風しん抗体検査事業検査実施医療機関 （予約制）
検査を希望される場合は、前もって医療機関に確認し、予約の上、受診願います。

市町村
朝日町

医療機関名
あさひ総合病院

4医療機関 島谷クリニック

入善町

0765-83-2225 下新川郡朝日町泊416-9

坂東病院

0765-83-2299 下新川郡朝日町道下900

あわの産婦人科医院

0765-72-0588 下新川郡入善町入膳229-3
0765-72-0069 下新川郡入善町東狐1031

坂本記念病院

0765-72-5555 下新川郡入善町入膳3345-2

宝田医院

0765-74-2288 下新川郡入善町入膳3609-3

新田眼科

0765-72-0078 下新川郡入善町入膳7714-1

野島医院

0765-78-2300 下新川郡入善町舟見2693-2

丸川病院

0765-72-5150 下新川郡入善町青島396-1

山本クリニック

0765-74-0110 下新川郡入善町入膳139-3

米澤医院

0765-72-0039 下新川郡入善町入膳7019-12

石坂外科内科医院

0765-65-1313 黒部市宇奈月町浦山1109
0765-54-5080 黒部市新牧野282-2

大橋耳鼻科･眼科クリニック

0765-52-5870 黒部市新牧野176

オークレディスクリニック

0765-57-1122 黒部市荻生2695

きょうクリニック

0765-57-0015 黒部市北野48-2

くらた皮ふ科クリニック

0765-56-5266 黒部市三日市2563-1

黒部市民病院

0765-54-2211 黒部市三日市1108-1

こいずみクリニック

0765-56-6006 黒部市牧野780-1

杉井外科胃腸科医院

0765-54-1533 黒部市立野16-4

藤が丘クリニック

0765-54-9888 黒部市生地中区104-3

藤森内科医院

0765-52-5123 黒部市三日市2903

堀川皮膚科クリニック

0765-52-5288 黒部市荻生3097

むらおかクリニック

0765-56-5166 黒部市生地神区370

青山内科

0765-25-0250 魚津市仏田3303

14医療機関 ありそクリニック

滑川市

0765-83-1160 下新川郡朝日町泊477

0765-82-0264 下新川郡朝日町沼保1204

13医療機関 岩田クリニック

魚津市

医療機関住所

橘医院

9医療機関 川瀬医院

黒部市

電話番号

0765-25-0120 魚津市北鬼江1-5-25

いなば小児科医院

0765-22-8888 魚津市本新町21-2

浦田クリニック

0765-22-5053 魚津市本江1-26

扇谷医院

0765-24-1355 魚津市友道1797

大﨑クリニック

0765-23-1001 魚津市寿町4-5

医療法人社団吉島内科クリニック

0765-22-8825 魚津市吉島750-2

沢口胃腸科クリニック

0765-22-1748 魚津市火の宮町1-7

鈴木産婦人科医院

0765-24-8820 魚津市双葉町2-13

羽田内科医院

0765-22-0642 魚津市新金屋1-10-8

平野クリニック

0765-23-5230 魚津市本江1399-5

桝崎クリニック

0765-22-8800 魚津市北鬼江2丁目20番26号

みのう医科歯科クリニック

0765-22-0500 魚津市北鬼江2780-10

宮本内科小児科医院

0765-22-0122 魚津市新角川1-7-22

荒川内科クリニック

076-475-0001 滑川市下小泉1-1

12医療機関 石坂医院

076-477-1818 滑川市嘉大窪737

岩城小児科医院

076-475-0132 滑川市下小泉町342

打田内科

076-476-0050 滑川市辰野1362-15

風しん抗体検査事業検査実施医療機関 （予約制）
検査を希望される場合は、前もって医療機関に確認し、予約の上、受診願います。

市町村

上市町

医療機関名

医療機関住所

おのうえこどもクリニック

076-475-6677 滑川市柳原26-8

加積クリニック

076-476-0558 滑川市堀江182-1

くるまたにクリニック

076-476-5122 滑川市上小泉395

厚生連滑川病院

076-475-1000 滑川市常盤町119

さいとう内科医院

076-476-5110 滑川市加島町143-1

中村内科医院

076-476-6222 滑川市中川原188-1

毛利医院

076-475-0054 滑川市四間町527

吉見病院

076-475-0861 滑川市清水町3-25

池田内科医院

076-472-5222 中新川郡上市町法音寺1

8医療機関 かみいち総合病院

立山町

電話番号

076-472-1212 中新川郡上市町法音寺51

酒井医院

076-473-1118 中新川郡上市町広野494

中村内科クリニック

076-473-3360 中新川郡上市町上経田2-5

ひの皮ふ科クリニック

076-472-1800 中新川郡上市町法音寺16

安本内科クリニック

076-472-0228 中新川郡上市町上中町29

わかくさ医院

076-473-9380 中新川郡上市町正印257

渡辺整形外科医院

076-472-0103 中新川郡上市町上法音寺12

岩峅寺クリニック

076-483-8188 中新川郡立山町宮路48

11医療機関 植野耳鼻咽喉科医院

076-463-5010 中新川郡立山町前沢2710-36

植野内科医院

076-463-5030 中新川郡立山町前沢2710-34

うめざわ内科クリニック

076-463-5200 中新川郡立山町前沢新町406

かとうこどもクリニック

076-462-1113 中新川郡立山町大石原187

金木クリニック

076-463-0066 中新川郡立山町五百石165

黒田内科医院

076-463-0006 中新川郡立山町五百石218

五百石整形外科医院

076-462-0001 中新川郡立山町五百石184

内科酒井医院

076-463-1567 中新川郡立山町五百石27

たてやまクリニック

076-464-1211 中新川郡立山町日俣235-8

藤木病院

076-463-1301 中新川郡立山町大石原225

舟橋村

舟橋クリニック

076-463-3520 中新川郡舟橋村竹内508

富山市

相山クリニック

076-478-0033 富山市水橋中村町277

155医療機関 青空クリニック

076-420-4411 富山市堀141

浅地内科医院

076-431-9388 富山市五福368-1

みみはなのど・あそうクリニック

076-423-5215 富山市西長江1-1-11

荒尾メディカルクリニック

076-425-4854 富山市丸の内3-3-15

アルペン室谷クリニック

076-437-9336 富山市東岩瀬町275

家城産婦人科医院

076-421-3359 富山市花園町1-3-3

いき内科クリニック

076-434-1001 富山市呉羽三ツ塚6302-8

石金内科医院

076-425-3470 富山市西長江4-8-30

泉小児科医院

076-492-2525 富山市下堀93-1

温泉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝいま泉病院

076-425-1166 富山市今泉220

井本産婦人科医院

076-433-3517 富山市舟橋北町6-15

岩城内科医院

076-436-5188 富山市茶屋町85-2

うえむらこども医院

076-438-2360 富山市城川原1-14-3

内田医院

076-425-4761 富山市長江本町9-30

上野医院

076-431-2755 富山市下新本町4-30

風しん抗体検査事業検査実施医療機関 （予約制）
検査を希望される場合は、前もって医療機関に確認し、予約の上、受診願います。

市町村

医療機関名

電話番号

医療機関住所

江尻内科医院

076-420-1188 富山市布瀬町南1-16-1

太田内科医院

076-423-2460 富山市辰巳町2-5-4

大野胃腸科外科医院

076-422-1133 富山市赤田778

岡田産科婦人科

076-422-2212 富山市古鍛冶5-34

岡部こども医院

076-422-7111 富山市二口町1-12-7

おぎの内科医院

076-461-6655 富山市本郷町47-1

奥田医院

076-432-3328 富山市館出町1-6-15

おだふれあいクリニック

076-451-8828 富山市鍋田17-10

かはら内科クリニック

076-464-6234 富山市向新庄町2丁目3-15

河上内科医院

076-431-6319 富山市舟橋南町6-15

上飯野小児科クリニック

076-451-8400 富山市上飯野13-17

川崎内科医院

076-429-0999 富山市月岡東緑町3-1

かんすいこうえんレディースクリニック

076-431-0303 富山市下新町18-3

北の森耳鼻咽喉科医院

076-438-6088 富山市森3-3-16

くまのクリニック

076-481-6077 富山市悪王寺41-1

呉羽矢後医院

076-436-6660 富山市吉作4261-4

小嶋ウィメンズクリニック

076-432-1788 富山市五福521-1

越村医院

076-429-1002 富山市若竹町3-63

こばやし耳鼻咽喉科クリニック

076-441-0116 富山市五福5242-6

五福脳神経外科

076-443-6200 富山市鵯島字川原1837-5

富山県済生会富山病院

076-437-1111 富山市楠木33-1

さいだ小児科医院

076-426-1888 富山市豊若町1-12-12

佐伯クリニック

076-436-2311 富山市栃谷200-2

佐伯病院

076-425-5170 富山市中川原43-1

桜井病院

076-425-2070 富山市上堀町30

さたけ産婦人科

076-424-8800 富山市町村2-70

里村クリニック

076-441-0066 富山市稲荷元町2-1-12

澤田内科医院

076-421-4718 富山市太田口通り1-5-8

内科・循環器内科 しのだクリニック

076-471-5800 富山市豊田本町2-2-24

柴田内科クリニック

076-492-5871 富山市町村237-1

嶋尾こどもクリニック

076-436-2221 富山市北代5293

島崎医院

076-421-7720 富山市東中野町2-1-6

島崎クリニック

076-452-1551 富山市小西116-3

島耳鼻咽喉科医院

076-421-5250 富山市上本町5-29

島田医院

076-432-5768 富山市永楽町41-22

島田病院

076-431-6800 富山市下新北町6-52

常願寺病院

076-478-1191 富山市水橋肘崎438

女性クリニックWe富山

076-493-5580 富山市根塚町1-5-1

城石内科クリニック

076-441-2015 富山市桜町2-1-10 陽光堂ビル４Ｆ

新庄内科クリニック

076-431-1253 富山市荒川2-23-10

しんめいこどもクリニック

076-495-9939 富山市高田90

産科・婦人科菅田医院

076-441-5757 富山市五艘1493

清風台クリニック

076-426-0011 富山市清風町103

成和病院

076-451-7001 富山市針原中町336

風しん抗体検査事業検査実施医療機関 （予約制）
検査を希望される場合は、前もって医療機関に確認し、予約の上、受診願います。

市町村

医療機関名

電話番号

医療機関住所

関クリニック

076-441-5112 富山市久方町9-41

髙重記念クリニック

076-421-4363 富山市元町2-3-20

高田医院

076-478-1234 富山市水橋舘町413

高野耳鼻咽喉科医院

076-492-8733 富山市石金3-1-39

高橋医院

076-423-2255 富山市本郷町196

谷野岩瀬医院

076-437-9814 富山市岩瀬大町3

月岡クリニック

076-429-6669 富山市月岡町6-108

土田内科医院

076-424-3217 富山市栄町2-2-3

寺林医院

076-424-2220 富山市町村105

富大西門前クリニック

076-411-8214 富山市五福3348-1

富山市民病院

076-422-1112 富山市今泉北部町2-1

富山赤十字病院

076-433-2222 富山市牛島本町2-1-58

富山大学附属病院

076-434-2281 富山市杉谷 2630

富山逓信病院

076-421-7801 富山県富山市鹿島町2-2-29

国立病院機構富山病院

076-469-2135 富山市婦中町新町3145

医生協富山協立病院

076-433-1077 富山市豊田町1-1-8

富山中央診療所

076-495-2164 富山市掛尾町500

豊田魚津クリニック

076-426-1551 富山市豊田463-1

内藤内科クリニック

076-422-5085 富山市町村2-196

中川内科クリニック

076-495-9591 富山市花園町３－６－１

中島こどもクリニック

076-431-2700 富山市中島3-3-57

流杉病院

076-424-2211 富山市流杉120

にった内科クリニック

076-491-1322 富山市秋吉113-7

ぬのせ内科クリニック

076-421-5577 富山市布瀬本町12-2

野原内科医院

076-423-8817 富山市向新庄荏原200-21

橋本医院

076-429-0215 富山市月岡町4-695

はやしクリニック

076-432-8840 富山市金屋3827-7

はやしこどもクリニック

076-495-4777 富山市経堂2-17

東岩瀬クリニック

076-426-0880 富山市高畠町1-11-11

東とやまクリニック

076-438-9911 富山市東富山寿町3-12-21

ひぐち小児科クリニック

076-433-7101 富山市五福5082-10

福田医院

076-432-5893 富山市新富町2-4-18

福田医院

076-425-4978 富山市室町通り1-1-26

不二越病院

076-424-2881 富山市東石金町11-65

藤田内科医院

076-422-1322 富山市堀川小泉町1-19-3

ふるた皮ふ科ひ尿器科クリニック

076-452-9200 富山市上飯野13-14

北聖病院

076-441-5910 富山市下冨居2-13-83

堀川篁外科内科医院

076-421-5305 富山市堀川小泉町1-17-18

堀川内科クリニック

076-422-2031 富山市堀川町216-3

堀地医院

076-421-3400 富山市総曲輪4-4-41

本定内科クリニック

076-493-5811 富山市藤木1962-2

前川クリニック

076-432-3277 富山市石坂2026-1

政岡内科病院

076-432-1131 富山市下新町28-23

正谷内科医院

076-421-4304 富山市荒町2-25

風しん抗体検査事業検査実施医療機関 （予約制）
検査を希望される場合は、前もって医療機関に確認し、予約の上、受診願います。

市町村

医療機関名

電話番号

医療機関住所

桝谷胃腸科内科クリニック

076-432-2586 富山市新富町1-1-4

馬瀬小児科医院

076-423-0964 富山市町村156-6

松井内科医院

076-492-3030 富山市山室180-1

松岡内科胃腸科クリニック

076-411-0888 富山市上飯野1-3

松田内科クリニック

076-421-2026 富山市新庄町158-1

万見内科医院

076-438-2235 富山市蓮町2-3-22

医生協 水橋診療所

076-479-1414 富山市水橋舘町59-1

宮本内科外科胃腸科クリニック

076-411-6282 富山市願海寺397-3

ミワ内科クリニック

076-482-3014 富山市新富町1-4-3

三輪病院

076-428-1234 富山市小中291

むらかみ小児科アレルギークリニック

076-452-0708 富山市上飯野32-10

元町内科医院

076-422-3755 富山市元町1-2-17

もりクリニック

076-421-8855 富山市天正寺1076

八木外科クリニック

076-422-0055 富山市星井町2-7-39 泉ビル2F

八木小児科医院

076-441-0911 富山市奥田寿町7-14

山室クリニック

076-492-9922 富山市山室44-1

山本医院

076-432-8228 富山市安野屋町2-2-3

横田こどもクリニック

076-429-1687 富山市月岡町6丁目18-1

横田病院

076-425-2800 富山市中野新町1-1-11

吉田内科医院

076-421-1878 富山市桃井町1-6-8

吉田内科クリニック

076-436-1107 富山市吉作355

吉本レディースクリニック

076-422-2000 富山市羽根511

わかぐり内科医院

076-434-3532 富山市呉羽町7054

わたなべ医院

076-491-8220 富山市有沢１９８-1

大沢野クリニック

076-468-3300 富山市上二杉420-2

大沢野中央診療所

076-467-0031 富山市上大久保1308-2

おおやま病院

076-483-3311 富山市花崎85

くぼ小児科クリニック

076-468-3311 富山市上二杉420-1

滝八木山医院

076-467-0375 富山市八木山56

柳瀬医院

076-467-0138 富山市笹津826

吉山医院

076-467-0025 富山市下大久保1055

岩佐医院

076-454-2050 富山市八尾町上新町2805

江本医院

076-455-2103 富山市八尾町東町2199-1

こばやしクリニック

076-455-0010 富山市八尾町井田198-10

高沢医院

076-455-2415 富山市八尾町上高善寺1035

萩野医院

076-454-6001 富山市八尾町福島4-151

藤澤医院

076-455-3311 富山市八尾町福島204

八尾総合病院

076-454-5000 富山市八尾町福島7-42

うさかクリニック

076-465-7888 富山市婦中町宮ケ島508-3

すざき子ども医院

076-465-7004 富山市婦中町砂子田38-6

高峰クリニック

076-465-1234 富山市婦中町板倉463-1

内科小児科中田医院

076-421-2677 富山市婦中町分田254

南洋クリニック

076-466-0018 富山市婦中町下轡田179-3

はやほし内科胃腸科クリニック

076-465-3080 富山市婦中町速星377

風しん抗体検査事業検査実施医療機関 （予約制）
検査を希望される場合は、前もって医療機関に確認し、予約の上、受診願います。

市町村

射水市

医療機関名

医療機関住所

ファボーレこどもクリニック

076-466-1646 富山市婦中町下轡田165-1

藤下内科クリニック

076-465-1811 富山市婦中町砂子田59-8

蛍川クリニック

076-465-2163 富山市婦中町板倉266-1

水野クリニック

076-469-9700 富山市婦中町富崎166-1

山田温泉病院

076-457-2323 富山市山田湯118

山本内科医院

076-466-2222 富山市婦中町速星813

富山県リハビリテーション病院・こども支援センター

076-438-2233 富山市下飯野36

麻生内科放射線科医院

0766-82-3710 射水市中新湊20-2

31医療機関 射水市民病院

高岡市

電話番号

0766-82-8100 射水市朴木20番地

梅崎クリニック

0766-86-8420 射水市海老江1242-1

おおがくクリニック

0766-56-4000 射水市中太閤山15-2-7

大島くるみ病院

0766-52-2580 射水市大島北野48

木田小児科医院

0766-57-1525 射水市東太閤山3-87

北林クリニック

0766-57-0008 射水市戸破1704-1

木戸クリニック

0766-82-7300 射水市朴木244

越野医院

0766-82-2855 射水市立町2-41

佐野内科クリニック

0766-57-0811 射水市黒河新4808

渋谷クリニック

0766-55-0025 射水市戸破3860-1

島崎内科医院

0766-52-0173 射水市小島902

真生会富山病院

0766-52-2156 射水市下若89-10

高島皮ふ科クリニック

0766-86-4886 射水市東明中町5-2

たかはし内科医院

0766-55-5522 射水市三ケ1028

高畠小児科クリニック

0766-55-8117 射水市戸破昭和通り2596-1

富川クリニック

0766-56-7373 射水市南太閤山3-1-15

とよた小児科クリニック

0766-52-0288 射水市小島730-2

ながさきクリニック

0766-52-8800 射水市赤井40-5

中新湊内科クリニック

0766-82-2000 射水市中新湊7-19

のざわクリニック

0766-51-6051 射水市大門150

羽岡内科医院

0766-84-8200 射水市本町2-5-20

姫野病院

0766-84-0055 射水市放生津町15－4

藤田クリニック

0766-52-3515 射水市二口458-15

松本医院

0766-55-0057 射水市三ケ3268

道振整形外科医院

0766-52-5699 射水市二口446-1

皆川医院

0766-86-0010 射水市海老江232

宮林クリニック

0766-84-8822 射水市本町3-12-28 カモン新湊ショッピングセンター３階

レディースクリニックむらた

0766-57-4141 射水市橋下条1483-1

矢野神経内科医院

0766-82-5150 射水市本町1-13-1

山田医院

0766-55-3322 射水市三ｹ835

あいARTクリニック

0766-27-3311 高岡市下伏間江572

69医療機関 赤祖父どいクリニック

0766-23-1234 高岡市赤祖父593-1

旭ケ丘内科クリニック

0766-28-0600 高岡市江尻46-13

雨晴クリニック

0766-44-8061 高岡市太田桜谷23-1

荒木外科医院

0766-64-3533 高岡市福岡町大滝29

五十嵐内科医院

0766-24-5028 高岡市駅南3-9-14

風しん抗体検査事業検査実施医療機関 （予約制）
検査を希望される場合は、前もって医療機関に確認し、予約の上、受診願います。

市町村

医療機関名

電話番号

医療機関住所

内科小児科井川クリニック

0766-22-3028 高岡市大坪町1-2-3

いしだクリニック

0766-63-3622 高岡市戸出町3-7-25

石橋耳鼻咽喉科医院

0766-26-3265 高岡市旭ｹ丘74-35

泉が丘内科クリニック

0766-27-0211 高岡市佐野892-1

上野医院

0766-23-3600 高岡市木津603

おとぎの森レディースクリニック

0766-20-7711 高岡市佐野1316-1

大桑内科クリニック

0766-23-0098 高岡市博労本町10-18

小栗小児科医院

0766-23-2229 高岡市野村869

木谷内科クリニック

0766-63-8655 高岡市戸出町5-3-57

キタノ整形外科クリニック

0766-24-0055 高岡市蓮花寺564-1

久賀内科クリニック

0766-44-8881 高岡市伏木古府3-2-8

厚生連高岡病院

0766-21-3930 高岡市永楽町5-10

高陵クリニック

0766-26-6200 高岡市野村23-1

越田内科クリニック

0766-28-2277 高岡市五福町2-20

富山県済生会高岡病院

0766-21-0570 高岡市二塚387-1

斉藤外科小児科クリニック

0766-25-7585 高岡市野村799

斉藤脳神経外科医院

0766-24-3110 高岡市古定塚5-50

さかい内科クリニック

0766-27-7155 高岡市東上関305-1

桜馬場内科歯科医院

0766-22-8578 高岡市東下関1-24

さのクリニック

0766-21-7500 高岡市佐野919-3

内科クリニック サンエール

0766-64-6725 高岡市福岡町下蓑新336

島田医院

0766-22-4218 高岡市昭和町3-3-15

清水小児科医院

0766-21-8353 高岡市白金町5-30

清水内科循環器科クリニック

0766-25-7877 高岡市金屋町12-3

白川クリニック

0766-62-0088 高岡市戸出町3-19-50

皮膚科神経内科 白崎医院

0766-25-0012 高岡市駅南3-5-33

杉森クリニック

0766-25-5757 高岡市上四屋3-8

炭谷内科医院

0766-24-2718 高岡市大鋸屋町8

成美こどもクリニック

0766-22-5777 高岡市京町2-7

宗玄医院

0766-23-0737 高岡市東下関1-1

高岡駅南クリニック

0766-29-1200 高岡市駅南3-1-8

高岡市民病院

0766-23-0204 高岡市宝町4-1

高岡内科クリニック

0766-28-3800 高岡市能町南3-41

高岡ふしき病院

0766-44-1181 高岡市伏木古府元町8-5

高岡みなみ病院

0766-63-1113 高岡市戸出町3-14-24

鷹司町クリニック

0766-23-2800 高岡市中川1-7-10

高嶋内科医院

0766-82-4000 高岡市中曽根119-1

高の宮医院

0766-22-0282 高岡市末広町13-15

竹越内科クリニック

0766-22-8200 高岡市野村377-7

田中内科クリニック

0766-27-7666 高岡市早川517

たみの医院

0766-21-8880 高岡市江尻白山町51-1

丹保病院

0766-22-3719 高岡市大坪町1-1-3

トモエクリニック

0766-64-3217 高岡市福岡町下蓑新281

耳鼻咽喉科なかむら医院

0766-29-1387 高岡市駅南3-6-25

風しん抗体検査事業検査実施医療機関 （予約制）
検査を希望される場合は、前もって医療機関に確認し、予約の上、受診願います。

市町村

氷見市

医療機関名

医療機関住所

なのはなクリニック

0766-63-7187 高岡市戸出町3-24-56

南星クリニック

0766-25-6336 高岡市木津1452-15

新沢小児科医院

0766-24-2138 高岡市川原町1-14

沼内科医院

0766-27-1511 高岡市野村1331

林内科医院

0766-22-0777 高岡市中島町3-17

光ケ丘病院

0766-63-5353 高岡市西藤平蔵313

平野クリニック

0766-27-0301 高岡市上黒田271-1

深島医院

0766-25-0086 高岡市五福町12-43

福澤医院

0766-31-1001 高岡市立野美鳥町1-116

福田医院

0766-25-6060 高岡市新横町1245

藤田内科クリニック

0766-22-8092 高岡市瑞穂町4-25

本荘リウマチクリニック

0766-29-1800 高岡市京田473-1

みやこし内科医院

0766-22-0880 高岡市波岡282-1

宮島医院

0766-36-0023 高岡市常国387

山岸耳鼻咽喉科クリニック

0766-63-7676 高岡市戸出町4-1187-5

吉江レディスクリニック

0766-26-1103 高岡市野村1213-1

吉田内科小児科

0766-22-2234 高岡市木町1

若草クリニック

0766-28-5888 高岡市中川園町3-5

わだ小児科クリニック

0766-21-1232 高岡市広小路6-1 広小路ビル1階

加藤医院

0766-72-0608 氷見市北大町11-11

14医療機関 金沢医科大学氷見市民病院

砺波

電話番号

0766-74-1900 氷見市鞍川1130

河合内科医院

0766-74-5178 氷見市中央町12-8

佐伯レディースクリニック

0766-91-8855 氷見市窪660

澤武医院

0766-72-0118 氷見市幸町1-13

嶋尾内科医院

0766-72-0622 氷見市阿尾928

高木内科医院

0766-72-8686 氷見市大野595

高嶋クリニック

0766-72-0834 氷見市丸の内10-5

中村記念病院

0766-91-1307 氷見市島尾825

新鞍小児科医院

0766-72-3830 氷見市南大町11-20

西野医院

0766-91-7500 氷見市窪1076-1

福老館クリニック

0766-91-7720 氷見市堀田465-2

松井内科クリニック

0766-72-0074 氷見市伊勢大町2-7-49

山岸小児科医院

0766-74-0258 氷見市朝日本町2-5

市立砺波総合病院

0763-32-3320 砺波市新富町1-61

20医療機関 大沢内科クリニック

0763-33-1047 砺波市平和町146

おおた内科クリニック

0763-82-7700 砺波市庄川町青島701-1

力耕会金井医院

0763-32-8903 砺波市深江1-210

桐沢医院

0763-33-5353 砺波市本町13-7

さかした医院

0763-32-8788 砺波市太郎丸1-8-6

佐藤内科クリニック

0763-58-5811 砺波市杉木3-215

宏仁堂杉下医院

0763-32-2101 砺波市広上町7-14

髙橋外科医院

0763-33-2727 砺波市寿町2-40

津田産婦人科医院

0763-33-3035 砺波市杉木4-69

伏木医院

0763-32-2275 砺波市宮丸568

風しん抗体検査事業検査実施医療機関 （予約制）
検査を希望される場合は、前もって医療機関に確認し、予約の上、受診願います。

市町村

南砺市

医療機関名

電話番号

ものがたり診療所

0763-55-6100 砺波市山王町2-12

もにがたり診療所太田

0763-32-2958 砺波市太田1575

ものがたり診療所庄東

0763-37-2566 砺波市宮森461

柳澤医院

0763-34-0811 砺波市深江1-174

やました医院

0763-34-8810 砺波市永福町5-11

山本内科医院

0763-32-3802 砺波市出町中央6-14

寿康堂吉田医院

0763-33-2112 砺波市中央町1-5

砺波サンシャイン病院

0763-33-0800 砺波市鷹栖575

砺波誠友病院

0763-33-7766 砺波市大窪17-1

石黒医院

0763-52-3800 南砺市福光1009-3

20医療機関 花の杜 石坂内科醫院

小矢部市

医療機関住所

0763-82-8880 南砺市井波1440

伊東医院

0763-22-6710 南砺市二日町2312-2

くぼクリニック

0763-22-7799 南砺市高儀13-1

公立南砺中央病院

0763-53-0001 南砺市梅野2007-5

医療法人社団 佐伯医院

0763-52-0689 南砺市福光1317

産婦人科内科金子医院

0763-52-0800 南砺市荒木1351-1

鷹西医院

0763-82-3231 南砺市北川108

中田内科医院

0763-52-3200 南砺市福光173-8

南砺市平診療所

0763-66-2500 南砺市下梨2525-1

南砺市上平診療所

0763-67-3232 南砺市西赤尾町177

南砺市利賀診療所

0763-68-2013 南砺市利賀村25

南砺家庭・地域医療センター

0763-22-3555 南砺市松原577

南砺市民病院

0763-82-1475 南砺市井波938

ふくの若葉病院

0763-23-1011 南砺市苗島367

城端理休クリニック

0763-62-3325 南砺市理休270

松田外科医院

0763-62-2168 南砺市細木48

山見内科医院

0763-82-8200 南砺市山見1135-1

山之内医院

0763-22-1541 南砺市やかた223-1

吉岡整形外科

0763-22-7700 南砺市寺家新屋敷472-7

青木内科医院

0766-67-0118 小矢部市石動町1-4

13医療機関 井上内科医院

0766-68-0082 小矢部市今石動町1-5-27

太田病院

0766-67-0443 小矢部市新富町3-11

大野クリニック

0766-67-1475 小矢部市小矢部町1-1

小矢部大家病院

0766-67-2002 小矢部市島321

つざわ津田病院

0766-61-8585 小矢部市新西117-1

辻内科医院

0766-61-3530 小矢部市津沢341-22

西野内科病院

0766-67-1730 小矢部市本町6-30

沼田医院

0766-67-1162 小矢部市石動町8-36

畠山内科クリニック

0766-67-8088 小矢部市埴生356-4

北陸中央病院

0766-67-1150 小矢部市野寺123

松岡病院

0766-67-0025 小矢部市畠中町4-18

村田医院

0766-67-0997 小矢部市本町１-13
394

