄町１２５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59808,1088,7 さわだクリニック 〒939-1355 0763-34-0121澤田　樹佳 澤田　樹佳 平30. 5. 1ひ   内   診療所
     砺波市杉木２－１２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59909,1030,7 桜井眼科医院 〒932-0055 0766-67-0170桜井　泉 桜井　泉 昭56. 7. 1眼   診療所
     小矢部市西町２－３２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60009,1034,9 辻内科医院 〒932-0115 0766(61)3530辻　外幸 辻　外幸 昭61. 4.11内   小   循  診療所
     小矢部市津沢３４１－２２ 常　勤:    1 他   現存
     (医       1) 平28. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60109,1035,6 西野内科病院 〒932-0057 0766-67-1730医療法人社団にしの会鮴谷　佳和 平元. 5. 1療養        63病院
     小矢部市本町６－３０ 常　勤:    2　理事長　西野　一晴 内   現存
     (医       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    8
     (医       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60209,1036,4 青木内科医院 〒932-0053 0766(67)0118医療法人社団　青木内青木　哲郎 平元. 5. 1内   呼   消  診療所
     小矢部市石動町１－４ 常　勤:    2科医院　理事長　青木 循   小   放  現存
     (医       2)　哲郎 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60309,1042,2 宮耳鼻咽喉科医院 〒932-0045 0766(68)2481宮　和貴夫 宮　和貴夫 平元. 8. 1耳い 診療所
     小矢部市中央町３－３ 常　勤:    1 休止
     (医       1) 平28. 8. 1
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  60409,1043,0 村田医院 〒932-0057 0766-67-0997医療法人社団　村田医村田　成 平 3.11. 1内   外   整外診療所
     小矢部市本町１－１３ 常　勤:    2院　理事長　村田　成 リハ 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60509,1044,8 井上内科医院 〒932-0051 0766-68-0082医療法人社団　井上内井上　徹 平 4. 5. 1内   胃   循  診療所
     小矢部市今石動町１－５－２７ 常　勤:    1科医院　理事長　井上 現存
     (医       1)　徹 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60609,1045,5 小矢部大家病院 〒932-8511 0766-67-2002医療法人社団啓愛会　渡辺　多恵 平11. 3. 1療養        34病院
     小矢部市島３２１ 常　勤:    4理事長　渡辺　多恵 組織変更 精神       136現存
     (医       4) 平29. 3. 1精   内   心内
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60709,1047,1 大野クリニック 〒932-0058 0766-67-1475大野　秀彰 大野　秀彰 平13. 5. 7内   消   小  診療所
     小矢部市小矢部町１ー１ 常　勤:    1 交代 リハ 現存
     (医       1) 平25. 5. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60809,1048,9 公立学校共済組合　北〒932-8503 0766-67-1150公立学校共済組合　理清水　淳三 平13.10. 1一般       140病院
     (09,3026,9) 陸中央病院 小矢部市野寺１２３ 常　勤:   16事長　玉井　日出夫 移動 療養        53現存
     (医      15) 平25.10. 1内   小   外  
     (歯       1) 整外 脳外 皮  
     非常勤:   28 ひ   婦   眼  
     (医      28) リハ 放   歯外
     耳い 麻   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60909,1049,7 松岡病院 〒932-8525 0766-67-0025医療法人社団　松風会松岡　宗里 平13.12. 1精神       113病院
     小矢部市畠中町４番１８号 常　勤:    1　理事長　松岡　宗里 移動 精   神   内  現存
     (医       1) 平25.12. 1
     非常勤:   19
     (医      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61009,1050,5 つざわ津田病院 〒932-0111 0766-61-8585医療法人社団　寿恵会津田　達雄 平14. 3.26療養        36病院
     小矢部市新西１１７番１ 常　勤:    3　理事長　津田　達雄 新規 介護        40療養病床
     (医       3) 平26. 3.26内   婦   整外現存
     非常勤:    6 リハ 
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61109,1052,1 太田病院 〒932-0044 0766-67-0443医療法人社団薫風会　太田　茂 平16.11. 1療養        13病院
     小矢部市新富町３番１１号 常　勤:    2理事長　太田茂 組織変更 介護        16療養病床
     (医       2) 平28.11. 1内   小   循  現存
     非常勤:    5 消   
     (医       5)
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  61209,1053,9 ひがき皮フ科 〒932-0053 0766-67-1063檜垣　修一 檜垣　修一 平18. 6. 1皮   診療所
     小矢部市石動町８－２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61309,1054,7 中川整形外科クリニッ〒932-0833 0766-68-2550中川　一博 中川　一博 平20. 4.14整外 リハ リウ診療所
     ク 小矢部市綾子３９７８番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61409,1055,4 沼田医院 〒932-0053 0766-67-1162沼田　仁成 沼田　仁成 平20.12.24一般        19診療所
     小矢部市石動町８－３６ 常　勤:    2 交代 内   小   外  現存
     (医       2) 平26.12.24整外 胃   リハ
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61509,1056,2 小矢部たがわ眼科 〒932-0058 0766-67-8910田川　考作 田川　考作 平21. 4. 1眼   診療所
     小矢部市小矢部町７番１２号 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61609,1058,8 畠山内科クリニック 〒932-0836 0766-67-8088医療法人社団畠山内科畠山　収一 平26. 3. 1内   循   消  診療所
     小矢部市埴生３５６番地４ 常　勤:    1クリニック　理事長　 組織変更 呼内 現存
     (医       1)畠山収一 平26. 3. 1循：循環器内科
     　消：消化器内
     科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61716,1021,1 かみいち総合病院 〒930-0391 076-472-1212上市町長　中川　行孝戸島　雅宏 昭37. 6. 1一般       148病院
     中新川郡上市町法音寺５１ 常　勤:   23 精神        51現存
     (医      23) 平28. 6. 1内   外   整外
     非常勤:   51 小   眼   産婦
     (医      51) 耳い 放   皮  
     ひ   脳外 神  
     麻   胃   リハ
     他   
     ０３神経精神科
     、他：血管外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61816,1032,8 酒井医院 〒930-0412 076-473-1118酒井　義明 酒井　義明 昭56. 1. 5内   小   外  診療所
     中新川郡上市町広野４９４ 常　勤:    1 整外 現存
     (医       1) 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61916,1035,1 舟橋クリニック 〒930-0289 076-463-3520安達　弘章 安達　弘章 昭60. 4.11内   小   診療所
     中新川郡舟橋村竹内５０８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  62016,1038,5 山崎眼科医院 〒930-0355 0764(73)1881山崎　清彦 山崎　清彦 昭60.10. 2眼   診療所
     中新川郡上市町横法音寺３０ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62116,1039,3 黒田内科医院 〒930-0214 076-463-0006黒田　惇 黒田　惇 昭60.12. 3内   診療所
     中新川郡立山町五百石２１８ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平27.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62216,1040,1 内科酒井医院 〒930-0214 076-463-1567酒井　啓吾 酒井　啓吾 昭61. 6.16内   呼   消  診療所
     中新川郡立山町五百石２７ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 6.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62316,1045,0 池田内科医院 〒930-0353 076-472-5222池田　正 池田　正 平 4. 7. 1内   胃   診療所
     中新川郡上市町法音寺１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62416,1046,8 金木クリニック 〒930-0214 076-463-0066金木　美智子 金木　美智子 平 4. 7. 1内   診療所
     中新川郡立山町五百石１６５ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62516,1047,6 うめざわ内科クリニッ〒930-0229 076-463-5200梅沢　良昭 梅沢　良昭 平 6. 4.11内   胃   診療所
     ク 中新川郡立山町前沢新町４０６ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62616,1048,4 植野耳鼻咽喉科医院 〒930-0221 076-463-5010植野　喜三 植野　喜三 平 6. 4.21耳い 小   診療所
     中新川郡立山町前沢２７１０－３常　勤:    1 新規 現存
     ６ (医       1) 平30. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62716,1049,2 植野内科医院 〒930-0221 0764-63-5030植野　克巳 植野　克巳 平 6. 4.21内   診療所
     中新川郡立山町前沢２７１０－３常　勤:    1 新規 現存
     ４ (医       1) 平30. 4.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62816,1051,8 岩峅寺クリニック 〒930-1367 076-483-8188吉野　武 吉野　武 平 7. 4.10呼   循   内  診療所
     中新川郡立山町宮路４８ 常　勤:    1 新規 心外 現存
     (医       1) 平28. 4.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62916,1052,6 渡辺整形外科医院 〒930-0352 076-472-0103渡辺　省二 渡辺　省二 平10. 8.29整外 リハ リウ診療所
     中新川郡上市町上法音寺１２ 常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平28. 8.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  63016,1054,2 藤木病院 〒930-0261 076-463-1301医療法人財団恵仁会　藤木　龍輔 平11. 4.19一般        60病院
     中新川郡立山町大石原２２５番地常　勤:    5理事長　藤木　龍輔 移動 内   外   整外現存
     (医       5) 平29. 4.19脳外 ひ   眼  
     非常勤:   30 耳い リハ 
     (医      30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63116,1060,9 五百石整形外科医院 〒930-0214 076-462-0001寺畑　信男 寺畑　信男 平13. 4.14整外 リウ リハ診療所
     中新川郡立山町五百石１８４ 常　勤:    1 新規 内   現存
     (医       1) 平25. 4.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63216,1061,7 安本内科クリニック 〒930-0333 076-472-0228医療法人社団　安本内安本　耕太郎 平13. 8. 1内   診療所
     中新川郡上市町上中町２９番地 常　勤:    1科クリニック　理事長 組織変更 現存
     (医       1)　安本　耕太郎 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63316,1062,5 ひの皮ふ科クリニック〒930-0353 076-472-1800日野　孝之 日野　孝之 平18. 5. 1皮   診療所
     中新川郡上市町法音寺１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63416,1063,3 わかくさ医院 〒930-0357 076-473-9380医療法人社団　わかく熊木　健雄 平19. 6. 1外   内   消  診療所
     中新川郡上市町正印２５７番地 常　勤:    1さ医院　理事長　熊木 組織変更 こう 現存
     (医       1)　健雄 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63516,1064,1 水谷診療所 〒930-1406 076-482-9078馬瀬　大助 馬瀬　大助 平20.10. 1内   診療所
     中新川郡立山町芦峅寺松尾３番地常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63616,1065,8 たてやまクリニック 〒930-0252 076-464-1211周　海燕 周　海燕 平21. 4.16内   和漢 診療所
     中新川郡立山町日俣井合坪割２３常　勤:    1 新規 現存
     ５－８ (医       1) 平27. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63716,1066,6 中村内科クリニック 〒930-0372 076-473-3360中村　浩 中村　浩 平21. 5. 8内   小   消  診療所
     中新川郡上市町上経田２－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 5. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63816,1067,4 かとうこどもクリニッ〒930-0261 076-462-1113医療法人社団かとうこ加藤　泰三 平23. 2. 1小   内   診療所
     ク 中新川郡立山町大石原１８７番地常　勤:    1どもクリニック　理事 組織変更 現存
     (医       1)長　加藤　泰三 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63917,1049,0 特別養護老人ホーム　〒938-0103 0765(78)1935社会福祉法人舟見寿楽野島　全生 昭55. 4. 1内   診療所
     舟見寿楽苑診療所 下新川郡入善町舟見１６６４ 常　勤:    1苑　理事長　愛場巖 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  64017,1062,3 坂東病院 〒939-0743 0765-83-2299医療法人社団健心会　山田　邦博 昭62.11. 1一般        48病院
     下新川郡朝日町道下９００番地 常　勤:    7理事長　山田邦博 内   外   小  現存
     (医       7) 平29.11. 1整外 放   心外
     非常勤:    3 循   他   リハ
     (医       3) 呼   
     他：人工透析内
     科、内視鏡内科
     、消化器内科・
     外科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64117,1063,1 山本クリニック 〒939-0626 0765(74)0110山本　雅康 山本　雅康 昭63. 6. 6内   診療所
     下新川郡入善町入膳１３９の３ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平30. 6. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64217,1064,9 野島医院 〒938-0103 0765-78-2300野島　全生 野島　全生 平元.10.20内   小   リハ診療所
     下新川郡入善町舟見２６９３－２常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64317,1067,2 新田眼科 〒939-0626 0765(72)0078新田　正昭 新田　正昭 平 4. 9. 1一般        17診療所
     下新川郡入善町入膳７７１４－１常　勤:    2 眼   現存
     (医       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64417,1068,0 医療法人社団聖フラン〒939-0742 0765-82-0120医療法人社団聖フラン山本　圭 平 4.11. 1耳い 気食 診療所
     シスコ会耳鼻咽喉科中下新川郡朝日町沼保９７４番地 常　勤:    1シスコ会　理事長　中 現存
     川医院 (医       1)川　一郎 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64517,1071,4 米澤医院 〒939-0626 0765(72)0039米澤　弘幸 米澤　弘幸 平 7. 3.28内   小   診療所
     下新川郡入善町入膳７０１９－１常　勤:    1 交代 現存
     ２ (医       1) 平28. 3.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64617,1077,1 川瀬医院 〒939-0657 0765(72)0069医療法人社団　川瀬医川瀬　紀夫 平12. 2. 1内   小   循  診療所
     下新川郡入善町東狐１０３１番地常　勤:    2院　理事長　川瀬　紀 組織変更 消   現存
     (医       2)夫 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64717,1078,9 宝田医院 〒939-0626 0765-74-2288宝田　陽 宝田　陽 平12. 8. 1内   消   循  診療所
     下新川郡入善町入膳３６０９ー３常　勤:    1 交代 放   現存
     (医       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64817,1079,7 あわの産婦人科医院 〒939-0626 0765-72-0588医療法人社団　あわの道又　敏彦 平13. 9. 1一般 診療所
     下新川郡入善町入膳２２９番地の常　勤:    1産婦人科医院　理事長 新規     一般    18現存
     ３ (医       1)　粟野　雅代 平25. 9. 1産婦 



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［富山県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    74 頁

  64917,1080,5 坂本記念病院 〒939-0626 0765-72-5555医療法人社団　仁敬会坂本　徹 平13. 9. 1一般        60病院
     下新川郡入善町入膳３３４５－２常　勤:    2　理事長　坂本　徹 組織変更 療養        41現存
     (医       2) 平25. 9. 1介護        19
     非常勤:   17 内   消   呼  
     (医      17) 循   外   整外
     脳外 皮   放  
     リハ 眼   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65017,1083,9 あさひ総合病院 〒939-0798 0765-83-1160朝日町　朝日町長　笹東山　考一 平17.11. 8一般       194病院
     下新川郡朝日町泊４７７ 常　勤:   12原靖直 移動 結核         5現存
     (医      12) 平29.11. 8内   胃   循  
     非常勤:   48 小   外   整外
     (医      48) 形外 脳外 皮  
     ひ   婦   眼  
     耳い リハ 放  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65117,1085,4 嶋田医院 〒939-0666 0765-76-0121小倉　秀美 小倉　秀美 平22. 4. 1内   小   皮  診療所
     下新川郡入善町高畠２６９ 常　勤:    1 交代 リハ 麻   現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65217,1086,2 島谷クリニック 〒939-0741 0765-83-2225島谷　明義 島谷　明義 平25. 5. 1内   消   診療所
     下新川郡朝日町泊４１６番地９ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65317,1087,0 丸川病院 〒939-0624 0765-72-5150医療法人社団秋桜　理丸川　浩平 平28. 2. 1一般        38病院
     下新川郡入善町青島３９６番１ 常　勤:    5事長　丸川　忍 移動 脳外 神内 リハ現存
     (医       5) 平28. 2. 1整外 内   他  
     非常勤:   11 肝臓・消化器内
     (医      11) 科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65417,1088,8 谷川クリニック 〒939-0626 0765-72-0828谷川　孝史 谷川　孝史 平29. 4. 1整外 内   外  診療所
     下新川郡入善町入膳７７２６ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65519,1040,5 浅山外科胃腸科医院 〒939-0275 0766-52-3553浅山　央 浅山　央 昭55. 1.16一般        19診療所
     射水市八塚西田４７８－２ 常　勤:    1 胃   外   整外現存
     (医       1) 平28. 1.16こう リハ 放  
     内   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  65619,1050,4 海木クリニック 〒939-0363 0766(56)7365海木　玄郷 海木　玄郷 平元.12. 1内   整外 麻  診療所
     射水市中太閤山１－１－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65719,1052,0 とよた小児科クリニッ〒939-0274 0766(52)0288豊田　貢一 豊田　貢一 平元.12.25内   小   診療所
     ク 射水市小島７３０－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65819,1057,9 渡辺内科クリニック 〒939-0234 0766(52)6030渡辺　均 渡辺　均 平 3.10. 1内   放   診療所
     射水市二口４５６－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65919,1059,5 道振整形外科医院 〒939-0234 0766(52)5699医療法人社団慶友会　道振　義治 平 5. 7. 1一般        19診療所
     射水市二口４４６－１ 常　勤:    1理事長　道振　義治 整外 リハ 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66019,1062,9 山田医院 〒939-0341 0766(55)3322医療法人社団楽山会　赤羽　一秀 平 6.11. 1内   整外 リハ診療所
     射水市三ケ８３５ 常　勤:    2理事長　山田　清夫 組織変更 現存
     (医       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66119,1068,6 富川クリニック 〒939-0364 0766-56-7373医療法人社団清樹会　富川　正樹 平 8. 7. 1消   循   内  診療所
     射水市南太閤山３丁目１番地の１常　勤:    1理事長　富川正樹 組織変更 外   こう 呼  現存
     ５ (医       1) 平29. 7. 1他   
     非常勤:    1 血液内科
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66219,1070,2 大島くるみ病院 〒939-0271 0766-52-2580医療法人社団　樫の木長堀　毅 平 9. 7. 1介護        50病院
     射水市大島北野４８番地 常　勤:    2会　理事長　渡辺　彰 組織変更 療養        99現存
     (医       2) 平24. 7. 1内   リハ 
     非常勤:   13
     (医      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66319,1071,0 医療法人社団　島崎内〒939-0274 0766(52)0173医療法人社団　島崎内島崎　圭一 平 9. 8. 1内   消   循  診療所
     科医院 射水市小島９０２ 常　勤:    1科医院　理事長　島崎 組織変更 胃   現存
     (医       1)　圭一 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66419,1072,8 藤田クリニック 〒939-0234 0766-52-3515医療法人社団　順和会藤田　克 平10. 1. 1一般         7診療所
     射水市二口４５８番地の１５ 常　勤:    1　理事長　藤田　克 組織変更 産婦 現存
     (医       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66519,1074,4 こすぎ皮ふ科クリニッ〒939-0362 0766-57-3711斉藤　明宏 斉藤　明宏 平11. 4.14皮   診療所
     ク 射水市太閤山１丁目６１ー２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4.14
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  66619,1075,1 松本医院 〒939-0341 0766-55-0057松本　邦彦 松本　邦彦 平12. 5. 1内   胃   呼  診療所
     射水市三ケ３２６８ 常　勤:    1 交代 小   放   現存
     (医       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66719,1076,9 真生会　富山病院 〒939-0243 0766-52-2156医療法人真生会　理事真鍋　恭弘 平12. 5. 1一般        99病院
     射水市下若８９－１０ 常　勤:   38長　真鍋恭弘 組織変更 内   外   リハ現存
     (医      37) 平30. 5. 1小   眼   皮  
     (薬       1) 精   神内 放  
     非常勤:   40 整外 耳い 心内
     (医      40) 麻   ひ   消  
     呼   循   他  
     形外 
     他：腎臓内科、
     血液内科、糖尿
     病・代謝内科、
     緩和ケア
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66819,1077,7 グリーンヒルズ若草病〒939-0405 0766-53-8811医療法人社団仁清会　片町　隆夫 平12. 6. 1精神       172病院
     院 射水市藤巻５１番２ 常　勤:    5理事長　石黒信治 その他 心内 神   精  現存
     (医       5) 平30. 6. 1
     非常勤:   16
     (医      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66919,1079,3 章仁会　高畠小児科ク〒939-0351 0766-55-8117医療法人社団　章仁会高畠　章司 平13. 8. 1小   診療所
     リニック 射水市戸破２５９６番地の１ 常　勤:    1　高畠小児科クリニッ 組織変更 現存
     (医       1)ク　理事長　高畠　章 平25. 8. 1
     司
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67019,1080,1 おおがくクリニック 〒939-0363 0766-56-4000大角　誠治 大角　誠治 平13.11. 6内   眼   診療所
     射水市中太閤山１５－２－７ 常　勤:    2 新規 現存
     (医       2) 平25.11. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67119,1081,9 ながさきクリニック 〒939-0287 0766-52-8800長崎　正男 長崎　正男 平14. 4.15耳い アレ 診療所
     射水市赤井４０－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67219,1083,5 たかはし内科医院 〒939-0341 0766-55-5522高橋　徹 高橋　徹 平14.11. 1内   循   診療所
     射水市三ケ１０２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 医 療 機 関 番 号  医 療 機 関 名 称 医療機関所在地 開設者氏名 備  考管理者氏名項 番
指定年月日
登録理由
指定期間始

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［富山県］

［平成30年 6月 1日現在　医科　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    77 頁

  67319,1084,3 おおむら耳鼻咽喉科医〒939-0319 0766-56-8577医療法人社団　おおむ大村　明彦 平15. 9. 1耳い 診療所
     院 射水市東太閤山３丁目８６番地 常　勤:    1ら耳鼻咽喉科医院　理 組織変更 現存
     (医       1)事長　大村　明彦 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67419,1085,0 渋谷クリニック 〒939-0351 0766-55-0025渋谷　敏幸 渋谷　敏幸 平16. 2.22内   診療所
     射水市戸破３８６０－１ 常　勤:    1 交代 内科（呼吸器、現存
     (医       1) 平28. 2.22消化器、循環器
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67519,1087,6 レディースクリニック〒939-0332 0766-57-4141医療法人社団レディー村田　雅文 平16. 5. 1一般        16診療所
     むらた 射水市橋下条１４８３－１ 常　勤:    1スクリニックむらた　 組織変更 産婦 現存
     (医       1)理事長　村田　雅文 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67619,1089,2 北林クリニック 〒939-0351 0766-57-0008北林　正宏 北林　正宏 平17. 4. 1脳外 整外 内  診療所
     射水市戸破１７０４－１ 常　勤:    1 新規 神内 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67719,1091,8 佐野内科クリニック 〒939-0311 0766-57-0811佐野　正登 佐野　正登 平17. 4. 1内   神内 診療所
     射水市黒河新４８０８ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67819,1104,9 射水市民病院 〒934-0053 0766-82-8100射水市長　夏野　元志島多　勝夫 昭51. 4.14一般       195病院
     (19,3054,0) 射水市朴木２０番地 常　勤:   19 結核         4現存
     (医      18) 平30. 4.14内   外   整外
     (歯       1) 小   ひ   脳外
     非常勤:   27 皮   眼   耳い
     (医      27) 放   婦   麻  
     歯外 他   
     他：循環器内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67919,1105,6 尾島外科胃腸科医院 〒934-0015 0766(84)8552尾島　敏夫 尾島　敏夫 昭54. 8.22一般        19診療所
     射水市桜町１６－１８ 常　勤:    1 胃   外   こう現存
     (医       1) 平24. 8.22
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68019,1106,4 姫野病院 〒934-0022 0766-84-0055姫野　洋一 姫野　洋一 昭56. 9. 1療養        40病院
     射水市放生津町１５－４ 常　勤:    2 内   呼   胃  現存
     (医       2) 平29. 9. 1小   放   循  
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  68119,1107,2 越野医院 〒934-0013 0766-82-2855大野　太郎 大野　太郎 昭58. 2. 1内   他   循  診療所
     射水市立町２－４１ 常　勤:    1 消   現存
     (医       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68219,1108,0 長徳寺クリニック 〒934-0011 0766(84)7171中西　耕三 中西　　耕三 昭63. 4.11整外 リハ リウ診療所
     射水市本町２－１１－２４ 常　勤:    2 外   内   現存
     (医       2) 平30. 4.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68319,1109,8 麻生内科放射線科医院〒934-0027 0766(82)3710麻生　正邦 麻生　正邦 平元. 2.27内   診療所
     射水市中新湊２０－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 2.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68419,1111,4 越野眼科医院 〒934-0011 0766(84)1851医療法人社団　越野眼越野　豊 平元. 6. 1眼   診療所
     射水市本町２－１２－１２ 常　勤:    1科医院　理事長　越野 現存
     (医       1)　豊 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68519,1114,8 木戸クリニック 〒934-0053 0766-82-7300医療法人社団　喜生会木戸　日出喜 平 5. 5. 6内   精   神内診療所
     射水市朴木２４４ 常　勤:    2　理事長　木戸日出喜 眼   現存
     (医       2) 平29. 5. 6
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68619,1115,5 中新湊内科クリニック〒934-0027 0766-82-2000山崎　雅和 山崎　雅和 平 7. 4.20内   呼   消  診療所
     射水市中新湊７－１９ 常　勤:    1 新規 循   小   皮  現存
     (医       1) 平28. 4.20アレ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68719,1116,3 矢野神経内科医院 〒934-0011 0766(82)5150医療法人社団　矢野神矢野　博明 平10. 1. 1内   神内 リハ診療所
     射水市本町１丁目１３番１号 常　勤:    2経内科医院　理事長　 組織変更 他   現存
     (医       2)矢野　博明 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68819,1118,9 万葉クリニック 〒933-0252 0766-86-8787社会福祉法人射水万葉森田　貞樹 平15. 5.26内   小   胃  診療所
     射水市七美８８０番地の１ 常　勤:    1会　理事長　矢野道三 新規 現存
     (医       1) 平27. 5.26
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68919,1119,7 高島皮ふ科クリニック〒933-0238 0766-86-4886高島　秀樹 高島　秀樹 平17. 4. 1皮   診療所
     射水市東明中町５－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69019,1120,5 高橋医院 〒939-0311 0766-56-0346高橋　徹 高橋　徹 平17.12. 1内   診療所
     射水市黒河２６８０－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平29.12. 1
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  69119,1121,3 医療法人太閤山病院 〒939-0332 0766-56-5460医療法人太閤山病院　沖　敬門 平18. 4. 1精神 病院
     射水市橋下条１９５番地 常　勤:    2理事長　沖　多門 組織変更     一般   116現存
     (医       2) 平30. 4. 1精   神   
     非常勤:    7
     (医       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69219,1122,1 ひのき整形外科 〒934-0005 0766-84-8800檜木　茂 檜木　茂 平18.10.21一般    診療所
     射水市善光寺２２－１４ 常　勤:    1 新規 整外 リハ 現存
     (医       1) 平24.10.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69319,1123,9 皆川医院 〒933-0233 0766-86-0010医療法人社団　皆川医村上　薫 平19. 3. 1内   小   診療所
     射水市海老江２３２ 常　勤:    2院　理事長　村上　薫 組織変更 現存
     (医       2) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69419,1124,7 梅崎クリニック 〒933-0233 0766-86-8420梅崎　実 梅崎　実 平19. 4.12内   小   放  診療所
     射水市海老江１２４２番１ 常　勤:    1 新規 呼   消   現存
     (医       1) 平25. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69519,1125,4 武片口医院 〒934-0032 0766-86-8255土山　奈央美 土山　奈央美 平19. 8. 1内   外   診療所
     射水市片口１４７－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69619,1128,8 のざわクリニック 〒939-0232 0766-51-6051野澤　寛 野澤　寛 平22. 4. 1外   内   胃  診療所
     射水市大門１５０番地 常　勤:    1 新規 こう 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69719,1129,6 宮林クリニック 〒934-0011 0766-84-8822宮林　弘太郎 宮林　弘太郎 平22. 9. 1内   皮   小  診療所
     射水市本町３丁目１２番地の２８常　勤:    1 新規 現存
     カモン新湊ショッピングセンター(医       1) 平28. 9. 1
     ３階
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69819,1130,4 おおしまこどもクリニ〒939-0351 0766-56-7087大嶋　忠幸 大嶋　忠幸 平24.10. 1小   診療所
     ック 射水市戸破１３８２－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69919,1131,2 赤江クリニック 〒933-0223 0766-86-1420赤江　豊 赤江　豊 平25. 5. 1内   脳外 診療所
     射水市堀岡３１０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70019,1132,0 木田小児科医院 〒939-0319 0766-57-1525医療法人社団木田小児木田　和典 平26. 2. 1小   アレ 診療所
     射水市東太閤山三丁目８７番地 常　勤:    1科医院　理事長　木田 組織変更 現存
     (医       1)和典 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  70119,1133,8 白やぎ在宅クリニック〒939-0319 0766-57-1355八木　清貴 八木　清貴 平27. 6. 1内   外   診療所
     射水市東太閤山４－６０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    5
     (医       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70219,1135,3 羽岡内科医院 〒934-0011 0766-84-8200宮元　芽久美 宮元　芽久美 平28. 6. 1内   診療所
     射水市本町２－５－２０ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70319,1136,1 はぎの里クリニック 〒933-0205 0766-59-8882医療法人社団七草会　西森　弘 平29. 7. 1内   麻   診療所
     射水市加茂西部６３－１ 常　勤:    1理事長　西森　弘 組織変更 現存
     (医       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70420,1039,5 南砺市民病院 〒932-0211 0763-82-1475南砺市長　田中　幹夫清水　幸裕 昭45.11. 1一般       175病院
     (20,3042,3) 南砺市井波９３８ 常　勤:   23 内   外   小  現存
     (医      21) 平24.11. 1整外 眼   耳い
     (歯       2) 婦   皮   脳外
     非常勤:   52 ひ   精   心内
     (医      51) 循   呼   消  
     (歯       1) こう 放   リハ
     他   歯外 小外
     他：血液内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70520,1052,8 伊東医院 〒939-1507 0763(22)6710伊東　方美 伊東　方美 昭63. 8. 1内   神内 小  診療所
     南砺市二日町２３１２－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70620,1053,6 南砺市利賀診療所 〒939-2507 0763-68-2013南砺市長　田中　幹夫河合　皓太 平 2. 4. 1内   外   診療所
     南砺市利賀村２５番地 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70720,1056,9 山見内科医院 〒932-0231 0763-82-8200矢島　眞 矢島　眞 平 5. 4.23内   消   循  診療所
     南砺市山見１１３５－１ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平29. 4.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70820,1058,5 南砺市平診療所 〒939-1923 0763-66-2500南砺市長　田中　幹夫髙瀬　義祥 平 7. 4. 1内   外   歯  診療所
     (20,3029,0) 南砺市下梨２５２５－１ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (歯       1)
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  70920,1059,3 くぼクリニック 〒939-1506 0763-22-7799窪　秀之 窪　秀之 平 8. 9. 5内   呼   麻  診療所
     南砺市高儀１３ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71020,1063,5 ふくの若葉病院 〒939-1521 0763-23-1011医療法人社団良俊会　三宅　早苗 平12. 4. 1療養       100病院
     南砺市苗島３６７番地 常　勤:    1理事長　岡田　成 新規 内   神内 リハ療養病床
     (医       1) 平30. 4. 1 現存
     非常勤:   42
     (医      42)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71120,1064,3 柴田医院 〒939-1571 0763-22-2011柴田　崇志 柴田　崇志 平13. 1. 1眼   診療所
     南砺市松原新１４２５番地 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71220,1065,0 城端理休クリニック 〒939-1811 0763-62-3325医療法人社団　嘉奉会松　智彦 平14. 5. 1内   外   診療所
     南砺市理休２７０番地 常　勤:    1　理事長　松田　嘉之 新規 現存
     (医       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71320,1071,8 川口眼科医院 〒939-1637 0763-52-6215川口　泉 川口　泉 昭61. 4. 2眼   診療所
     南砺市福光１６６９－２ 常　勤:    1 現存
     (医       1) 平28. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71420,1074,2 医療法人社団　佐伯医〒939-1610 0763-52-0689医療法人社団　佐伯医佐伯　俊雄 平10. 1. 1内   皮   外  診療所
     院 南砺市福光１３１７番地 常　勤:    1院　理事長　佐伯　俊 組織変更 胃   こう 現存
     (医       1)雄 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71520,1075,9 富田整形外科クリニッ〒939-1637 0763-52-8800富田　喜久雄 富田　喜久雄 平11.10. 1整外 リウ リハ診療所
     ク 南砺市福光４４３－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71620,1078,3 産婦人科内科　金子医〒939-1732 0763-52-0800金子　利朗 金子　利朗 平13. 7.21産婦 内   診療所
     院 南砺市荒木１３５１ー１ 常　勤:    1 交代 現存
     (医       1) 平25. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71720,1081,7 公立南砺中央病院 〒939-1724 0763-53-0001南砺市長　田中幹夫 三浦　利則 平18. 4. 1一般       145病院
     南砺市梅野２００７番地５ 常　勤:   10 交代 療養        21療養病床
     (医      10) 平30. 4. 1介護        24現存
     非常勤:   53 内   心内 小  
     (医      53) 外   整外 脳外
     皮   ひ   耳い
     産婦 眼   消  
     循   呼   リハ
     放   精   
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  71820,1082,5 中田内科医院 〒939-1636 0763-52-3200中田　裕二 中田　裕二 平19. 1. 1内   診療所
     南砺市福光１７３－８ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71920,1083,3 南砺家庭・地域医療セ〒939-1518 0763-22-3555南砺市長　田中　幹夫清水　洋介 平20. 2. 1内   小   整外診療所
     ンター 南砺市松原５７７番地 常　勤:    1 組織変更 現存
     (医       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    6
     (医       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72020,1086,6 うちばやしクリニック〒939-1636 0763-52-6200打林　忠雄 打林　忠雄 平20.10. 1外   ひ   診療所
     南砺市福光２０３番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72120,1087,4 花の杜石坂内科醫院 〒932-0211 0763-82-8880石坂　眞二 石坂　眞二 平22. 4. 1内   循   診療所
     南砺市井波１４４０ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72220,1088,2 吉岡整形外科 〒939-1577 0763(22)7700医療法人社団　吉岡整吉岡　勉 平24. 5. 1一般        19診療所
     南砺市寺家新屋敷４７２－７ 常　勤:    1形外科　理事長　吉岡 組織変更 整外 リハ 現存
     (医       1)　勉 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (医       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72320,1089,0 ふくみつこども診療所〒939-1654 0763-52-4141梅川　悟司 梅川　悟司 平25. 4. 1小   診療所
     南砺市福光９５６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72420,1091,6 福光あおいクリニック〒939-1626 0763-53-1555医療法人社団　寿山会髙橋　三千代 平25. 4. 1内   リハ 診療所
     南砺市法林寺４２４番地 常　勤:    1　理事長　高橋卓朗 その他 現存
     (医       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (医       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72520,1092,4 山之内医院 〒939-1576 0763-22-1541医療法人社団山之内医山之内　菊香 平26. 2. 1内   呼   診療所
     南砺市やかた２２３－１ 常　勤:    1院　理事長　山之内菊 組織変更 現存
     (医       1)香 平26. 2. 1
     非常勤:   10
     (医      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72620,1093,2 石黒医院 〒939-1654 0763-52-3800石黒　聖子 石黒　聖子 平26. 4. 1外   整外 内  診療所
     南砺市福光１００９ー３ 常　勤:    2 交代 消   循   小  現存
     (医       2) 平26. 4. 1
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  72720,1095,7 根井クリニック 〒939-1842 0763-62-0620根井　仁一 根井　仁一 平27. 7. 1内   診療所
     南砺市野田１３６０番地 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72820,1096,5 森田眼科医院 〒939-1561 0763-22-4858森田　恒史 森田　恒史 平29. 1. 1眼   診療所
     南砺市福野１５２７ 常　勤:    2 交代 現存
     (医       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72920,1097,3 南砺市上平診療所 〒939-1977 0763-67-3232南砺市長　田中幹夫 古村　芳樹 平29. 5. 1内   外   診療所
     南砺市西赤尾町２５３ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73020,1098,1 鷹西医院 〒932-0231 0763-82-3231鷹西　敏雄 鷹西　敏雄 平30. 4. 1内   麻   診療所
     南砺市山見京願１７３９－２ 常　勤:    1 移動 現存
     (医       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73180,1001,9 独立行政法人国立病院〒939-2692 076-469-2135独立行政法人国立病院三浦　正義 昭32. 7. 1一般       280病院
     (80,3001,3) 機構富山病院 富山市婦中町新町３１４５番地 常　勤:   16機構　理事長　楠岡　 結核        30現存
     (医      16)英雄 平29. 7. 1内   呼   循  
     非常勤:   19 アレ 小   外  
     (医      16) リハ 精   歯  
     (歯       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73280,1002,7 独立行政法人国立病院〒939-1851 0763-62-1340独立行政法人国立病院坂本　宏 昭32. 7. 1一般       100病院
     (80,3002,1) 機構北陸病院 南砺市信末５９６３ 常　勤:   11機構　理事長　楠岡　 精神       140現存
     (医      11)英雄 平29. 7. 1精神        34
     非常勤:    6 内   精   神  
     (医       5) 神内 心内 歯  
     (歯       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73380,1003,5 国立大学法人富山大学〒930-0194 076-434-2281国立大学法人富山大学斎藤　滋 昭61.12. 1一般       569特定機能
     (80,3003,9) 附属病院 富山市杉谷２６３０ 常　勤:  392　国立大学法人富山大 精神        43病院
     (医     381)学長　遠藤　俊郎 平28.12. 1内   精   神内現存
     (歯      11) 小   外   整外
     非常勤:  106 脳外 皮   ひ  
     (医      91) 産   眼   耳い
     (歯      15) 放   麻   歯外
     循   心外 小外
     呼   消   和漢
     他   婦   病理
     他：救急科、感
     染症内科
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  73480,1004,3 富山逓信病院 〒930-8798 076-421-7801日本郵政株式会社　代高田　正信 昭56.11. 1一般        50病院
     富山市鹿島町２－２－２９ 常　勤:    8表執行役社長　長門　 内   外   整外現存
     (医       8)正貢 平29.11. 1婦   眼   
     非常勤:   60
     (医      60)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


