
 

浅ノ川総合病院周辺  

（北鳴・鳴和中学校 校下） 

 はまだクリニック 

 ひまわり皮膚科 

愛育産婦人科医院  松下内科胃腸科クリニック 

浅野内科医院  三宅医院 

アンジュレディースクリニック  もりやま越野医院 

池野内科クリニック  山の上クリニック 

石川県口腔保健医療センター  横浜外科整形外科医院 

伊藤医院  整形外科米澤病院 

いよべクリニック  米島内科医院 

おおくぼ眼科クリニック   

おおのこどもクリニック   

岡田内科クリニック   

丘村クリニック  西金沢周辺  

（泉・清泉中学校 校下） かがやきクリニック  

かないちクリニック  石野病院 

金沢クリニック  岡部診療所 

金沢 T＆D クリニック  かわきた眼科クリニック 

きだクリニック  川北病院 

くらち眼科医院  佐伯ペインクリニック 

斎藤皮フ科クリニック  津川医院 

坂戸医院  中谷整形外科 

さくら内科クリニック  はら内科医院 

示野歯科医院  藤村有松眼科医院 

城北うらた在宅クリニック  北陸病院 

城北診療所  松田内科医院 

城北病院  森川整形外科医院 

心臓血管センター金沢循環器病院  山崎皮膚科医院 

千木病院  やまと＠ホームクリニック 

たきの整形外科クリニック  横井内科医院 

田中皮ふ科クリニック   

田丸小児科医院   

土原医院   

徳田外科胃腸科内科医院   

中山クリニック   

なるわクリニック   

野口内科クリニック   

のむらクリニック   

   

   



  

浅野川周辺  

（兼六・小将町・紫錦台中学校 校下） 

 ナガサト太陽クリニック 

 此花町浦田クリニック 

あさい眼科クリニック  額内科クリニック 

石坂眼科医院  能登内科医院 

上野医院  半田内科医院 

内田マタニティクリニック  東山診療所 

大野内科医院  介護老人保健施設 ピカソ 

おおみぞ内科・皮ふ科クリニック  ひょうたん町耳鼻咽喉科医院 

小川医院  不破医院 

オリベ内科医院  松田小児科医院 

加世多皮膚科医院  松原病院 

金沢医療センター  宗広病院 

金沢メディカルステーションヴィーク  森田医院 

かりの眼科医院  山﨑眼科医院 

きたばやし医院   

北山クリニック  津幡地区 

きのしたクリニック  いこま眼科医院 

木下耳鼻咽喉科医院  石倉クリニック 

きむら尾張町クリニック  一林医院 

金城クリニック  上島クリニック 

クリニック杜の里  河北中央病院 

敬愛病院  かわむら整形外科クリニック 

恵寿金沢病院  木島脳神経外科クリニック 

けんろく診療所  さかきばら内科医院 

小池病院  サンクリニックやまだ 

香林坊メディカルクリニック  たなべ眼科医院 

小坂内科クリニック  たにぐち整形外科クリニック 

こしの内科クリニック  二宮内科医院 

内科・脳外科クリニック  介護老人保健施設 ふぃらーじゅ 

小森耳鼻咽喉科医院  宗平内科医院 

佐藤耳鼻咽喉科医院  みずほ病院 

さぶりクリニック  山崎外科胃腸科医院 

芝クリニック太陽丘  由雄クリニック 

柴山クリニック   

耳鼻咽喉科なかいずみクリニック   

高田整形外科内科医院   

土田整形外科クリニック   

つなむらクリニック   

   



  

金沢駅周辺  

（長田・高岡中学校 校下） 

 森本周辺  

（森本・浅野川・医王山中学校 校下）  

伊藤内科医院  荒井内科クリニック 

岩城内科医院  医王病院 

うきた産婦人科医院  井沢内科医院 

駅西みみはなのどクリニック  いそべ糖尿病内科クリニック 

岡本小児科医院  小竹内科医院 

加藤整形外科医院  金沢静脈瘤クリニック 

金沢駅前ぐっすりクリニック  木島病院 

金沢春日クリニック  木田医院 

金沢西病院  コシダクリニック 

かばた医院  小松眼科クリニック 

川口眼科医院  近藤クリニック 

きたまちクリニック  西東泌尿器科医院 

北村クリニック  佐藤眼科クリニック 

木村内科医院  桜ヶ丘病院 

さいとう家族のクリニック  JCHO金沢病院 

さいとう眼科  すがわら整形外科クリニック 

春藤医院  青和病院 

タケダスキンクリニック  つちや眼科クリニック 

竹田内科クリニック  なかざわ眼科クリニック 

洞庭医院  内科高松医院 

ながい内科クリニック  なかた整形外科クリニック 

長土塀クリニック  なかのクリニック 

中村医院  蓮池歯科医院 

西インター内科・透析クリニック  花園医院 

はしもと医院  皮膚科西尾クリニック 

林胃腸科クリニック  舞クリニック 

林形成外科クリニック  前川医院 

ハロークリニック  的場医院 

はんだ整形外科クリニック  ママ BB クリニック 

ひろせクリニック  三秋整形外科医院 

ひろメンタルクリニック  美里医院 

もりもと歯科  ミロク町診療所 

丸医院  介護老人保健施設 老健ホームいしかわ 

安田内科病院   

山本脳神経外科医院   

わかさ内科クリニック   

   



 

 

 海側環状線  

（金石・港・大徳・緑・西南部中学校 校下） 

 みずの小児科・みゆき皮ふ科クリニック 

 みなとクリニック 

愛レディスクリニック  みやうち眼科 

アカシアクリニック  宮下眼科医院 

あかまる整形外科・脊椎クリニック  みらい病院 

あずきさわ内科クリニック  村上内科クリニック 

あおばウィメンズクリニック  むらた小児科医院 

石川県済生会金沢病院  もみの木醫院 

いとう内科クリニック  内灘地区  

大平胃腸科外科クリニック  秋山クリニック 

おおもりクリニック  内灘温泉病院 

おおや医院  金原皮膚科医院 

金澤なかでクリニック  紺井医院 

金沢ホームケアクリニック  さとうクリニック 

上荒屋クリニック  耳鼻咽喉科はまなすクリニック 

きたがわ内科クリニック  政岡医院 

さかもと内科クリニック  村田医院 

三治整形外科クリニック  望月眼科医院 

慈愛クリニック  かほく市地区  

しみず眼科  いしざき皮ふ科クリニック 

瀬川眼科  宇野気医院 

だいとく内科糖尿病クリニック  沖野クリニック 

ティーズ内科クリニック  おきの内科医院 

とべ内科クリニック  角田医院 

なかがわ皮膚科クリニック  カセノ内科医院 

なかしま眼科クリニック  かねだ医院 

中藤クリニック  きた眼科クリニック 

長山耳鼻咽喉科医院  北谷クリニック 

畷形成外科医院  久保医院 

のぐち血管外科クリニック  紺谷医院 

西村内科医院  なかお医院 

藤井脳神経外科病院  中田内科病院 

藤田内科リウマチ膠原病クリニック  はせがわクリニック 

ふじむらクリニック  藤田整形外科クリニック 

まえだ整形外科・骨・関節クリニック  二ツ屋病院 

マッサン内科・透析クリニック  山崎耳鼻咽喉科クリニック 

丸山こどもクリニック  らいふクリニック 

水口内科クリニック   



 

 

山側環状線  
（城南・野田・高尾台・額・芝原・内川・犀星中学校 校下） 

 野々市市・白山地区  

 あさがおクリニック 

浅野胃腸科外科医院  岡村内科医院 

浅野眼科医院  御経塚クリニック 

いしぐろクリニック  押野医院 

石田病院  金沢脳神経外科病院 

伊藤病院  介護老人保健施設 金沢南ケアセンター 

岡部病院  公立松任石川中央病院 

おんま耳鼻咽喉科クリニック  しらお眼科 

金沢たまごクリニック  すえよし整形外科クリニック 

北野内科クリニック  谷内科歯科クリニック 

健生クリニック  ちくだ医院 

さいとう内科医院  つじ川内科クリニック 

さかえ内科クリニック  津田内科医院 

しまだ皮ふ科クリニック  中村皮フ科クリニック 

新谷外科医院  なんぶこども医院 

杉原沼田クリニック  ばんどう内科診療所 

鈴木レディスホスピタル  舩木病院 

中嶋医院  ふるさわ内科クリニック 

早川浩之の内科医院  べんクリニック 

平和町クリニック  松南病院 

ますた内科クリニック  森 明弘クリニック 

まなぶ産科婦人科クリニック  安原医院 

南ヶ丘病院  やなぎ内科クリニック 

みひら R クリニック  山口脳神経クリニック 

横井小児科内科医院  ゆあさクリニック 

羽柴クリニック  吉光内科医院 

福島医院   

やまぐち内科クリニック  能登地区 

山下医院  公立穴水総合病院 

山田内科クリニック  公立能登総合病院 

わかくさホームケアクリニック  市立輪島病院 

わかば内科クリニック  町立富来病院 

加賀地区   升谷医院 

小松市民病院  みばやし眼科 

芳珠記念病院   

松田内科クリニック  県外 

やわたメディカルセンター  高岡市民病院 


