
令和4年4月1日現在

住所 電話番号 備考

あ 秋山医院 能美市寺井町ま20 0761-57-0666

浅井小児科医院 野々市市本町5丁目2-18 248-3311

浅ノ川総合病院 金沢市小坂町中83番地 252-2101 内科・産婦人科

あさもとクリニック 能美市福島町タ38番地3 0761-56-0880

あらきクリニック 小松市若杉町95番地 0761-22-0301

有松医科歯科クリニック 金沢市泉3丁目3-6 247-1336

あんどう内科医院 金沢市上荒屋6丁目521番地 240-3352

い 医王病院 金沢市岩出町ニ73番地1 258-1180 小児科・内科

いけだなおき内科医院 金沢市大額3丁目266 298-2302 中学生以上

池田病院 野々市市新庄2丁目10番地 248-7222

一林医院 河北郡津幡町庄ウ3 076-289-2002

う 上野医院 金沢市小立野3丁目14-5 223-5510

うきた産婦人科医院 金沢市新神田4丁目7番25号 291-2277

宇野気医院 かほく市宇野気チ33番地16 283-0103

うわだな小児科医院 加賀市下河崎町へ101-1 0761-73-0998

お おおのこどもクリニック 金沢市荒屋1丁目88 258-2525

おおもりクリニック 金沢市鞍月4丁目144番地 266-8666

岡本小児科医院 金沢市入江1丁目616-1 291-9511

岡本病院 小松市小馬出町13 0761-22-6273 中学生以上

沖野クリニック かほく市高松ノ1番地11 281-0500

小野江医院 小松市長田町甲1 0761-22-0650

小野木医院 野々市市本町2丁目18-2 248-0238

か 加賀市医療センター 加賀市作見町リ36番地 0761-72-1188 小児科

かがやきクリニック 金沢市疋田1丁目213番地 253-5001

かがやき在宅診療所 金沢市窪6丁目257-1 080-1962-8249

かないちクリニック 金沢市金市町ロ12番地 255-1081

金沢医療センター 金沢市下石引町1番1号 262-4161 かかりつけの科

金沢春日クリニック 金沢市元菊町20番１号 262-2700

金沢こども医療福祉センター 金沢市吉原町ロ6番地2 257-3311 入院・外来通院中の方のみ

金沢市立病院 金沢市平和町3丁目7番3号 245-2600 小児科

金沢聖霊総合病院 金沢市長町1丁目5番30号 231-1295 小児科

金沢赤十字病院 金沢市三馬2丁目251番地 242-8131 婦人科・内科

金沢Ｔ＆Ｄクリニック 金沢市大樋町3-4 254-5672

金澤なかでクリニック 金沢市近岡町294番地7 239-1010

金沢西みなとクリニック 金沢市金石東1丁目4番11号 254-1613 成人のみ

独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院 金沢市沖町ハ-15 252-2200 内科又は小児科

金沢はっぴいクリニック 金沢市伏見台1丁目1-1 227-9941

金沢ホームケアクリニック 金沢市大友1丁目102 225-7010

かばた医院 金沢市長土塀3丁目7番5号 265-5700

川北温泉クリニック 能美郡川北町壱ツ屋195番地 277-8855

川北レイクサイドクリニック 小松市今江町に41 0761-22-0232

き 北谷クリニック かほく市高松ア1-1 281-8801

喜多内科医院 野々市市横宮町7-20 248-0020

金城クリニック 金沢市彦三町2丁目1-21 265-7211

く クリニック杜の里 金沢市もりの里2丁目140番地 232-0001

熊谷クリニック 野々市市三納二丁目154番地 246-6800

け 恵寿ローレルクリニック 七尾市富岡町95番地 0767-57-5500

健生クリニック 金沢市平和町3丁目5番2号 241-8357

こ 小坂内科クリニック 金沢市石引1丁目7-11 232-0303
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こしの内科クリニック 金沢市朝霧台１丁目176番 920-1158

小松市民病院 小松市向本折町ホ60番地 0761-22-7111 中学生まで小児科、以降は内科

小松みなみ診療所 小松市下粟津町み1 0761-43-0375

小森耳鼻咽喉科医院 金沢市橋場町3-9 221-5027

紺谷内科婦人科クリニック 金沢市畝田東2丁目125番地 268-3035 内科

さ 佐伯ペインクリニック 金沢市弥生2丁目21-15 280-2262

医療法人社団　さくら会　森田病院 小松市園町ホ99番地1 0761-21-1555 内科

さはらファミリークリニック 七尾市石崎町タ部13番地1 0767-62-3765

し 慈愛クリニック 金沢市上安原2丁目196 269-0411

柴山クリニック 金沢市彦三町1丁目7-34 232-6377 20歳以上

清水こどもクリニック 野々市市上林4丁目509番地 227-0055

城北診療所 金沢市京町23番5号 252-6111

石川勤労者医療協会　城北病院 金沢市京町20-3 251-6111

す 杉浦クリニック 金沢市光が丘3丁目268番地 298-1300

鈴木レディスホスピタル 金沢市寺町2丁目8番36号 242-3155 小児科

た だいとく内科糖尿病クリニック 金沢市畝田東2丁目570番地 266-3155 小学生以上

高田内科クリニック 野々市市扇が丘10-10 246-3630

医療法人社団　高松医院 金沢市蚊爪町イ136 238-2010

竹田内科クリニック 金沢市長田2丁目1番8号 260-7878 小学生以上

竹谷小児科医院 加賀市大聖寺馬場町14番地の5 0761-73-6800

田丸小児科医院 金沢市小金町6番3号 252-8632

つ つじ川内科クリニック 野々市市位川251 294-2221

つじ小児科医院 金沢市窪5丁目630番地 247-3330

つなむらクリニック 金沢市本町１丁目3-38 263-5465 成人のみ

つねファミリークリニック 河北郡内灘町白帆台2丁目1番 286-1230

て ティーズ内科クリニック 金沢市松村4丁目308番地 255-1002

手取川クリニック 能美郡川北町字壱ツ屋199 277-0100

寺井病院 能美市寺井町ウ84 0761-58-5500 内科

と 洞庭医院 金沢市広岡1丁目12-5 221-6875

桃夭クリニック 小松市白江町ハ35 0761-23-5533

とどろき医院 羽咋市鶴多町切道8-4 0767-22-7855

な なかそねひふ科クリニック 野々市市横宮町67-1ヴィテンののいち1F 227-9612

ながた内科クリニック 能美市寺井町ロ80-1 0761-57-3777

なかのクリニック 金沢市松寺町丑9-1 238-0506

中村小児科医院 野々市市押野1丁目128番地 294-3338

なからい小児科クリニック 金沢市田上の里2丁目68番地 234-1200

に にしかわクリニック 能美市三ツ屋町イ14-1 0761-52-0025

西木医院 小松市河田町ヌ28-1 0761-47-3523

の のぞみ小児科医院 金沢市八日市4丁目373 269-8585

能登内科医院 金沢市堀川町23-16 223-0103 小学生以上

野々市よこみやクリニック 野々市市郷二丁目220番地 248-0086

能美市立病院 能美市大浜町ノ85番地 0761-55-0560 小児科

のむらクリニック 金沢市疋田2丁目144番地 257-7500 １歳～

は 橋場町クリニック 金沢市橋場町2-10 223-3301

はせがわクリニック かほく市内日角4丁目12 283-6611

林病院 金沢市本町1丁目2-27 261-8181

はんだ整形外科クリニック 金沢市出雲町イ220 222-3307

ひ 東病院 小松市大領中町3-121 0761‐21‐1131 ３歳以上可

東野病院 小松市今江町7丁目468 0761-22-0623

平松医院 金沢市横川5丁目268 241-0573

ひょうたん町耳鼻咽喉科医院 金沢市瓢箪町2番13号 231-1958
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ふ ふじさわ眼科小児科クリニック 金沢市泉野出町3丁目3番地25号 226-1177

藤田内科リウマチ膠原病クリニック 金沢市直江西1丁目99 238-5678

ふじたファミリークリニック 金沢市元町2丁目4-13 255-6026

舩木医院 野々市市太平寺4丁目71番地 248-6686 20歳以上

ふるさわ内科クリニック 野々市市押野二丁目54 294-6655 中学生以上

ほ 芳珠記念病院 能美市緑が丘11丁目71番地 0761-51-5551 健診センター

ま 舞クリニック 金沢市三口町土377 239-3688

前川医院 金沢市堅田町乙132番地1 076-258-2087

医療法人社団　前田医院 能美市寺井町た31番地１ 0761-57-0097

松岡医院 河北郡津幡町越中坂90 288-1013

まつだクリニック 能美市浜開発町丁97番地3 0761-55-1238

松田小児科医院 金沢市片町2丁目13番13号 231-0103

松田内科クリニック 能美市三ツ屋町38-3 0761-51-0058

松原内科小児科医院 金沢市額乙丸町ニ54-3 298-3188

的場医院 金沢市弥勒町ニ1番地1 257-0011

まなぶ産科婦人科クリニック 金沢市大桑2丁目307番地 255-7681 抗体価が低い産婦のみ

まるおかクリニック 鳳珠郡穴水町川島ろ-5-2 0768-52-8228

まるやま小児科クリニック 金沢市上安原2丁目221 269-3300

み 美里医院 金沢市東蚊爪町54-3 239-3310

水野小児科医院 金沢市寺中町ホ46 268-1131

みずの小児科・みゆき皮ふ科クリニック 金沢市無量寺5丁目72番地 267-2200

南ケ丘病院 野々市市西部中央土地区画整理事業施行地区56街区１番 256-3366

む むかいでファミリークリニック 小松市西軽海町1丁目47番地 0761-47-0222

むねとおなか伊藤醫院 金沢市窪4丁目525 243-2300

村田医院 河北郡内灘町鶴ケ丘2丁目8番地 286-0300

村田キッズクリニック 金沢市高尾南3丁目111 287-6120

むらた小児科医院 金沢市寺中町ト5番地 268-8688

村本内科胃腸科医院 能美市大成町ワ5-1 0761-55-3551

も もりした整形外科クリニック 能美市辰口町654-1 0761-51-6515

森田医院 金沢市森山1丁目1番22号 252-0613

や やざきクリニック 金沢市神田2丁目1-8 243-2241 中学生以上

安田内科病院 金沢市大豆田本町ハ62番地 291-2911

やながわ在宅クリニック 金沢市藤江北4丁目273 225-7855

山上小児科クリニック 小松市日の出町1-128 0761-20-2320

やまかわ内科クリニック 野々市市藤平田1丁目472 246-6650

やまと＠ホームクリニック 金沢市西泉2丁目１ 242-8010

山中温泉ぬくもり診療所 加賀市山中温泉上野町ル15-1 0761-78-0301

山本クリニック 野々市市新庄一丁目273番地 246-1661

山本脳神経外科医院 金沢市玉川町10－22 233-1363 成人以上

ゆ 湯浅医院 小松市旭町95 0761-21-1388

ゆあさクリニック 野々市市御経塚二丁目272 269-8866 成人のみ

ユトリヒト診療所 能美市中ノ江町は76番地 0761-58-2571

よ 横井小児科内科医院 金沢市菊川1丁目10-3 262-8551

よしだ小児科クリニック 能美市松が岡3丁目67 0761-51-6100

吉光内科医院 野々市市田尻町2 248-7788

米島医院 能美市大成町ト118-6 0761-55-0241

米島内科医院 金沢市東山2丁目16-3 252-5478

石川県予防医学協会　予防医学クリニック 金沢市神野町東115番地 249-7373 高校生以上

わ わかさ内科クリニック 金沢市西念3丁目16番25号 234-1133

わかば内科クリニック 金沢市高尾台2丁目147 298-0087

わたなべ小児科医院 金沢市泉本町5丁目5-1 243-0200


