
ゾコーバ登録医療機関 令和５年３月28日時点

施設名称 住所 電話番号 在庫配置可能

独立行政法人労働者健康安全機構富山労災病院 富山県魚津市六郎丸９９２ 0765221280 ○

平野クリニック 富山県魚津市本江１３９９ 0765235230

青山内科 富山県魚津市仏田３３０３ 0765250250

沢口胃腸科クリニック 富山県魚津市火の宮町１－７ 0765221748

吉島内科クリニック 富山県魚津市吉島７５０－２ 0765228825

浦田クリニック 富山県魚津市本江１－２６ 0765225053

宮本内科小児科医院 富山県魚津市新角川１－７－２２ 0765220122

医療法人　深川病院 富山県魚津市東尾崎３４８４番１ 0765316200

いなば小児科医院 富山県魚津市本新町２１番２号 0765228888

ねづか内科クリニック 富山県黒部市石田新７３９－１ 0765325257

川瀬医院 富山県下新川郡入善町東狐１０３１ 0765720069

あさひ総合病院 富山県下新川郡朝日町泊４７７ 0765831160 ○

医療法人社団健心会坂東病院 富山県下新川郡朝日町道下９００ 0765832299

富山県立中央病院 富山県富山市西長江２－２－７８ 0764241531 ○

富山市立富山市民病院 富山県富山市今泉北部町２－１ 0764221112 ○

日本赤十字社富山赤十字病院 富山県富山市牛島本町２－１－５８ 0764332222 ○

独立行政法人国立病院機構富山病院 富山県富山市婦中町新町３１４５ 0764692135

国立大学法人富山大学附属病院 富山県富山市杉谷２６３０ 0764342315 ○

医療法人社団すまいるやまだホームケアクリニック 富山県富山市高屋敷６５－１ 0764936002

医療法人社団四方会有沢橋病院 富山県富山市婦中町羽根新５ 0764250631

医療法人くれよんくれよん在宅クリニック 富山県富山市黒崎３７３－２ 0764251904

佐伯クリニック 富山県富山市栃谷２００－２ 0764362311 ○

医療法人財団五省会西能病院 富山県富山市高田７０番地 0764220074 ○

浅地内科医院 富山県富山市五福３６８－１ 0764319388 ○

堀川内科クリニック 富山県富山市堀川町２１６番地の３ 0764222031 ○

おおやま病院 富山県富山市花崎８５番地 0764833311

東岩瀬クリニック 富山県富山市高畠町１－１１－１１ 0764260880

高橋医院 富山県富山市本郷町１９６ 0764232255

富山市まちなか診療所 富山県富山市総曲輪四丁目４番８号 0764613619

くれはキッズクリニック 富山県富山市呉羽町３０２２－１ 0764363715

横田記念病院 富山県富山市中野新町一丁目１番１１号 0764252800 ○

清風台クリニック 富山県富山市清風町１０３ 0764260011 ○

内藤内科クリニック 富山県富山市町村二丁目１９６ 0764225085

大沢野クリニック 富山県富山市上二杉４２０－２ 0764683300

柳瀬医院 富山県富山市笹津８２６ 0764670138

みなみの星病院 富山県富山市二俣３８２ 0764281373

医療法人社団桜路会おぎの内科医院 富山県富山市本郷町４７－１ 0764616655 ○

チューリップ長江病院 富山県富山市長江五丁目４番３３号 0764941266

不二越病院 富山県富山市東石金町１１番６５号 0764242881 ○

長谷川病院 富山県富山市星井町２－７－４０ 0764223040

アルペン室谷クリニック 富山県富山市東岩瀬町２７５番地 0764379336

島耳鼻咽喉科医院 富山県富山市上本町５－２９ 0764215250 ○

高野耳鼻咽喉科医院 富山県富山市石金３－１３－３９ 0764928733

富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 富山県富山市下飯野３６番地 0764382233

種井内科胃腸科クリニック 富山県富山市清水町５－７－１６ 0764244114 ○

常願寺病院 富山県富山市水橋肘崎４３８ 0764781191 ○

佐伯病院 富山県富山市中川原４３－１ 0764255170

前川クリニック 富山県富山市石坂２０２６ 0764323277

島崎クリニック 富山県富山市小西１１６－３ 0764521551

成和病院 富山県富山市針原中町３３６番地 0764517001 ○

いき内科クリニック 富山県富山市呉羽町６３０２－８ 0764341001

三輪病院 富山県富山市小中２９１ 0764281234

江尻内科医院 富山県富山市布瀬町南１丁目１６－１ 0764201188

富山県厚生農業協同組合連合会滑川病院 富山県滑川市常盤町１１９ 0764751000 ○

吉見病院 富山県滑川市清水町３番２５号 0764750861 ○

毛利医院 富山県滑川市四間町５２７ 0764750054

おのうえこどもクリニック 富山県滑川市柳原２６－８ 0764756677

かみいち総合病院 富山県中新川郡上市町法音寺５１ 0764721212 ○

医療法人社団かとうこどもクリニック 富山県中新川郡立山町大石原１８７ 0764621113

五百石整形外科医院 富山県中新川郡立山町五百石１８４ 0764620001

たてやまクリニック 富山県中新川郡立山町日俣２３５－８ 0764641211 ○

植野内科医院 富山県中新川郡立山町前沢２７１０－３４ 0764635030

独立行政法人地域医療機能推進機構高岡ふしき病院 富山県高岡市伏木古府元町８－５ 0766441181



施設名称 住所 電話番号 在庫配置可能

社会福祉法人恩賜財団済生会富山県済生会高岡病院 富山県高岡市二塚３８７－１ 0766210570 ○

高岡市民病院 富山県高岡市宝町４－１ 0766230204 ○

医療法人社団市野瀬和田内科医院 富山県高岡市戸出市野瀬３８８ 0766631118 ○

木谷内科クリニック 富山県高岡市戸出町五丁目３－５７ 0766638655

医療法人社団桜馬場内科歯科医院 富山県高岡市東下関１－２４ 0766228578 ○

あべ耳鼻咽喉科クリニック 富山県高岡市木津６０２－１ 0766508766

やまぎし耳鼻咽喉科クリニック 富山県高岡市戸出町４－１１８７－５ 0766637676

高の宮医院 富山県高岡市末広町１３－１５ 0766220282

内科小児科井川クリニック 富山県高岡市大坪町１－２－３ 0766223028

高陵クリニック 富山県高岡市野村２３－１ 0766266200 ○

戸出伊勢領よろずクリニック　上田内科医院 富山県高岡市戸出伊勢領２４６６－２ 0766620911

宗玄医院 富山県高岡市東下関１－１ 0766230737

赤祖父どいクリニック 富山県高岡市赤祖父５９３－１ 0766231234

竹越内科クリニック 富山県高岡市野村３７７－７ 0766228200

斉藤外科小児科クリニック 富山県高岡市野村７９９ 0766257585

金沢医科大学氷見市民病院 富山県氷見市鞍川１１３０ 0766741900 ○

高木内科医院 富山県氷見市大野５９５ 0766728686 ○

てらにし耳鼻咽喉科クリニック 富山県氷見市本町７番２４号 0766738080

加藤医院 富山県氷見市北大町１１－１１ 0766720608

医療法人真生会真生会富山病院 富山県射水市下若８９－１０ 0766522156 ○

射水市民病院 富山県射水市朴木２０番地 0766828100 ○

佐野内科クリニック 富山県射水市黒河新４８０８ 0766570811 ○

ながさきクリニック 富山県射水市赤井４０－５ 0766528800

市立砺波総合病院 富山県砺波市新富町１－６１ 0763323320 ○

伏木医院 富山県砺波市宮丸５６８ 0763322275

医療法人社団寿恵会つざわ津田病院 富山県小矢部市新西１１７番１号 0766618585

南砺市民病院 富山県南砺市井波９３８番地 0763821475 ○

公立南砺中央病院 富山県南砺市梅野２００７－５ 0763530001 ○

城端理休クリニック 富山県南砺市理休２７０番地 0763623325 ○

産婦人科内科金子医院 富山県南砺市荒木１３５１－１ 0763520800


