
がん（新川）

新川医療圏医療機能別医療機関リスト更新案

がんの医療を担う医療機関等

【新川医療圏】

◇肺がん

（１）治療　

①がん診療機能

番号 名称 所在地 備考
1 富山労災病院 魚津市
2 黒部市民病院 黒部市

②がん診療拠点病院の診療機能

番号 名称 所在地 備考
1 富山労災病院 魚津市 ＊
2 黒部市民病院 黒部市 ☆

（２）療養支援　在宅療養支援機能

番号 名称 所在地 備考
1 青山内科 魚津市
2 浦田クリニック 魚津市
3 吉島内科クリニック 魚津市
4 みのう医科歯科クリニック 魚津市
5 宮本内科小児科医院 魚津市
6 岩田クリニック 黒部市
7 金田クリニック 黒部市
8 藤が丘クリニック 黒部市
9 川瀬医院 入善町
10 宝田医院 入善町
11 丸川病院 入善町
12 米澤医院 入善町
13 島谷クリニック 朝日町
14 坂東病院 朝日町
15 あさひ総合病院 朝日町

＊：県指定がん診療地域連携拠点病院　　☆：地域がん診療連携拠点病院
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がん（新川）

◇胃がん

（１）治療　がん診療機能

①がん診療機能

番号 名称 所在地 備考
1 富山労災病院 魚津市
2 黒部市民病院 黒部市

　　　②がん診療拠点病院の診療機能

番号 名称 所在地 備考
1 富山労災病院 魚津市 ＊
2 黒部市民病院 黒部市 ☆

（２）療養支援　在宅療養支援機能

番号 名称 所在地 備考
1 浦田クリニック 魚津市
2 吉島内科クリニック 魚津市
3 みのう医科歯科クリニック 魚津市
4 宮本内科小児科医院 魚津市
5 青山内科 魚津市

6 岩田クリニック 黒部市
7 金田クリニック 黒部市
8 ねづか内科クリニック 黒部市
9 藤が丘クリニック 黒部市
10 川瀬医院 入善町
11 すみれ内科クリニック 入善町
12 宝田医院 入善町
13 丸川病院 入善町

14 米澤医院 入善町
15 島谷クリニック 朝日町
16 坂東病院 朝日町
17 あさひ総合病院 朝日町

＊：県指定がん診療地域連携拠点病院　　☆：地域がん診療連携拠点病院
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がん（新川）

◇肝がん

（１）治療　がん診療機能

①がん診療機能

番号 名称 所在地 備考
1 富山労災病院 魚津市
2 黒部市民病院 黒部市

②がん診療拠点病院の診療機能

番号 名称 所在地 備考
1 富山労災病院 魚津市 ＊
2 黒部市民病院 黒部市 ☆

（２）療養支援　在宅療養支援機能

番号 名称 所在地 備考
1 浦田クリニック 魚津市
2 吉島内科クリニック 魚津市
3 みのう医科歯科クリニック 魚津市
4 宮本内科小児科医院 魚津市
5 青山内科 魚津市
6 岩田クリニック 黒部市
7 金田クリニック 黒部市
8 ねづか内科クリニック 黒部市
9 藤が丘クリニック 黒部市
10 川瀬医院 入善町
11 すみれ内科クリニック 入善町
12 宝田医院 入善町
13 丸川病院 入善町
14 米澤医院 入善町
15 島谷クリニック 朝日町
16 坂東病院 朝日町
17 あさひ総合病院 朝日町

＊：県指定がん診療地域連携拠点病院　　☆：地域がん診療連携拠点病院
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がん（新川）

◇大腸がん
（１）治療　がん診療機能

①がん診療機能
番号 名称 所在地 備考
1 富山労災病院 魚津市
2 黒部市民病院 黒部市

②がん診療拠点病院の診療機能
番号 名称 所在地 備考
1 富山労災病院 魚津市 ＊
2 黒部市民病院 黒部市 ☆

（２）療養支援　在宅療養支援機能
番号 名称 所在地 備考
1 浦田クリニック 魚津市
2 吉島内科クリニック 魚津市
3 みのう医科歯科クリニック 魚津市
4 宮本内科小児科医院 魚津市
5 青山内科 魚津市
6 岩田クリニック 黒部市
7 金田クリニック 黒部市
8 ねづか内科クリニック 黒部市
9 藤が丘クリニック 黒部市
10 川瀬医院 入善町
11 すみれ内科クリニック 入善町
12 宝田医院 入善町
13 丸川病院 入善町
14 米澤医院 入善町
15 島谷クリニック 朝日町
16 坂東病院 朝日町
17 あさひ総合病院 朝日町

＊：県指定がん診療地域連携拠点病院　　☆：地域がん診療連携拠点病院
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がん（新川）

◇乳がん
（１）治療

①がん診療機能
番号 名称 所在地 備考
1 富山労災病院 魚津市
2 黒部市民病院 黒部市

②がん診療拠点病院の診療機能
番号 名称 所在地 備考
1 富山労災病院 魚津市 ＊
2 黒部市民病院 黒部市 ☆

（２）療養支援　在宅療養支援機能
番号 名称 所在地 備考
1 浦田クリニック 魚津市
2 みのう医科歯科クリニック 魚津市
3 岩田クリニック 黒部市
4 金田クリニック 黒部市
5 ねづか内科クリニック 黒部市
6 藤が丘クリニック 黒部市
7 宝田医院 入善町
8 坂東病院 朝日町
9 あさひ総合病院 朝日町

＊：県指定がん診療地域連携拠点病院　　☆：地域がん診療連携拠点病院
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がん（新川）

◇子宮がん
（１）治療　

①がん診療機能
番号 名称 所在地 備考
1 富山労災病院 魚津市
2 黒部市民病院 黒部市

②がん診療拠点病院の診療機能
番号 名称 所在地 備考
1 富山労災病院 魚津市 ＊
2 黒部市民病院 黒部市 ☆

（２）療養支援　在宅療養支援機能
番号 名称 所在地 備考
1 浦田クリニック 魚津市
2 吉島内科クリニック 魚津市
3 金田クリニック 黒部市
4 宝田医院 入善町
5 坂東病院 朝日町
6 あさひ総合病院 朝日町

＊：県指定がん診療地域連携拠点病院　　☆：地域がん診療連携拠点病院
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がん（新川）

◇がん共通
（２）療養支援　在宅療養支援機能
<薬局>

番号 名称 所在地 備考
1 あすか調剤薬局 魚津市
2 ウエルシア薬局魚津吉島西店 魚津市
3 ウエルシア薬局魚津住吉店 魚津市
4 ウエルシア薬局魚津上村木店 魚津市
5 うおづ駅前薬局 魚津市
6 かもめ薬局 魚津市
7 共創未来　本江薬局 魚津市
8 クスリのアオキ吉島薬局 魚津市
9 クスリのアオキ魚津経田薬局 魚津市
10 クスリのアオキ魚津東薬局 魚津市
11 シメノドラック魚津薬局 魚津市
12 スギ薬局 魚津市
13 すみれ薬局魚津店 魚津市
14 たんぽぽ薬局魚津店 魚津市
15 チューリップらいと薬局 魚津市
16 チューリップ吉島薬局 魚津市
17 ファーマライズ薬局魚津店 魚津市
18 V・ｄruｇ　魚津北鬼江薬局 魚津市
19 本江うぇるね薬局 魚津市
20 りんご薬局吉島店 魚津市
21 あんず薬局黒部本店 黒部市
22 ウエルシア薬局黒部生地店 黒部市
23 ウエルシア薬局黒部荻生店 黒部市
24 ウエルシア薬局黒部三日市店 黒部市
25 うなづき薬局 黒部市
26 えがお調剤薬局 黒部市
27 共創未来　新牧野薬局 黒部市
28 共創未来　東三日市店薬局 黒部市
29 共創未来　黒部薬局 黒部市
30 クスリのアオキ黒部中央薬局 黒部市
31 クスリのアオキ堀高薬局 黒部市
32 クロベ調剤薬局 黒部市
33 サエラ薬局黒部店 黒部市
34 シメノドラッグ黒部薬局 黒部市
35 セブンス薬局黒部店 黒部市
36 多喜屋薬局 黒部市
37 たんぽぽ薬局黒部店 黒部市
38 チューリップ黒部薬局 黒部市
39 チューリップ生地薬局 黒部市
40 チューリップ牧野薬局 黒部市
41 チューリップみどり薬局 黒部市
42 V・ｄruｇ　黒部石田薬局 黒部市
43 有限会社　メープル薬局 黒部市
44 あんず薬局　入善店 入善町
45 クスリのアオキ入善薬局 入善町
46 チューリップ入善薬局 入善町
47 桃李薬局 入善町
48 はまにし薬局コスモ店 入善町
49 ファミリー調剤薬局とっこ店 入善町
50 アップル薬局入善店 入善町
51 クスリのアオキ泊駅前薬局 朝日町
52 こざわ薬局 朝日町
53 こざわ薬局あおば店 朝日町
54 さみさと薬局 朝日町
55 たんぽぽ薬局泊店 朝日町
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がん（新川）

　<ホスピス・緩和ケア病床を有する病院>
管内該当なし

　<在宅緩和ケア支援センター>
管内該当なし
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がん（富山）

がんの医療を担う医療機関等
【富山医療圏】
◇肺がん
（１）治療　

①がん診療機能
番号 名称 所在地 備考

1 富山西総合病院 富山市
2 富山県立中央病院 富山市
3 富山市民病院 富山市
4 富山赤十字病院 富山市
5 富山大学附属病院 富山市

②がん診療拠点病院の診療機能
番号 名称 所在地 備考

1 富山県立中央病院 富山市 ★
2 富山市民病院 富山市 ＊
3 富山赤十字病院 富山市 ＊
4 富山大学附属病院 富山市 ☆
★：県がん診療連携拠点病院
☆：地域がん診療連携拠点病院
＊：県指定がん診療地域連携拠点病院
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がん（富山）

（２）療養支援　在宅療養支援機能
番号 名称 所在地 備考

1 アルペン室谷クリニック 富山市
2 いき内科クリニック 富山市
3 医生協  富山診療所 富山市
4 医生協　水橋診療所 富山市
5 大沢野中央診療所 富山市
6 おだふれあいクリニック 富山市
7 河上内科医院 富山市
8 くれよん在宅クリニック 富山市
9 佐伯クリニック 富山市

10 佐伯病院 富山市
11 杉野脳神経外科病院 富山市
12 清風台クリニック 富山市
13 高橋医院 富山市
14 高重記念クリニック 富山市
15 富山市まちなか診療所 富山市
16 南洋クリニック 富山市
17 にしだ内科クリニック 富山市
18 ぬのせ内科 富山市
19 萩野医院 富山市
20 はやほし内科胃腸科クリニック 富山市
21 東岩瀬クリニック 富山市
22 藤下内科 富山市
23 藤田内科医院 富山市
24 前川クリニック 富山市
25 まきのクリニック 富山市
26 松田内科クリニック 富山市
27 八尾総合病院 富山市
28 富山西総合病院 富山市
29 やまだホームケアクリニック 富山市
30 医療法人社団　山本内科医院 富山市
31 吉田内科クリニック 富山市
32 吉山医院 富山市
33 大沢野クリニック 富山市
34 みなみの星病院 富山市
35 毛利医院 滑川市
36 池田内科医院 上市町
37 わかくさ医院 上市町
38 かみいち総合病院 上市町
39 黒田内科医院 立山町
40 藤木病院 立山町
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がん（富山）

◇胃がん
（１）治療　

①がん診療機能
番号 名称 所在地 備考

1 富山西総合病院 富山市
2 済生会富山病院 富山市
3 富山県立中央病院 富山市
4 富山市民病院 富山市
5 富山赤十字病院 富山市
6 富山大学附属病院 富山市
7 厚生連滑川病院 滑川市
8 かみいち総合病院 上市町

②がん診療拠点病院の診療機能
番号 名称 所在地 備考

1 富山県立中央病院 富山市 ★
2 富山市民病院 富山市 ＊
3 富山赤十字病院 富山市 ＊
4 富山大学附属病院 富山市 ☆
★：県がん診療連携拠点病院
☆：地域がん診療連携拠点病院
＊：県指定がん診療地域連携拠点病院
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がん（富山）

（２）療養支援　在宅療養支援機能
番号 名称 所在地 備考

1 アルペン室谷クリニック 富山市
2 いき内科クリニック 富山市
3 医生協  富山診療所 富山市
4 医生協  水橋診療所 富山市
5 大沢野中央診療所 富山市
6 おだふれあいクリニック 富山市
7 河上内科医院 富山市
8 くれよん在宅クリニック 富山市
9 佐伯クリニック 富山市

10 佐伯病院 富山市
11 杉野脳神経外科病院 富山市
12 清風台クリニック 富山市
13 高橋医院 富山市
14 高重記念クリニック 富山市
15 富山市まちなか診療所 富山市
16 長森興南クリニック 富山市
17 南洋クリニック 富山市
18 にしだ内科クリニック 富山市
19 ぬのせ内科 富山市
20 萩野医院 富山市
21 はやほし内科胃腸科クリニック 富山市
22 東岩瀬クリニック 富山市
23 藤下内科 富山市
24 藤田内科医院 富山市
25 前川クリニック 富山市
26 まきのクリニック 富山市
27 松田内科クリニック 富山市
28 八尾総合病院 富山市
29 富山西総合病院 富山市
30 やまだホームケアクリニック 富山市
31 医療法人社団　山本内科医院 富山市
32 吉田内科クリニック 富山市
33 吉山医院 富山市
34 大沢野クリニック 富山市
35 みなみの星病院 富山市
36 毛利医院 滑川市
37 池田内科医院 上市町
38 わかくさ医院 上市町
39 かみいち総合病院 上市町
40 黒田内科医院 立山町
41 藤木病院 立山町

12 ページ



がん（富山）

◇肝がん
（１）治療　

①がん診療機能
番号 名称 所在地 備考

1 富山西総合病院 富山市
2 済生会富山病院 富山市
3 富山県立中央病院 富山市
4 富山市民病院 富山市
5 富山赤十字病院 富山市
6 富山大学附属病院 富山市
7 厚生連滑川病院 滑川市

②がん診療拠点病院の診療機能
番号 名称 所在地 備考

1 富山県立中央病院 富山市 ★
2 富山市民病院 富山市 ＊
3 富山赤十字病院 富山市 ＊
4 富山大学附属病院 富山市 ☆
★：県がん診療連携拠点病院
☆：地域がん診療連携拠点病院
＊：県指定がん診療地域連携拠点病院
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がん（富山）

（２）療養支援　在宅療養支援機能
番号 名称 所在地 備考

1 アルペン室谷クリニック 富山市
2 いき内科クリニック 富山市
3 医生協  富山診療所 富山市
4 医生協  水橋診療所 富山市
5 大沢野中央診療所 富山市
6 おだふれあいクリニック 富山市
7 河上内科医院 富山市
8 くれよん在宅クリニック 富山市
9 佐伯クリニック 富山市

10 佐伯病院 富山市
11 杉野脳神経外科病院 富山市
12 清風台クリニック 富山市
13 高橋医院 富山市
14 高重記念クリニック 富山市
15 富山市まちなか診療所 富山市
16 長森興南クリニック 富山市
17 南洋クリニック 富山市
18 にしだ内科クリニック 富山市
19 ぬのせ内科 富山市
20 萩野医院 富山市
21 はやほし内科胃腸科クリニック 富山市
22 東岩瀬クリニック 富山市
23 藤下内科 富山市
24 藤田内科医院 富山市
25 前川クリニック 富山市
26 松田内科クリニック 富山市
27 八尾総合病院 富山市
28 富山西総合病院 富山市
29 やまだホームケアクリニック 富山市
30 山本内科医院 富山市
31 吉田内科クリニック 富山市
32 吉山医院 富山市
33 大沢野クリニック 富山市
34 みなみの星病院 富山市
35 毛利医院 滑川市
36 池田内科医院 上市町
37 わかくさ医院 上市町
38 かみいち総合病院 上市町
39 黒田内科医院 立山町
40 藤木病院 立山町
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◇大腸がん
（１）治療

①がん診療機能
番号 名称 所在地 備考

1 富山西総合病院 富山市
2 済生会富山病院 富山市
3 富山県立中央病院 富山市
4 富山市民病院 富山市
5 富山赤十字病院 富山市
6 富山大学附属病院 富山市
7 厚生連滑川病院 滑川市
8 かみいち総合病院 上市町

②がん診療拠点病院の診療機能
番号 名称 所在地 備考

1 富山県立中央病院 富山市 ★
2 富山市民病院 富山市 ＊
3 富山赤十字病院 富山市 ＊
4 富山大学附属病院 富山市 ☆
★：県がん診療連携拠点病院
☆：地域がん診療連携拠点病院
＊：県指定がん診療地域連携拠点病院
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（２）療養支援　在宅療養支援機能
番号 名称 所在地 備考

1 アルペン室谷クリニック 富山市
2 いき内科クリニック 富山市
3 医生協  富山診療所 富山市
4 医生協  水橋診療所 富山市
5 大沢野中央診療所 富山市
6 おだふれあいクリニック 富山市
7 河上内科医院 富山市
8 佐伯クリニック 富山市
9 杉野脳神経外科病院 富山市

10 佐伯病院 富山市
11 清風台クリニック 富山市
12 高橋医院 富山市
13 高重記念クリニック 富山市
14 富山市まちなか診療所 富山市
15 南洋クリニック 富山市
16 にしだ内科クリニック 富山市
17 ぬのせ内科 富山市
18 萩野医院 富山市
19 はやほし内科胃腸科クリニック 富山市
20 東岩瀬クリニック 富山市
21 藤下内科 富山市
22 藤田内科医院 富山市
23 前川クリニック 富山市
24 まきのクリニック 富山市
25 松田内科クリニック 富山市
26 八尾総合病院 富山市
27 やまだホームケアクリニック 富山市
28 山本内科医院 富山市
29 富山西総合病院 富山市
30 吉田内科クリニック 富山市
31 吉山医院 富山市
32 大沢野クリニック 富山市
33 みなみの星病院 富山市
34 毛利医院 滑川市
35 池田内科医院 上市町
36 わかくさ医院 上市町
37 かみいち総合病院 上市町
38 黒田内科医院 立山町
39 藤木病院 立山町
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◇乳がん
（１）治療

①がん診療機能
番号 名称 所在地 備考

1 富山西総合病院 富山市
2 済生会富山病院 富山市
3 富山県立中央病院 富山市
4 富山市民病院 富山市
5 富山赤十字病院 富山市
6 富山大学附属病院 富山市
7 厚生連滑川病院 滑川市
8 かみいち総合病院 上市町

②がん診療拠点病院の診療機能
番号 名称 所在地 備考

1 富山県立中央病院 富山市 ★
2 富山市民病院 富山市 ＊
3 富山赤十字病院 富山市 ＊
4 富山大学附属病院 富山市 ☆
★：県がん診療連携拠点病院
☆：地域がん診療連携拠点病院
＊：県指定がん診療地域連携拠点病院

（２）療養支援　在宅療養支援機能
番号 名称 所在地 備考

1 佐伯クリニック 富山市
2 清風台クリニック 富山市
3 高橋医院 富山市
4 高重記念クリニック 富山市
5 富山西総合病院 富山市
6 ぬのせ内科 富山市
7 萩野医院 富山市
8 藤下内科 富山市
9 やまだホームケアクリニック 富山市

11 大沢野クリニック 富山市

12 みなみの星病院 富山市

13 吉見病院 滑川市
14 わかくさ医院 上市町
15 かみいち総合病院 上市町
16 藤木病院 立山町

17 ページ



がん（富山）

◇子宮がん
（１）治療　

①がん診療機能
番号 名称 所在地 備考

1 富山西総合病院 富山市
2 済生会富山病院 富山市
3 富山県立中央病院 富山市
4 富山市民病院 富山市
5 富山赤十字病院 富山市
6 富山大学附属病院 富山市

②がん診療拠点病院の診療機能
番号 名称 所在地 備考

1 富山県立中央病院 富山市 ★
2 富山市民病院 富山市 ＊
3 富山赤十字病院 富山市 ＊
4 富山大学附属病院 富山市 ☆
★：県がん診療連携拠点病院
☆：地域がん診療連携拠点病院
＊：県指定がん診療地域連携拠点病院

（２）療養支援　在宅療養支援機能
番号 名称 所在地 備考

1 富山西総合病院 富山市
2 ぬのせ内科クリニック 富山市
3 やまだホームケアクリニック 富山市

4 吉田内科クリニック 富山市
5 かみいち総合病院 上市町
6 吉見病院 滑川市
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◇がん共通
（３）療養支援　在宅療養支援機能

＜ホスピス・緩和ケア病棟を有する病院＞
番号 名称 所在地 備考

1 富山県立中央病院 富山市
2 富山市民病院 富山市
3 富山赤十字病院 富山市

＜薬局＞
番号 名称 所在地 備考

1 アイビー薬局 富山市
2 アイン薬局　富山岩瀬店 富山市
3 アイン薬局　富山市民病院前店 富山市
4 アイン薬局　富山住吉店 富山市
5 アイン薬局　富山大学病院前店 富山市
6 アイン薬局　富山西店 富山市
7 あおぞら薬局 富山市
8 あおば薬局　くれは店 富山市
9 あおば薬局　中川原店 富山市
10 あおば薬局　堀店 富山市
11 あおば薬局　水橋店 富山市
12 あおば薬局　石金店 富山市
13 赤田かがやき薬局 富山市
14 あざみ薬局　 富山市
15 あねくら薬局 富山市
16 ありがとう薬局 富山市
17 アルプ薬局富山針原店 富山市
18 一番町薬局 富山市
19 ウエルシア調剤薬局　大沢野店 富山市
20 ウエルシア薬局  富山赤田店 富山市
21 ウエルシア薬局  富山大泉店 富山市
22 ウエルシア薬局　富山奥田店 富山市
23 ウエルシア薬局　富山上飯野店　 富山市
24 ウエルシア薬局  富山呉羽店 富山市
25 ウエルシア薬局　富山五福店 富山市
26 ウエルシア薬局　富山天正寺店 富山市
27 ウエルシア薬局　富山中川原店　 富山市
28 ウエルシア薬局　富山本郷店 富山市
29 ウエルシア薬局　富山八尾店 富山市
30 うさか野薬局 富山市
31 鵜坂わだ薬局 富山市
32 うさぎ薬局 富山市
33 永楽町薬局 富山市
34 江本薬局 富山市
35 オーク薬局　秋吉店　 富山市
36 オーク薬局　呉羽本町店　 富山市
37 オーク薬局　水橋店　 富山市
38 奥田かがやき薬局 富山市
39 オリーブ薬局 富山市
40 かみいいの薬局 富山市
41 がる薬局　富山経堂店 富山市
42 金屋すばる薬局 富山市
43 上飯野かがやき薬局 富山市
44 きときと薬局　布瀬店　 富山市
45 共創未来　安野屋薬局 富山市
46 共創未来　荒川薬局 富山市
47 共創未来　太田口薬局 富山市
48 共創未来　高田薬局 富山市
49 共創未来　太郎丸薬局 富山市
50 共創未来　堀川薬局 富山市
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51 経堂薬局 富山市
52 クオール薬局　下飯野店 富山市
53 クスリのアオキ　岩瀬東薬局 富山市
54 クスリのアオキ　大沢野薬局 富山市
55 クスリのアオキ　上飯野薬局 富山市
56 クスリのアオキ　経堂薬局 富山市
57 クスリのアオキ　呉羽薬局 富山市
58 クスリのアオキ　五福薬局 富山市
59 クスリのアオキ　下飯野薬局 富山市
60 クスリのアオキ　下大久保薬局　 富山市
61 クスリのアオキ　下奥井薬局 富山市
62 クスリのアオキ　富山県立中央病院前薬局 富山市
63 クスリのアオキ　富山新庄薬局 富山市
64 クスリのアオキ　西長江薬局 富山市
65 クスリのアオキ　本郷薬局 富山市
66 クスリのアオキ　向新庄薬局 富山市
67 クスリのアオキ　藤木薬局 富山市
68 クスリのアオキ　山室薬局 富山市
69 クスリのアオキ　八尾薬局 富山市
70 クスリのアオキ　根塚薬局 富山市
71 クスリのアオキ　婦中薬局 富山市
72 クスリのアオキ　堀川薬局 富山市
73 蔵薬局 富山市
74 グリーン今泉薬局 富山市
75 グリーン辰巳町薬局 富山市
76 グリーン本郷薬局 富山市
77 クローバーうさか薬局 富山市
78 興南薬局 富山市
79 ごそうつばさ薬局 富山市
80 こはる薬局　桃井町店 富山市
81 五番町薬局 富山市
82 五福薬局 富山市
83 五福しらとり薬局　 富山市
84 栄町漢方薬局 富山市
85 桜町薬局 富山市
86 さくら薬局　うしじま店 富山市
87 さくら薬局　富山北の森店 富山市
88 さくら薬局　ながえ店 富山市
89 さくら薬局　富山大学前店 富山市
90 さくらガーデン薬局 富山市
91 下新薬局 富山市
92 新園アルプ薬局 富山市
93 すぎたに調剤薬局 富山市
94 スギ薬局　赤江店 富山市
95 スギ薬局　呉羽店 富山市
96 スギ薬局　小杉店 富山市
97 スギ薬局　下冨居店 富山市
98 スギ薬局　西長江店 富山市
99 スギ薬局　南富山店 富山市
100 スギ薬局　山室店 富山市
101 すみれ薬局　緑町店 富山市
102 そうごう薬局　総曲輪店 富山市
103 そうごう薬局　双代店 富山市
104 そうごう薬局　布瀬店 富山市
105 そうごう薬局　東岩瀬店 富山市
106 そうごう薬局　和合店 富山市
107 高屋敷はなの木薬局 富山市
108 たけ調剤薬局 富山市
109 たけ調剤薬局　とやま駅前店 富山市
110 たちいで薬局 富山市
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111 たんぽぽ薬局　不二越店 富山市
112 たんぽぽ薬局　八尾店 富山市
113 チューリップ牛島薬局 富山市
114 チューリップ大泉本町薬局 富山市
115 チューリップ大沢野薬局 富山市
116 チューリップ大山薬局 富山市
117 チューリップ楠木薬局 富山市
118 チューリップ呉羽薬局 富山市
119 チューリップ呉羽高校前薬局 富山市
120 チューリップ城川原北薬局 富山市
121 チューリップ砂子田薬局 富山市
122 チューリップ富山駅前薬局 富山市
123 チューリップ富山南薬局 富山市
124 チューリップ長江中央薬局 富山市
125 チューリップ西中野薬局 富山市
126 チューリップ古沢薬局 富山市
127 チューリップ町村薬局 富山市
128 チューリップ水橋薬局 富山市
129 チューリップ元町薬局 富山市
130 チューリップ山室薬局 富山市
131 チューリップ薬局アリス店 富山市
132 ちよだ薬局 富山市
133 つきおか　つばさ薬局 富山市
134 富山総合薬局 富山市
135 富山総合薬局　上赤江店 富山市
136 とやま調剤薬局　大町店 富山市
137 とやま調剤薬局　藤の木店 富山市
138 富山針原アルプ薬局 富山市
139 ドラッグセイムス　富山西田地方薬局 富山市
140 どれみ薬局 富山市
141 ながえ薬局 富山市
142 西尾薬局　上飯野店 富山市
143 西尾薬局　大泉店 富山市
144 西尾薬局　下堀店 富山市
145 西尾薬局　富崎店 富山市
146 西尾薬局　婦中店 富山市
147 西町薬局 富山市
148 西田地方薬局 富山市
149 日本調剤　富山大前薬局 富山市
150 ノガミ薬局 富山市
151 ハート薬局　下奥井店 富山市
152 ハート薬局　神通本町店 富山市
153 ハート薬局　天正寺店 富山市
154 ハート薬局　広田店 富山市
155 ハート薬局　呉羽店 富山市
156 ハート薬局　城川原店 富山市
157 はなの木薬局　アピタ富山店 富山市
158 はやほし調剤薬局 富山市
159 ひかり薬局　秋吉店 富山市
160 ひかり薬局　堀川店 富山市
161 ひこ薬局 富山市
162 ひばり薬局 富山市
163 Ｖ・ｄｒｕｇ　大沢野南薬局 富山市
164 Ｖ・ｄｒｕｇ　富山太郎丸薬局 富山市
165 Ｖ・ｄｒｕｇ　富山花園薬局 富山市
166 Ｖ・ｄｒｕｇ　富山婦中薬局 富山市
167 Ｖ・ｄｒｕｇ　掛尾南薬局 富山市
168 Ｖ・ｄｒｕｇ　くまの店 富山市
169 Ｖ・ｄｒｕｇ　もえぎ調剤薬局 富山市
170 Ｖ・ｄｒｕｇ　富山二俣薬局 富山市
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171 フジイ薬局 富山市
172 藤の木薬局 富山市
173 フジムラ薬局 富山市
174 フジムラ薬局　キャロット１店 富山市
175 フタバファーマシー 富山市
176 婦中薬局 富山市
177 富南薬局 富山市
178 ふれあい豊田薬局 富山市
179 ふれあい水橋薬局 富山市
180 ふれあい薬局　千石町店 富山市
181 フロンティア薬局　富大前店 富山市
182 フロンティア薬局　富山中央店 富山市
183 フロンティア薬局　西長江店 富山市
184 星井町薬局 富山市
185 ホシ薬局 富山市
186 ほりかわ薬局 富山市
187 ほんごう薬局 富山市
188 本郷はなの木薬局 富山市
189 ぽんぽこ調剤薬局 富山市
190 三ツ葉調剤薬局 富山市
191 南ヶ丘グリーン薬局 富山市
192 ミナミ薬局 富山市
193 ミヤザキ薬局 富山市
194 薬局あこーれ 富山市
195 薬局あるこ 富山市
196 ヤマト薬局 富山市
197 ゆたか薬局 富山市
198 吉野薬局 富山市
199 瑠璃光薬局　秋吉店 富山市
200 瑠璃光薬局　向新庄店 富山市
201 瑠璃光薬局　弥生町店 富山市
202 アイリス薬局 滑川市
203 ウエルシア薬局　滑川吾妻店 滑川市
204 クスリのアオキ　うおのみ薬局 滑川市
205 クスリのアオキ　滑川店 滑川市
206 クスリのアオキ　柳原薬局 滑川市
207 すなこ薬局 滑川市
208 たんぽぽ薬局　常盤町店 滑川市
209 たんぽぽ薬局　滑川店 滑川市
210 チューリップ上小泉薬局 滑川市
211 中滑川薬局 滑川市
212 ハート薬局　滑川店 滑川市
213 ハート薬局　柳原店 滑川市
214 Ｖ・ｄｒｕｇ　滑川病院前薬局 滑川市
215 いい薬局 上市町
216 ウエルシア薬局　かみいち総合病院前店 上市町
217 かど薬局 上市町
218 上市青木二階堂薬局 上市町
219 クスリのアオキ　上市薬局 上市町
220 さくら薬局　上市店 上市町
221 チューリップ上市薬局 上市町
222 チューリップ法音寺薬局 上市町
223 剱漢方薬局 上市町
224 ひまわり薬局 上市町
225 ホリ薬局 上市町
226 ウエルシア薬局　富山立山店 立山町
227 栄光堂薬局 立山町
228 クスリのアオキ  立山薬局 立山町
229 さくら薬局　富山雄山店 立山町
230 立山中央薬局 立山町
231 チューリップ立山薬局 立山町
232 チューリップ米沢薬局 立山町
233 まつむら調剤薬局 立山町
234 めろん薬局　大石原店 立山町
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がんの医療を担う医療機関等

【高岡医療圏】

◇肺がん

（１）治療　

①がん診療機能

番号 名称 所在地 備考
1 厚生連高岡病院 高岡市
2 JCHO高岡ふしき病院 高岡市
3 高岡市民病院 高岡市
4 金沢医科大学氷見市民病院 氷見市

②がん診療拠点病院の診療機能

番号 名称 所在地 備考
1 厚生連高岡病院 高岡市 ☆
2 高岡市民病院 高岡市 ＊

☆：地域がん診療連携拠点病院　＊：県指定がん診療地域連携拠点病院

（２）療養支援　在宅療養支援機能
番号 名称 所在地 備考
1 赤祖父どいクリニック 高岡市
2 市野瀬和田内科医院 高岡市
3 上野医院 高岡市
4 木谷内科クリニック 高岡市
5 小関クリニック 高岡市
6 桜馬場内科歯科医院 高岡市
7 白川クリニック 高岡市
8 宗玄医院 高岡市
9 高岡みなみハートセンター　みなみの杜病院 高岡市
10 高の宮医院 高岡市
11 丹保病院 高岡市
12 戸出伊勢領　よろずクリニック　上田内科医院 高岡市
13 内科クリニックサンエール 高岡市
14 内科小児科井川クリニック 高岡市
15 なのはなクリニック 高岡市
16 なるせクリニック 高岡市
17 光ヶ丘病院 高岡市
18 平野クリニック 高岡市
19 福岡町たぐちクリニック 高岡市
20 藤田内科クリニック 高岡市
21 宝田内科クリニック 高岡市
22 済生会高岡病院 高岡市
23 JCHO高岡ふしき病院 高岡市
24 加藤医院 氷見市
25 澤武医院 氷見市
26 嶋尾内科医院 氷見市
27 高木内科医院 氷見市
28 高嶋クリニック 氷見市
29 中村記念病院 氷見市
30 福老館クリニック 氷見市
31 射水市民病院 射水市
32 真生会富山病院 射水市
33 たかはし内科医院 射水市
34 中新湊内科クリニック 射水市
35 のざわクリニック 射水市
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36 はぎの里クリニック 射水市
37 姫野病院 射水市
38 皆川医院 射水市
39 宮林クリニック 射水市
40 矢野医院 射水市

◇胃がん

（１）治療　

①がん診療機能

番号 名称 所在地 備考
1 厚生連高岡病院 高岡市
2 JCHO高岡ふしき病院 高岡市
3 高岡市民病院 高岡市
4 金沢医科大学氷見市民病院 氷見市
5 射水市民病院 射水市
6 真生会富山病院 射水市

②がん診療拠点病院の診療機能
番号 名称 所在地 備考
1 厚生連高岡病院 高岡市 ☆
2 高岡市民病院 高岡市 ＊

☆：地域がん診療連携拠点病院　＊：県指定がん診療地域連携拠点病院

（２）療養支援　在宅療養支援機能

番号 名称 所在地 備考
1 赤祖父どいクリニック 高岡市
2 市野瀬和田内科医院 高岡市
3 上野医院 高岡市
4 木谷内科クリニック 高岡市
5 小関クリニック 高岡市
6 桜馬場内科歯科医院 高岡市
7 白川クリニック 高岡市
8 宗玄医院 高岡市
9 高岡内科クリニック 高岡市
10 高岡みなみハートセンター　みなみの杜病院 高岡市
11 高の宮医院 高岡市
12 丹保病院 高岡市
13 戸出伊勢領　よろずクリニック　上田内科医院 高岡市
14 内科クリニックサンエール 高岡市
15 内科小児科井川クリニック 高岡市
16 なのはなクリニック 高岡市
17 なるせクリニック 高岡市
18 光ヶ丘病院 高岡市
19 平野クリニック 高岡市
20 福岡町たぐちクリニック 高岡市
21 藤田内科クリニック 高岡市
22 宝田内科クリニック 高岡市
23 済生会高岡病院 高岡市
24 JCHO高岡ふしき病院 高岡市
25 加藤医院 氷見市
26 澤武医院 氷見市
27 嶋尾内科医院 氷見市
28 高木内科医院 氷見市
29 高嶋クリニック 氷見市
30 中村記念病院 氷見市
31 福老館クリニック 氷見市
32 浅山外科胃腸科医院 射水市
33 射水市民病院 射水市
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34 白やぎ在宅クリニック 射水市
35 たかはし内科医院 射水市
36 中新湊内科クリニック 射水市
37 のざわクリニック 射水市
38 はぎの里クリニック 射水市
39 姫野病院 射水市
40 皆川医院 射水市
41 宮林クリニック 射水市
42 矢野医院 射水市
43 真生会富山病院 射水市

◇肝がん

（１）治療　がん診療機能

①がん診療機能

番号 名称 所在地 備考
1 厚生連高岡病院 高岡市
2 高岡市民病院 高岡市
3 金沢医科大学氷見市民病院 氷見市
4 真生会富山病院 射水市

②がん診療拠点病院の診療機能
番号 名称 所在地 備考
1 厚生連高岡病院 高岡市 ☆
2 高岡市民病院 高岡市 ＊

☆：地域がん診療連携拠点病院　＊：県指定がん診療地域連携拠点病院

（２）療養支援　在宅療養支援機能

番号 名称 所在地 備考
1 赤祖父どいクリニック 高岡市
2 市野瀬和田内科医院 高岡市
3 上野医院 高岡市
4 木谷内科クリニック 高岡市
5 小関クリニック 高岡市
6 桜馬場内科歯科医院 高岡市
7 白川クリニック 高岡市
8 宗玄医院 高岡市
9 高岡内科クリニック 高岡市
10 高岡みなみハートセンター　みなみの杜病院 高岡市
11 高の宮医院 高岡市
12 丹保病院 高岡市
13 戸出伊勢領　よろずクリニック　上田内科医院 高岡市
14 内科クリニックサンエール 高岡市
15 内科小児科井川クリニック 高岡市
16 なのはなクリニック 高岡市
17 なるせクリニック 高岡市
18 光ヶ丘病院 高岡市
19 平野クリニック 高岡市
20 福岡町たぐちクリニック 高岡市
21 藤田内科クリニック 高岡市
22 宝田内科クリニック 高岡市
23 済生会高岡病院 高岡市
24 JCHO高岡ふしき病院 高岡市
25 加藤医院 氷見市
26 澤武医院 氷見市
27 嶋尾内科医院 氷見市
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28 高木内科医院 氷見市
29 高嶋クリニック 氷見市
30 中村記念病院 氷見市
31 福老館クリニック 氷見市
32 浅山外科胃腸科医院 射水市
33 射水市民病院 射水市
34 白やぎ在宅クリニック 射水市
35 たかはし内科医院 射水市
36 中新湊内科クリニック 射水市
37 のざわクリニック 射水市
38 はぎの里クリニック 射水市
39 姫野病院 射水市
40 皆川医院 射水市
41 宮林クリニック 射水市
42 矢野医院 射水市
43 真生会富山病院 射水市

◇大腸がん
（１）治療　がん診療機能

①がん診療機能

番号 名称 所在地 備考
1 厚生連高岡病院 高岡市
2 JCHO高岡ふしき病院 高岡市
3 高岡市民病院 高岡市
4 金沢医科大学氷見市民病院 氷見市
5 射水市民病院 射水市
6 真生会富山病院 射水市

②がん診療拠点病院の診療機能
番号 名称 所在地 備考
1 厚生連高岡病院 高岡市 ☆
2 高岡市民病院 高岡市 ＊

☆：地域がん診療連携拠点病院　＊：県指定がん診療地域連携拠点病院

（２）療養支援　在宅療養支援機能

番号 名称 所在地 備考
1 赤祖父どいクリニック 高岡市
2 市野瀬和田内科医院 高岡市
3 上野医院 高岡市
4 木谷内科クリニック 高岡市
5 小関クリニック 高岡市
6 桜馬場内科歯科医院 高岡市
7 白川クリニック 高岡市
8 宗玄医院 高岡市
9 高岡内科クリニック 高岡市
10 高岡みなみハートセンター　みなみの杜病院 高岡市
11 高の宮医院 高岡市
12 丹保病院 高岡市
13 戸出伊勢領　よろずクリニック　上田内科医院 高岡市
14 内科クリニックサンエール 高岡市
15 内科小児科井川クリニック 高岡市
16 なのはなクリニック 高岡市
17 なるせクリニック 高岡市
18 光ヶ丘病院 高岡市
19 平野クリニック 高岡市
20 福岡町たぐちクリニック 高岡市
21 藤田内科クリニック 高岡市
22 宝田内科クリニック 高岡市
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23 済生会高岡病院 高岡市
24 JCHO高岡ふしき病院 高岡市
25 加藤医院 氷見市
26 澤武医院 氷見市
27 嶋尾内科医院 氷見市
28 高木内科医院 氷見市
29 高嶋クリニック 氷見市
30 中村記念病院 氷見市
31 福老館クリニック 氷見市
32 浅山外科胃腸科医院 射水市
33 射水市民病院 射水市
34 白やぎ在宅クリニック 射水市
35 たかはし内科医院 射水市
36 中新湊内科クリニック 射水市
37 のざわクリニック 射水市
38 はぎの里クリニック 射水市
39 姫野病院 射水市
40 皆川医院 射水市
41 宮林クリニック 射水市
42 矢野医院 射水市
43 真生会富山病院 射水市

◇乳がん

（１）治療　がん診療機能

①がん診療機能

番号 名称 所在地 備考
1 厚生連高岡病院 高岡市
2 JCHO高岡ふしき病院 高岡市
3 高岡市民病院 高岡市
4 金沢医科大学氷見市民病院 氷見市
5 射水市民病院 射水市

②がん診療拠点病院の診療機能
番号 名称 所在地 備考
1 厚生連高岡病院 高岡市 ☆
2 高岡市民病院 高岡市 ＊

☆：地域がん診療連携拠点病院　＊：県指定がん診療地域連携拠点病院

（２）療養支援　在宅療養支援機能

番号 名称 所在地 備考
1 赤祖父どいクリニック 高岡市
2 市野瀬和田内科医院 高岡市
3 上野医院 高岡市
3 白川クリニック 高岡市
4 高岡内科クリニック 高岡市
5 高岡みなみハートセンター　みなみの杜病院 高岡市
6 なのはなクリニック 高岡市
7 光ヶ丘病院 高岡市
8 平野クリニック 高岡市
9 藤田内科クリニック 高岡市
10 済生会高岡病院 高岡市
11 JCHO高岡ふしき病院 高岡市
12 加藤医院 氷見市
13 高嶋クリニック 氷見市
14 中村記念病院 氷見市
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15 浅山外科胃腸科医院 射水市
16 射水市民病院 射水市
17 白やぎ在宅クリニック 射水市
18 のざわクリニック 射水市
19 真生会富山病院 射水市
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◇子宮がん

（１）治療　がん診療機能

①がん診療機能

番号 名称 所在地 備考
1 厚生連高岡病院 高岡市
2 高岡市民病院 高岡市

②がん診療拠点病院の診療機能
番号 名称 所在地 備考
1 厚生連高岡病院 高岡市 ☆
2 高岡市民病院 高岡市 ＊

☆：地域がん診療連携拠点病院　＊：県指定がん診療地域連携拠点病院

（２）療養支援　在宅療養支援機能

番号 名称 所在地 備考
1 赤祖父どいクリニック 高岡市
2 戸出伊勢領　よろずクリニック　上田内科医院 高岡市
2 光ヶ丘病院 高岡市
3 済生会高岡病院 高岡市
4 JCHO高岡ふしき病院 高岡市
5 中村記念病院 氷見市
6 射水市民病院 射水市
7 皆川医院 射水市
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◇がん共通

（３）療養支援　在宅療養支援機能

<薬局>
番号 名称 所在地 備考
1 V・drug 高岡木津薬局 高岡市
2 V・drug 高岡羽広薬局 高岡市
3 V・drug 中曽根薬局 高岡市
4 あい丸の内薬局 高岡市
5 アイン薬局済生会高岡病院店 高岡市
6 アイン薬局佐野店 高岡市
7 あおぞら薬局駅南 高岡市
8 あおば薬局高岡店 高岡市
9 アルプ薬局金屋店 高岡市
10 アルプ薬局早川店 高岡市
11 イオン薬局高岡南店 高岡市
12 ウエルシア薬局高岡京田店 高岡市
13 ウエルシア薬局高岡戸出店 高岡市
14 ウエルシア薬局高岡佐野店 高岡市
15 ウエルシア薬局高岡姫野店 高岡市
16 駅南あさがお薬局 高岡市
17 扇町薬局 高岡市
18 クスリのアオキ金屋本町薬局 高岡市
19 クスリのアオキ高岡駅南薬局 高岡市
20 クスリのアオキ中川栄薬局 高岡市
21 クスリのアオキ中曽根薬局 高岡市
22 クスリのアオキ野村薬局 高岡市
23 さくら薬局永楽店 高岡市
24 さくら薬局高岡中央店 高岡市
25 さくら薬局宝町店 高岡市
26 スギ薬局新湊店 高岡市
27 成美薬局 高岡市
28 せせらぎ薬局 高岡市
29 そうごう薬局サンエール店 高岡市
30 高岡駅南薬局 高岡市
31 たかおか南星薬局 高岡市
32 高岡薬局 高岡市
33 タケザワ薬局 高岡市
34 たなか薬局 高岡市
35 たんぽぽ薬局高岡店 高岡市
36 たんぽぽ薬局伏木店 高岡市
37 チューリップ旭ヶ丘薬局 高岡市
38 チューリップ泉ヶ丘薬局 高岡市
39 チューリップいわせの薬局 高岡市
40 チューリップ中曽根薬局 高岡市
41 チューリップ波岡薬局 高岡市
42 チューリップ南星薬局 高岡市
43 チューリップ東上関薬局 高岡市
44 チューリップ二塚薬局 高岡市
45 チューリップやぶなみ薬局 高岡市
46 とやま調剤薬局南星店 高岡市
47 とやま調剤薬局能町店 高岡市
48 どんぐり薬局 高岡市
49 ながさわ薬局 高岡市
50 中田グリーン薬局 高岡市
51 ノムラ薬局合同会社 高岡市
52 ハートフル戸出薬局 高岡市
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53 ハート薬局高岡店 高岡市
54 阪神調剤薬局かたかご店 高岡市
55 ひかり薬局木津店 高岡市
56 ひかり薬局定塚店 高岡市
57 ひかり薬局戸出店 高岡市
58 ひかり薬局問屋町店 高岡市
59 ひかり薬局四屋店 高岡市
60 ひまわり薬局 高岡市
61 ファーマシータキダ佐野薬局 高岡市
62 フロンティア薬局高岡店 高岡市
63 ゆうあい薬局 高岡市
64 ルナ大手町薬局 高岡市
65 瑠璃光薬局高岡店 高岡市
66 アイン薬局氷見市民病院前店 氷見市
67 かえで薬局 氷見市
68 クスリのアオキ氷見幸町薬局 氷見市
69 クスリのアオキ柳田薬局 氷見市
70 しみず薬局プラファ調剤 氷見市
71 鈴木薬局 氷見市
72 たんぽぽ薬局氷見店 氷見市
73 チューリップ本町薬局 氷見市
74 ファーマライズ薬局氷見店 氷見市
75 薬局マツモトキヨシ氷見くらかわ店 氷見市
76 瑠璃光薬局氷見店 氷見市
77 あおば薬局ひばり店 射水市
78 いみずの薬局 射水市
79 いみず薬局ひばり調剤 射水市
80 ウエルシア薬局射水小杉店 射水市
81 ウエルシア薬局射水本開発店 射水市
82 クオール薬局下若店 射水市
83 グリーン黒河薬局 射水市
84 コスギ薬局 射水市
85 サエラ薬局新湊店 射水市
86 しみず薬局 射水市
87 新湊中央薬局 射水市
88 スギ薬局いみずの小杉店 射水市
89 太閤山薬局 射水市
90 大門中央薬局 射水市
91 チューリップ海老江薬局 射水市
92 チューリップ新湊薬局 射水市
93 チューリップ立町薬局 射水市
94 チューリップ中新湊薬局 射水市
95 とやま調剤薬局大門店 射水市
96 永野薬局 射水市
97 なでしこ薬局 射水市
98 にの井薬局 射水市
99 日本調剤大門薬局 射水市
100 ハート薬局東太閤山店 射水市
101 ひかり薬局海老江店 射水市
102 ふれあい新湊薬局 射水市
103 やくとファーマシー大島 射水市

　<ホスピス・緩和ケア病床を有する病院>
番号 名称 所在地 備考
1 厚生連高岡病院 高岡市
2 高岡市民病院 高岡市

　<在宅緩和ケア支援センター>
管内該当なし
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がんの医療を担う医療機関等　

◇肺がん

（１）治療

①がん診療機能

番号 名称 所在地 備考

1 市立砺波総合病院 砺波市

2 公立学校共済組合北陸中央病院 小矢部市

②がん診療拠点病院の診療機能
番号 名称 所在地 備考
1 市立砺波総合病院 砺波市 ☆

☆がん診療連携拠点病院

（２）療養支援･･･在宅療養支援機能
番号 名称 所在地 備考
1 おおた内科クリニック 砺波市
2 かねきホームクリニック 砺波市
3 髙橋外科医院 砺波市
4 ものがたり診療所 砺波市
5 やました医院 砺波市
6 公立南砺中央病院 南砺市
7 産婦人科内科　金子医院 南砺市
8 城端理休クリニック 南砺市
9 鷹西医院 南砺市
10 南砺市平診療所 南砺市
11 南砺市民病院 南砺市
12 根井クリニック 南砺市
13 花の杜石坂内科醫院 南砺市
14 山見内科医院 南砺市

◇胃がん

（１）治療

①がん診療機能
番号 名称 所在地 備考
1 市立砺波総合病院 砺波市
2 公立学校共済組合北陸中央病院 小矢部市
3 公立南砺中央病院 南砺市
4 南砺市民病院 南砺市
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②がん診療拠点病院の診療機能
番号 名称 所在地 備考
1 市立砺波総合病院 砺波市 ☆

☆がん診療連携拠点病院

（２）療養支援･･･在宅療養支援機能
番号 名称 所在地 備考
1 いなむら内科 砺波市
2 おおた内科クリニック 砺波市
3 かねきホームクリニック 砺波市
4 佐藤内科クリニック 砺波市
5 髙橋外科医院 砺波市
6 ものがたり診療所 砺波市
7 やました医院 砺波市
8 村田医院 小矢部市
9 公立南砺中央病院 南砺市
10 産婦人科内科　金子医院 南砺市
11 城端理休クリニック 南砺市
12 鷹西医院 南砺市
13 南砺市平診療所 南砺市
14 南砺市民病院 南砺市
15 根井クリニック 南砺市
16 花の杜石坂内科醫院 南砺市
17 山見内科医院 南砺市

◇肝がん

（１）治療

①がん診療機能
番号 名称 所在地 備考
1 市立砺波総合病院 砺波市
2 公立学校共済組合北陸中央病院 小矢部市
3 公立南砺中央病院 南砺市
4 南砺市民病院 南砺市

番号 名称 所在地 備考
1 市立砺波総合病院 砺波市 ☆

☆がん診療連携拠点病院

（２）療養支援･･･在宅療養支援機能
番号 名称 所在地 備考
1 いなむら内科 砺波市
2 おおた内科クリニック 砺波市
3 かねきホームクリニック 砺波市
4 佐藤内科クリニック 砺波市
5 髙橋外科医院 砺波市
6 ものがたり診療所 砺波市
7 やました医院 砺波市
8 村田医院 小矢部市
9 公立南砺中央病院 南砺市
10 産婦人科内科　金子医院 南砺市
11 城端理休クリニック 南砺市
12 鷹西医院 南砺市
13 南砺市平診療所 南砺市
14 南砺市民病院 南砺市
15 根井クリニック 南砺市
16 花の杜石坂内科醫院 南砺市
17 山見内科医院 南砺市

33 ページ



がん（砺波）

◇大腸がん

（１）治療

①がん診療機能
番号 名称 所在地 備考
1 市立砺波総合病院 砺波市
2 公立学校共済組合北陸中央病院 小矢部市
3 公立南砺中央病院 南砺市
4 南砺市民病院 南砺市

②がん診療拠点病院の診療機能
番号 名称 所在地 備考

1 市立砺波総合病院 砺波市 ☆

☆がん診療連携拠点病院

（２）療養支援･･･在宅療養支援機能

番号 名称 所在地 備考

1 いなむら内科 砺波市
2 おおた内科クリニック 砺波市
3 かねきホームクリニック 砺波市
4 佐藤内科クリニック 砺波市
5 髙橋外科医院 砺波市
6 ものがたり診療所 砺波市
7 やました医院 砺波市
8 村田医院 小矢部市
9 公立南砺中央病院 南砺市
10 産婦人科内科　金子医院 南砺市
11 城端理休クリニック 南砺市
12 鷹西医院 南砺市
13 南砺市平診療所 南砺市
14 南砺市民病院 南砺市
15 根井クリニック 南砺市
16 花の杜石坂内科醫院 南砺市
17 山見内科医院 南砺市

◇乳がん
（１）治療

①がん診療機能

番号 名称 所在地 備考

1 市立砺波総合病院 砺波市
2 公立学校共済組合北陸中央病院 小矢部市
3 公立南砺中央病院 南砺市
4 南砺市民病院 南砺市

②がん診療拠点病院の診療機能
番号 名称 所在地 備考

1 市立砺波総合病院 砺波市 ☆

☆がん診療連携拠点病院
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（２）療養支援･･･在宅療養支援機能
番号 名称 所在地 備考

1 かねきホームクリニック 砺波市
2 ものがたり診療所 砺波市
3 やました医院 砺波市
4 村田医院 小矢部市
5 公立南砺中央病院 南砺市
6 産婦人科内科　金子医院 南砺市
7 南砺市平診療所 南砺市
8 南砺市民病院 南砺市

◇子宮がん

（１）治療

①がん診療機能

番号 名称 所在地 備考

1 市立砺波総合病院 砺波市
2 公立学校共済組合北陸中央病院 小矢部市

②がん診療拠点病院の診療機能

番号 名称 所在地 備考

1 市立砺波総合病院 砺波市 ☆

☆がん診療連携拠点病院

（２）療養支援･･･在宅療養支援機能
番号 名称 所在地 備考
1 ものがたり診療所 砺波市
2 公立南砺中央病院 南砺市
3 産婦人科内科　金子医院 南砺市
4 南砺市民病院 南砺市
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◇がん共通

　○ 療養支援　在宅療養支援機能

　<薬局>
番号 名称 所在地 備考
1 アルプ薬局ことぶき店 砺波市
2 イオン薬局となみ店 砺波市
3 いかるぎ薬局 砺波市
4 ウエルシア薬局　砺波豊町店 砺波市
5 ウエルシア薬局砺波十年明店 砺波市
6 ウエルシア薬局砺波中神南店 砺波市
7 クスリのアオキ新富薬局 砺波市
8 すぎのき薬局 砺波市
9 スギ薬局　砺波総合病院前店 砺波市
10 スギ薬局　砺波店 砺波市
11 タケザワ薬局　トナミ店 砺波市
12 たちぱぱ薬局 砺波市
13 たちぱぱ薬局エナックス 砺波市
14 たんぽぽ薬局　砺波店 砺波市
15 チューリップ公園前薬局 砺波市
16 チューリップ山王薬局 砺波市
17 チューリップ杉木薬局 砺波市
18 チューリップ太郎丸薬局 砺波市
19 チューリップ中神薬局 砺波市
20 チューリップ砺波薬局 砺波市
21 とやま調剤薬局　となみ店 砺波市
22 ひかり薬局　栄町店 砺波市
23 ひかり薬局　豊町店 砺波市
24 ひかり薬局庄川店 砺波市
25 ひかり薬局大辻店 砺波市
26 ひまわり薬局　砺波店 砺波市

27 アイン薬局　小矢部店 小矢部市
28 ウエルシア薬局小矢部石動駅店 小矢部市
29 クスリのアオキ小矢部中央薬局 小矢部市
30 グリーン小矢部薬局 小矢部市
31 こぐま薬局 小矢部市
32 チューリップ埴生薬局 小矢部市
33 ひなげし薬局小矢部新富町店 小矢部市
34 ひなげし薬局小矢部中央店 小矢部市
35 薬局マツモトキヨシ小矢部店 小矢部市
36 アイン薬局　南砺中央店 南砺市
37 アイン薬局　南砺店 南砺市
38 アルプ薬局福野店 南砺市
39 たんぽぽ薬局　南砺中央店 南砺市
40 チューリップ天神町薬局 南砺市
41 チューリップ福野薬局 南砺市
42 チューリップ福光薬局 南砺市
43 とやま調剤薬局　南砺山見店 南砺市
44 ファーマライズ薬局　南砺店 南砺市
45 ファーマライズ薬局　福光店 南砺市
46 福野ひまわり薬局 南砺市
47 薬局マツモトキヨシ福光店 南砺市
48 ワタナベ薬局 南砺市

　<ホスピス･緩和ケア病床を有する病院>
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