
糖尿病（新川）

糖尿病の医療を担う医療機関等

【新川医療圏】

（１）専門治療　血糖コントロール「不可」症例などに教育入院等の集中的な治療を行う機能

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
3 桜井病院 黒部市
4 あさひ総合病院 朝日町

（２）急性増悪時治療　急性合併症の治療を行う機能

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
3 桜井病院 黒部市
4 あさひ総合病院 朝日町
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糖尿病（新川）

（３）慢性合併症治療　糖尿病の慢性合併症の治療を行う機能

　<慢性合併症治療一般>
番号 名称 所在地 備考
1 富山労災病院 魚津市
2 吉島内科クリニック 魚津市
3 宮本内科小児科医院 魚津市
4 浦田クリニック 魚津市
5 平野クリニック 魚津市
6 大﨑クリニック 魚津市
7 青山内科 魚津市
8 黒部市民病院 黒部市
9 藤が丘クリニック 黒部市
10 高桜内科医院 黒部市
11 岩田クリニック 黒部市
12 池田リハビリテーション病院 黒部市
13 桜井病院 黒部市
14 山本クリニック 入善町
15 入善セントラル病院 入善町
16 丸川病院 入善町
17 あさひ総合病院 朝日町
18 坂東病院 朝日町

　<糖尿病網膜症>
番号 名称 所在地 備考
1 松本眼科医院 魚津市
2 富山労災病院 魚津市
3 黒部市民病院 黒部市
4 新田眼科 入善町
5 あさひ総合病院 朝日町

　<糖尿病腎症>
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
3 あさひ総合病院 朝日町
4 坂東病院 朝日町
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糖尿病（富山）

糖尿病の医療を担う医療機関等
【富山医療圏】

番号 名称 所在地 備考
1 富山協立病院 富山市
2 不二越病院 富山市
3 八尾総合病院 富山市
4 富山西総合病院 富山市
5 済生会富山病院 富山市

6 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 富山市
7 富山県立中央病院 富山市
8 富山市民病院 富山市
9 富山赤十字病院 富山市
10 富山大学附属病院 富山市
11 富山市立富山まちなか病院 富山市
12 厚生連滑川病院 滑川市
13 かみいち総合病院 上市町
14 藤木病院 立山町

（２）急性増悪時治療　急性合併症の治療を行う機能
番号 名称 所在地 備考
1 富山協立病院 富山市
2 八尾総合病院 富山市
3 富山西総合病院 富山市
4 済生会富山病院 富山市
5 富山県立中央病院 富山市
6 富山市民病院 富山市
7 富山赤十字病院 富山市
8 富山大学附属病院 富山市
9 富山市立富山まちなか病院 富山市
10 杉野脳神経外科病院 富山市
11 厚生連滑川病院 滑川市
12 かみいち総合病院 上市町
13 藤木病院 立山町

（１）専門治療　血糖コントロール「不可」症例などに教育入院等の
　　　集中的な治療を行う機能
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糖尿病（富山）

（３）慢性合併症治療　糖尿病の慢性合併症の治療を行う機能
＜慢性合併症治療一般＞
番号 名称 所在地 備考
1 いき内科クリニック 富山市
2 石金内科医院 富山市
3 医生協　水橋診療所 富山市
4 岩城内科 富山市
5 上野医院 富山市
6 江本医院 富山市
7 大沢野中央診療所 富山市
8 奥田医院 富山市
9 おだふれあいクリニック 富山市
10 河上内科医院 富山市
11 川崎内科医院 富山市
12 くまのクリニック 富山市
13 越村医院 富山市
14 佐伯病院 富山市
15 城石内科クリニック 富山市
16 新庄内科クリニック 富山市
17 杉野脳神経外科病院 富山市
18 高橋医院 富山市
19 谷野岩瀬医院 富山市
20 種井内科胃腸科クリニック 富山市
21 月岡クリニック 富山市
22 つねだ内科 富山市
23 富大西門前クリニック 富山市
24 富山協立病院 富山市
25 南洋クリニック 富山市
26 西邨内科 富山市
27 ぬのせ内科 富山市
28 東とやまクリニック 富山市
29 不二越病院 富山市
30 ほおのき医院 富山市
31 堀地医院 富山市
32 前川クリニック 富山市
33 政岡内科病院 富山市
34 桝谷胃腸科内科クリニック 富山市
35 桝谷内科 富山市
36 松井内科医院 富山市
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糖尿病（富山）

37 万見内科医院 富山市
38 三川クリニック 富山市
39 元町内科 富山市
40 八尾総合病院 富山市
41 富山西総合病院 富山市
42 山本内科医院 富山市
43 吉田内科クリニック 富山市
44 吉山医院 富山市
45 わかぐり内科 富山市
46 わたなべ医院 富山市
47 国立病院機構富山病院 富山市
48 済生会富山病院 富山市
49 富山県立中央病院 富山市
50 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 富山市
51 富山市民病院 富山市
52 富山赤十字病院 富山市
53 富山大学附属病院 富山市
54 富山市立富山まちなか病院 富山市
55 大沢野クリニック 富山市
56 みなみの星病院 富山市
57 荒川内科クリニック 滑川市
58 伊井外科 滑川市
59 くるまたにクリニック 滑川市
60 中村内科医院 滑川市
61 ひまわりクリニック 滑川市
62 吉見病院 滑川市
63 厚生連滑川病院 滑川市
64 安本内科クリニック 上市町
65 かみいち総合病院 上市町
66 黒田内科医院 立山町
67 内科　酒井医院 立山町
68 藤木病院 立山町
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糖尿病（富山）

＜糖尿病網膜症＞
番号 名称 所在地 備考
1 石田眼科医院 富山市
2 石田ひとみ眼科医院 富山市
3 岡本眼科 富山市
4 片口眼科クリニック 富山市
5 片山眼科医院 富山市
6 かみやま眼科 富山市
7 こばやし眼科クリニック 富山市
8 こまた眼科 富山市
9 佐伯病院 富山市
10 しのだ眼科 富山市
11 たかた眼科 富山市
12 たち眼科富山駅前アイクリニック 富山市
13 田中眼科医院 富山市
14 とりさき眼科 富山市
15 中川眼科 富山市
16 ながた裕子眼科 富山市
17 平田眼科医院 富山市
18 ほり眼科 富山市
19 ますだ眼科 富山市
20 みずの眼科クリニック 富山市
21 八尾総合病院 富山市
22 富山西総合病院 富山市
23 山田祐司眼科医院 富山市
24 済生会富山病院 富山市
25 富山県立中央病院 富山市
26 富山市民病院 富山市
27 富山赤十字病院 富山市
28 富山大学附属病院 富山市
29 富山市立富山まちなか病院 富山市
30 石坂眼科医院 滑川市
31 厚生連滑川病院 滑川市
32 かみいち総合病院 上市町

＜糖尿病腎症＞
番号 名称 所在地 備考
1 うさかクリニック 富山市
2 富山駅前ひまわり病院 富山市

3 城南温泉第二病院 富山市
4 城南内科クリニック 富山市
5 成和病院 富山市
6 富山協立病院 富山市

7 長谷川病院 富山市
8 不二越病院 富山市
9 政岡内科病院 富山市

10 三川クリニック 富山市
11 元町内科 富山市
12 富山西総合病院 富山市

13 横田病院 富山市
14 国立病院機構富山病院 富山市
15 済生会富山病院 富山市

16 富山県立中央病院 富山市
17 富山市民病院 富山市
18 富山赤十字病院 富山市
19 富山大学附属病院 富山市
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糖尿病（富山）

20 厚生連滑川病院 滑川市

21 かみいち総合病院 上市町
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糖尿病（高岡）

糖尿病の医療を担う医療機関等

【高岡医療圏】

（１）専門治療　血糖コントロール「不可」症例などに教育入院等の集中的な治療を行う機能

番号 名称 所在地 備考
1 あさなぎ病院 高岡市
2 厚生連高岡病院 高岡市
3 高陵クリニック 高岡市
4 済生会高岡病院 高岡市
5 JCHO高岡ふしき病院 高岡市
6 高岡市民病院 高岡市
7 光ヶ丘病院 高岡市
8 金沢医科大学氷見市民病院 氷見市
9 中村記念病院 氷見市
10 射水市民病院 射水市
11 真生会富山病院 射水市

（２）急性増悪時治療　急性合併症の治療を行う機能

番号 名称 所在地 備考
1 厚生連高岡病院 高岡市
2 済生会高岡病院 高岡市
3 JCHO高岡ふしき病院 高岡市
4 高岡市民病院 高岡市
5 光ヶ丘病院 高岡市
6 金沢医科大学氷見市民病院 氷見市
7 中村記念病院 氷見市
8 射水市民病院 射水市
9 真生会富山病院 射水市

8ページ



糖尿病（高岡）

（３）慢性合併症治療　糖尿病の慢性合併症の治療を行う機能

<慢性合併症治療一般>
番号 名称 所在地 備考
1 あさなぎ病院 高岡市
2 五十嵐内科医院 高岡市
3 泉が丘内科クリニック 高岡市
4 木谷内科クリニック 高岡市
5 厚生連高岡病院 高岡市
6 高陵クリニック 高岡市
7 越田内科クリニック 高岡市
8 済生会高岡病院 高岡市
9 桜馬場内科歯科医院 高岡市
10 サンバリー福岡病院 高岡市
11 JCHO高岡ふしき病院 高岡市
12 瀬尾内科医院 高岡市
13 高岡市民病院 高岡市
14 高岡みなみハートセンター　みなみの杜病院 高岡市
15 竹越内科クリニック 高岡市
16 戸出伊勢領　よろずクリニック　上田内科医院 高岡市
17 南星クリニック 高岡市
18 沼内科医院 高岡市
19 光ヶ丘病院 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 松本内科クリニック 高岡市
23 みやこし内科医院 高岡市
24 森胃腸科内科外科クリニック 高岡市
25 吉田内科小児科 高岡市
26 河合内科医院 氷見市
27 澤武医院 氷見市
28 嶋尾内科医院 氷見市
29 金沢医科大学氷見市民病院 氷見市
30 高木内科医院 氷見市
31 高嶋クリニック 氷見市
32 中村記念病院 氷見市
33 福田内科医院 氷見市
34 福老館クリニック 氷見市
35 ゆう内科クリニック 氷見市
36 射水市民病院 射水市
37 おおがくクリニック 射水市
38 木戸クリニック 射水市
39 越野医院 射水市
40 真生会富山病院 射水市
41 中新湊内科クリニック 射水市
42 姫野病院 射水市
43 松本医院 射水市
44 万葉クリニック 射水市
45 皆川医院 射水市
46 宮林クリニック 射水市
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糖尿病（高岡）

<糖尿病網膜症>
番号 名称 所在地 備考
1 小沢眼科医院 高岡市
2 こしぶ眼科クリニック 高岡市
3 千羽・矢野眼科といで医院 高岡市
4 立浪眼科医院 高岡市
5 南星金子眼科クリニック 高岡市
6 はやみ眼科医院 高岡市
7 よねわき眼科 高岡市
8 厚生連高岡病院 高岡市
9 済生会高岡病院 高岡市
10 JCHO高岡ふしき病院 高岡市
11 高岡市民病院 高岡市
12 金沢医科大学氷見市民病院 氷見市
13 氷見なかたに眼科 氷見市
14 おおがくクリニック 射水市
15 木戸クリニック 射水市
16 射水市民病院 射水市
17 真生会富山病院 射水市

<糖尿病腎症>
番号 名称 所在地 備考
1 泉が丘内科クリニック 高岡市
2 市野瀬和田内科医院 高岡市
3 高陵クリニック 高岡市
4 泌尿器科小島医院 高岡市
5 吉田内科小児科 高岡市
6 あさなぎ病院 高岡市
7 厚生連高岡病院 高岡市
8 済生会高岡病院 高岡市
9 高岡市民病院 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 河合内科医院 氷見市
12 金沢医科大学氷見市民病院 氷見市
13 中村記念病院 氷見市
14 射水市民病院 射水市
15 真生会富山病院 射水市
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糖尿病(砺波）

【糖尿病の医療を担う医療機関等】　
（１）専門治療･･･血糖コントロール不可例の治療を行う機能

番号 名称 所在地 備考
1 市立砺波総合病院 砺波市
2 太田病院 小矢部市
3 公立学校共済組合北陸中央病院 小矢部市
4 西野内科病院 小矢部市
5 公立南砺中央病院 南砺市
6 南砺市民病院 南砺市

（２）急性増悪時治療･･･急性合併症の治療を行う機能

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

（３）慢性合併症治療･･･糖尿病の慢性合併症の治療を行う機能

　<基準１：慢性合併症治療一般>

番号 名称 所在地 備考
1 あおい病院 砺波市
2 大沢内科クリニック 砺波市
3 寿康堂　吉田医院 砺波市
4 市立砺波総合病院 砺波市
5 山本内科医院 砺波市
6 力耕会　金井医院 砺波市
7 医療法人社団　畠山内科クリニック 小矢部市
8 太田病院 小矢部市
9 大野クリニック 小矢部市
10 公立学校共済組合北陸中央病院 小矢部市
11 つざわ津田病院 小矢部市
12 西野内科病院 小矢部市
13 沼田医院 小矢部市
14 公立南砺中央病院 南砺市
15 産婦人科内科　金子医院 南砺市
16 中田内科医院 南砺市
17 南砺家庭・地域医療センター 南砺市
18 南砺市民病院 南砺市

　<基準２：糖尿病網膜症>

番号 名称 所在地 備考
1 桐沢医院 砺波市
2 市立砺波総合病院 砺波市
3 とよだ眼科クリニック 砺波市
4 ゆあさ眼科 砺波市
5 小矢部たがわ眼科 小矢部市
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糖尿病(砺波）

6 公立学校共済組合北陸中央病院 小矢部市
7 柴田医院 南砺市
8 南砺市民病院 南砺市
9 森田眼科医院 南砺市

　<基準３：糖尿病腎症>

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 南砺市民病院 南砺市
4 公立南砺中央病院 南砺市
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