
小児（新川）

小児医療を担う医療機関等

【新川医療圏】

（１）一般小児医療　一般小児医療を担う機能

<病院・診療所>
番号 名称 所在地 備考
1 ありそクリニック 魚津市
2 いなば小児科医院 魚津市
3 大﨑医院 魚津市
4 大﨑クリニック 魚津市
5 吉島内科クリニック 魚津市
6 キッズベアー診療所 魚津市
7 船崎内科小児科医院 魚津市
8 桝崎クリニック 魚津市
9 宮本内科小児科医院 魚津市
10 富山労災病院 魚津市
11 しのざき小児科 黒部市
12 藤が丘クリニック 黒部市
13 桃井医院 黒部市
14 黒部市民病院 黒部市
15 川瀬医院 入善町
16 嶋田医院 入善町
17 野島医院 入善町
18 米澤医院 入善町
19 坂東病院 朝日町
20 あさひ総合病院 朝日町

（２）小児専門医療　小児専門医療を担う機能

番号 名称 所在地 備考
1 黒部市民病院 黒部市
2 あさひ総合病院 朝日町

（３）高度小児専門医療　高度な小児専門医療を担う機能

管内に該当機関なし



小児（富山）

小児医療を担う医療機関等
【富山医療圏】
（１）一般小児医療　一般小児医療を担う機能

<医療機関>
番号 名称 所在地 備考
1 あゆみの郷 富山市
2 家城産婦人科医院 富山市
3 石金内科医院 富山市
4 泉小児科 富山市
5 岩城内科医院 富山市
6 うえむらこども医院 富山市
7 江本医院 富山市
8 岡部こども医院 富山市
9 岡田産科婦人科 富山市
10 上飯野小児科クリニック 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 くれはキッズクリニック 富山市
14 越村医院 富山市
15 さいだ小児科 富山市
16 佐伯クリニック 富山市
17 嶋尾こどもクリニック 富山市
18 島田医院 富山市
19 島田病院 富山市
20 城石内科クリニック 富山市
21 しんたにこどもクリニック 富山市
22 しんめいこどもクリニック 富山市
23 すざき子ども医院 富山市
24 高重記念クリニック 富山市
25 たかたこども医院 富山市
26 高橋医院 富山市
27 谷野岩瀬医院 富山市
28 種井内科胃腸科クリニック 富山市
29 富山市・医師会救急センター 富山市
30 内科小児科中田医院 富山市
31 のがみこどもクリニック 富山市
32 野田内科医院 富山市
33 橋本医院 富山市
34 はやしこどもクリニック 富山市
35 ファボーレこどもクリニック 富山市
36 藤澤医院 富山市
37 ふたごぼしキッズクリニック 富山市
38 蛍川クリニック 富山市
39 本定内科クリニック 富山市
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小児（富山）

番号 名称 所在地 備考
40 前川クリニック 富山市
41 まきのクリニック 富山市
42 馬瀬小児科医院 富山市
43 松井内科医院 富山市
44 むらかみ小児科アレルギークリニック 富山市
45 八木小児科医院 富山市
46 柳瀬医院 富山市
47 吉田内科クリニック 富山市
48 吉山医院 富山市
49 富山西総合病院 富山市
50 八尾総合病院 富山市
51 国立病院機構富山病院 富山市
52 済生会富山病院 富山市
53 富山県立中央病院 富山市
54 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
55 富山市民病院 富山市
56 富山赤十字病院 富山市
57 富山大学附属病院 富山市
58 おのうえこどもクリニック 滑川市
59 厚生連滑川病院 滑川市
60 酒井医院 上市町
61 中村内科クリニック 上市町
62 かみいち総合病院 上市町
63 植野耳鼻科 立山町
64 かとうこどもクリニック 立山町
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小児（富山）

番号 名称 所在地 備考
（２）小児専門医療　小児専門医療を担う機能

番号 名称 所在地 備考
1 あゆみの郷 富山市
2 富山西総合病院 富山市
3 八尾総合病院 富山市
4 国立病院機構富山病院 富山市
5 富山県立中央病院 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 富山市民病院 富山市
8 富山赤十字病院 富山市
9 富山大学附属病院 富山市
10 厚生連滑川病院 滑川市
11 かみいち総合病院 上市町

★：総合周産期母子医療センター
☆：救命救急センター

（３）高度小児専門医療　高度な小児専門医療を担う機能
番号 名称 所在地 備考
1 富山県立中央病院 富山市 ★☆
2 富山大学附属病院 富山市
★：総合周産期母子医療センター
☆：救命救急センター
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小児（高岡）

小児医療を担う医療機関等

【高岡医療圏】

（１）一般小児医療　一般小児医療を担う機能

<病院・診療所>
番号 名称 所在地 備考
1 赤祖父どいクリニック 高岡市
2 旭ヶ丘内科クリニック 高岡市
3 五十嵐内科医院 高岡市
4 うえせこどもクリニック 高岡市
5 小栗小児科医院 高岡市
6 久賀内科クリニック 高岡市
7 越野クリニック 高岡市
8 済生会高岡病院 高岡市
9 斉藤外科小児科クリニック 高岡市
10 島田医院 高岡市
11 清水小児科医院 高岡市
12 しむら小児科クリニック 高岡市
13 JCHO高岡ふしき病院 高岡市
14 高岡駅南クリニック 高岡市
15 高岡市きずな子ども発達支援センター 高岡市
16 高岡市民病院 高岡市
17 戸出伊勢領　よろずクリニック　上田内科医院 高岡市
18 トモエクリニック 高岡市
19 内科小児科井川クリニック 高岡市
20 半田内科医院 高岡市
21 福澤医院 高岡市
22 やまもと小児科アレルギー科 高岡市
23 吉田内科小児科 高岡市
24 わだ小児科クリニック 高岡市
25 厚生連高岡病院 高岡市
26 金沢医科大学氷見市民病院 氷見市
27 ふちざわ子どもクリニック 氷見市
28 山岸小児科医院 氷見市
29 射水市民病院 射水市
30 梅崎クリニック 射水市
31 おおしまこどもクリニック 射水市
33 真生会富山病院 射水市
34 高畠小児科クリニック 射水市
35 とよた小児科クリニック 射水市
36 中新湊内科クリニック 射水市
37 蜷川医院 射水市
38 姫野病院 射水市
39 松本医院 射水市
40 皆川医院 射水市
41 宮林クリニック 射水市
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小児（高岡）

（２）小児専門医療　小児専門医療を担う機能

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 済生会高岡病院 高岡市
4 JCHO高岡ふしき病院 高岡市
5 金沢医科大学氷見市民病院 氷見市

★：地域周産期母子医療センター

（３）高度小児専門医療　高度な小児専門医療を担う機能

番号 名称 所在地 備考
1 厚生連高岡病院 高岡市 ☆

☆：救命救急センター
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小児（砺波）

小児医療を担う医療機関等

【砺波医療圏】

（１）一般小児医療　一般小児医療を担う機能

<病院・診療所>
番号 名称 所在地 備考
1 市立砺波総合病院 砺波市
2 住田小児科医院 砺波市
3 柳下小児科内科医院 砺波市
4 柳澤医院 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 青木内科医院 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 沼田医院 小矢部市
12 石黒医院 南砺市
13 公立南砺中央病院 南砺市
14 南砺家庭・地域医療センター 南砺市
15 南砺市民病院 南砺市
16 ふくみつこども診療所 南砺市

（２）小児専門医療　小児専門医療を担う機能

番号 名称 所在地 備考
1 市立砺波総合病院 砺波市 ★
2 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

★：地域周産期母子医療センター

（３）高度小児専門医療　高度な小児専門医療を担う機能

管内に該当機関なし
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