
No. 市町村 医療機関名 電話番号(任意) 医療機関の長

1 黒部市 藤が丘クリニック 0765-54-9888 藤岡　照裕

2 入善町 宝田医院 0765-74-2288 宝田　　陽

3 入善町 谷川クリニック 0765-72-0828 谷川　孝史

4 朝日町 坂東病院 0765-83-2299 坂東　　徹

5 魚津市 いなば小児科医院 0765-22-8888 石原　俊二

6 魚津市 こうちウィメンズクリニック 0765-32-3323 高地　圭子

7 魚津市 平野クリニック 0765-23-5230 平野　八州男

8 魚津市 吉島内科クリニック 0765⁻22⁻8825 堀井　広之

9 滑川市 岩城小児科医院 076-475-0132 岩城　　進

10 滑川市 ひまわりクリニック 076-475-4131 坂東　　健

11 滑川市 吉見病院 076-475-0861 林　　義則

12 立山町 植野耳鼻咽喉科医院 076-463-5010 植野　喜三

13 立山町 五百石整形外科医院 076-462-0001 寺畑　信男

14 富山市 独立行政法人 076-469-2135 金兼　千春

15 富山市 江本医院 076-455-2103 江本　二郎

16 富山市 大沢野中央診療所 076-467-0031 中山　哲規

17 富山市 上飯野小児科クリニック 076-451-8400 押田　喜博

18 富山市 くまのクリニック 076-481-6077 徳舛　康良

19 富山市 さいだ小児科医院 076-426-1888 才田　耕基

20 富山市 佐伯クリニック 076-436-2311 佐伯　好信

21 富山市 嶋尾こどもクリニック 076-436-2221 嶋尾　　智

22 富山市 島田病院 076-431-6800 島田　雅子

23 富山市 しんたにこどもクリニック 076-423-5588 新谷　尚久

24 富山市 谷野岩瀬医院 076-437-9814 谷野　正一郎

25 富山市 富山西総合病院 076-461-7700 浅野井　英次

26 富山市 中島こどもクリニック 076-431-2700 山谷　眞己

27 富山市 長森興南クリニック 076-428-4363 長森　正則

28 富山市 のがみこどもクリニック 076-461-5436 野上　勝司

29 富山市 萩野医院 076-454-6001 萩野　　茂

30 富山市 橋本医院 076-429-0215 佐々木　欣輝

31 富山市 はやしクリニック 076-432-8840 林　　次郎

32 富山市 政岡内科病院 076-432-1131 政岡　陽文

33 富山市 馬瀬小児科医院 076-423-0964 馬瀬　大助

34 富山市 むらかみ小児科ｱﾚﾙｷﾞｰｸﾘﾆｯｸ 076-452-0708 村上　美也子

35 富山市 吉田内科クリニック 076-436-1107 吉田　雅一

36 射水市 おおがくクリニック 0766-56-4000 大角　誠治

37 射水市 木田小児科医院 0766-57-1525 木田　和典

38 射水市 木戸クリニック 0766-82-7300 木戸　日出喜

39 射水市 越野医院 0766-82-2855 大野　太郎

40 射水市 高畠小児科クリニック 0766-55-8117 高畠　章司

41 射水市 ながさきクリニック 0766-52-8800 長崎　正男

42 射水市 中新湊内科クリニック 0766-82-2000 山崎　雅和

43 射水市 姫野病院 0766-84-0055 姫野　洋一

2020年度子ども予防接種週間協力医療機関

実施機関：2021年3月1日(月）～7日(日)

※あらかじめ電話にて予約、確認のうえ受診して下さい。
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44 高岡市 厚生連高岡病院 0766-21-3930 寺田　光宏

45 高岡市 富山県済生会高岡病院 0766-21-0570 野田　八嗣

46 高岡市 赤祖父どいクリニック 0766-23-1234 土肥　善郎

47 高岡市 大桑内科クリニック 0766-23-0098 大桑　　仁

48 高岡市 小栗小児科医院 0766-23-2229 小栗　絢子

49 高岡市 久賀内科クリニック 0766-44-8881 久賀　秀樹

50 高岡市 斉藤外科小児科クリニック 0766-25-7585 斉藤　大直

51 高岡市 白川クリニック 0766-62-0088 白川　尚哉

52 高岡市 高岡駅南クリニック 0766-29-1200 塚田　邦夫

53 高岡市 高の宮医院 0766-22-0282 堀　　彰宏

54 高岡市 戸出伊勢領よろずクリニック 0766-62-0911 上田　芳彦

55 高岡市 トモエクリニック 0766-64-3217 刑部　恒男

56 高岡市 内科クリニック サンエール 0766-64-6725 蓑　　毅峰

57 高岡市 内科小児科井川クリニック 0766-22-3028 井川　晃彦

58 高岡市 なのはなクリニック 0766-63-7187 林　　智彦

59 高岡市 なるせクリニック 0766-36-1770 成瀬　隆倫

60 高岡市 林内科医院 0766-22-0777 林　　治朗

61 高岡市 福岡町たぐちクリニック 0766-75-7543 田口　芳治

62 高岡市 福田医院 0766-25-6060 福田　宏治

63 高岡市 藤田内科クリニック 0766-22-8092 藤田　　一

64 高岡市 宝田内科クリニック 0766-53-5820 寳田　　茂

65 氷見市 加藤医院 0766-72-0608 加藤　裕明

66 氷見市 中村記念病院 0766-91-1307 中村　國雄

67 砺波市 力耕会金井医院 0763-32-8903 金井　正信

68 砺波市 伏木医院 0763-32-2275 伏木　　弘

69 砺波市 寿康堂 吉田医院 0763-33-2112 吉田　康二郎

70 南砺市 山之内医院 0763-22-1541 堀田　孝裕

71 南砺市 山見内科医院 0763-82-8200 矢島　　眞

72 小矢部市 青木内科医院 0766-67-0118 青木　哲郎

73 小矢部市 小矢部大家病院 0766-67-2002 渡辺　多恵

74 小矢部市 太田病院 0766-67-0443 太田　　茂

75 小矢部市 つざわ津田病院 0766-61-8585 津田　達雄

76 小矢部市 なかがわ医院 0766-30-3530 中川　　研

77 小矢部市 西野内科病院 0766-67-1730 鮴谷　佳和

78 小矢部市 沼田医院 0766-67-1162 沼田　仁成


