
連携登録医療機関（令和４年１月現在）
病・医院名 ふりがな（医院名） 〒 住所１ 住所２

飯利歯科医院 いいりしかいいん 929-1215 かほく市 高松ム77-1
いしざき皮ふ科クリニック いしざきひふかくりにっく 929-1126 かほく市 内日角4丁目71
宇野気医院 うのけいいん 929-1125 かほく市 宇野気チ33-16
沖野クリニック おきのくりにっく 929-1215 かほく市 高松ノ1の11
おきの内科医院 おきのないかいいん 929-1173 かほく市 遠塚ロ54番9
角田医院 かくだいいん 929-1215 かほく市 高松ナ15の1
かねだ医院 かねだいいん 929-1215 かほく市 高松ヲ2の6
かほく眼科 かほくがんか 929-1198 かほく市 内日角タ25番ｲｵﾝﾓｰﾙかほく1階
北谷クリニック きたたにくりにっく 929-1215 かほく市 高松ア1-1
久保医院 くぼいいん 929-1125 かほく市 宇野気ヌ183の1
紺谷医院 こんたにいいん 929-1171 かほく市 木津ヘ12の1
なかお医院 なかおいいん 929-1122 かほく市 七窪ハ17の6
はせがわクリニック はせがわくりにっく 929-1126 かほく市 内日角4丁目12番地
浜田歯科クリニック はまだしかくりにっく 929-1125 かほく市 宇野気チ112
藤田整形外科クリニック ふじたせいけいげかくりにっく 929-1126 かほく市 内日角4丁目1番地
ふたみ歯科 ふたみしか 929-1171 かほく市 木津イ75-6
保志場医院 ほしばいいん 929-1215 かほく市 高松ノ90甲2
らいふクリニック らいふくりにっく 929-1177 かほく市 白尾ロ32の1
池野整形外科・耳鼻咽喉科医院 いけのせいけいげか・じびいんこうかいいん 925-0141 羽咋郡志賀町 字高浜町ソ9の1
河崎医院 かわさきいいん 925-0141 羽咋郡志賀町 字高浜町ト1
志賀町立志賀クリニック しかまちしかくりにっく 925-0141 羽咋郡志賀町 高浜町ヤ79-1
四蔵医院 しくらいいん 925-0205 羽咋郡志賀町 字仏木ク-15-5
向クリニック むかい 925-0447 羽咋郡志賀町 富来領家町ハ－30
山岸歯科医院 やまぎししかいいん 925-0141 羽咋郡志賀町 字高浜町ツ73-7
立浦歯科医院 たちうらしかいいん 929-1343 羽咋郡宝達志水町 小川2-20-3
西村内科胃腸科クリニック にしむらないかいちょうかくりにっく 929-1344 羽咋郡宝達志水町 今浜ト169
松沼医院 まつぬまいいん 929-1414 羽咋郡宝達志水町 字敷波247
いがわ内科クリニック いがわないかくりにっく 925-0027 羽咋市 鶴多町亀田4-1
いけの整形外科 いけのせいけいげか 925-0053 羽咋市 南中央町ユ3
岩脇医院 いわわきいいん 925-0036 羽咋市 的場町的場2
おおの整形外科クリニック おおのせいけいげかくりにっく 925-0027 羽咋市 鶴多町切道15-1
高井歯科医院 たかいしかいいん 925-0036 羽咋市 的場町的場58-2
田村眼科クリニック たむらがんかくりにっく 925-0027 羽咋市 鶴多町亀田10の1
とどろき医院 とどろきいいん 925-0027 羽咋市 鶴多町切道8-4
なおき歯科クリニック なおきしかくりにっく 925-0027 羽咋市 鶴多町亀田15-1
疋島クリニック ひきしまくりにっく 925-0034 羽咋市 旭町ア45
平場内科クリニック ひらばないかくりにっく 925-0052 羽咋市 中央町ア165の1
保志場内科クリニック ほしばないかくりにっく 925-0036 羽咋市 的場町的場92-3
前田歯科医院 まえだしかいいん 925-0018 羽咋市 柳田町73-37-4
松江外科胃腸科医院 まつえげかいちょうかいいん 925-0048 羽咋市 松ケ下町松ケ下6番地
松江産婦人科・内科医院 まつえさんふじんか・ないかいいん 925-0051 羽咋市 島出町フ63
森田クリニック形成外科皮膚科 もりたくりにっくけいせいげかひふか 925-0027 羽咋市 鶴多町亀田2-1
やち歯科医院 やちしかいいん 925-0026 羽咋市 石野町イ-60
いしぐろクリニック いしぐろくりにっく 922-0027 加賀市 大聖寺耳聞山町85-2
板谷医院 いたやいいん 922-0242 加賀市 山代温泉35の11の1
動橋診療所 いぶりばししんりょうじょ 922-0331 加賀市 動橋町ロ128
岡部内科医院 おかべないかいいん 922-0413 加賀市 湖城町1-22
近藤医院 こんどういいん 922-0411 加賀市 潮津町ユ9
歯科クドウクリニック しかくどうくりにっく 922-0001 加賀市 大聖寺上木町ト10-1
渋谷医院 しぶやいいん 922-0436 加賀市 松ケ丘1の7の31
鈴木医院 すずきいいん 922-0115 加賀市 山中温泉本町1ヤ7-2
高沢整形外科医院 たかざわせいけいげかいいん 922-0048 加賀市 大聖寺馬場町25-4
竹谷小児科医院 たけやしょうにかいいん 922-0048 加賀市 大聖寺馬場町14-5
橋本医院 はしもといいん 922-0811 加賀市 大聖寺南町チ20-4
松下内科クリニック まつしたないかくりにっく 922-0243 加賀市 山代温泉北部4-81-1
山岸皮膚科医院 やまぎしひふかいいん 922-0425 加賀市 大菅波町ト26の4
石倉クリニック いしくらくりにっく 929-0342 河北郡津幡町 北中条6丁目73番地
あかつき歯科医院 あかつきしかいいん 929-0341 河北郡津幡町 横浜イ43-1
いこま眼科医院 いこまがんかいいん 929-0323 河北郡津幡町 字津幡ニ522
沖野歯科医院 おきのしかいいん 929-0325 河北郡津幡町 字加賀爪ヌ51-1
木島脳神経外科クリニック きじまのうしんけいげかくりにっく 929-0342 河北郡津幡町 北中条2丁目33番地
さかきばら内科医院 さかきばらないかいいん 929-0327 河北郡津幡町 字庄ト1の15
すみよし歯科医院 すみよししかいいん 929-0327 河北郡津幡町 字庄ロ109-2
たなべ眼科医院 たなべがんかいいん 929-0342 河北郡津幡町 北中条8-57-1
たにぐち整形外科クリニック たにぐちせいけいげかくりにっく 929-0345 河北郡津幡町 太田は110-1
山崎外科胃腸科医院 やまざきげかいちょうかいいん 929-0325 河北郡津幡町 字加賀爪リ20
山田耳鼻咽喉科医院 やまだじびいんこうかいいん 929-0323 河北郡津幡町 字津幡ロ5-10
由雄クリニック よしおくりにっく 929-0341 河北郡津幡町 横浜は50-6
秋山クリニック あきやまくりにっく 920-0268 河北郡内灘町 ハマナス1-8-1
金原皮膚科医院 きんばらひふかいいん 920-0273 河北郡内灘町 アカシア1-48
紺井医院 こんいいいん 920-0276 河北郡内灘町 字緑台1-7
さとうクリニック さとうくりにっく 920-0268 河北郡内灘町 ハマナス2丁目38　ﾉｰﾌﾞﾙﾊｲﾂ2　1-D
耳鼻咽喉科はまなすクリニック じびいんこうかはまなすくりにっく 920-0268 河北郡内灘町 ハマナス2-7
田中医院 たなかいいん 920-0272 河北郡内灘町 字向陽台2-224
たにぐち眼科医院 たにぐちがんかいいん 920-0265 河北郡内灘町 字大学2-197
茶谷医院 ちゃだにいいん 920-0262 河北郡内灘町 字西荒屋52番地
土島整形外科・内科・外科医院 つちしませいけいげか・ないか・げかいいん 920-0275 河北郡内灘町 字旭ケ丘148
政岡医院 まさおかいいん 920-0271 河北郡内灘町 字鶴ケ丘4-1-265
村田医院 むらたいいん 920-0271 河北郡内灘町 字鶴ケ丘2-8
望月眼科医院 もちづきがんかいいん 920-0275 河北郡内灘町 字旭ヶ丘142
愛レディスクリニック あいれでぃすくりにっく 920-0363 金沢市 古府町南386-2
アカシアクリニック あかしあくりにっく 920-0226 金沢市 粟崎町4丁目80-2
あかまる整形外科・脊椎クリニック あかまるせいけいげか・せきついくりにっく 920-0348 金沢市 松村4丁目417
浅野胃腸科外科医院 あさのいちょうかげかいいん 921-8111 金沢市 若草町15-24
浅野内科医院 あさのないかいいん 920-0805 金沢市 小金町8の7
あずきさわ内科クリニック あずきさわないかくりにっく 920-0342 金沢市 畝田西3丁目62の1



アンジュレディースクリニック あんじゅれでぃーすくりにっく 920-0809 金沢市 三池栄町66番
石川県口腔保健医療センター いしかわけんこうくうほけんいりょうせんたー 920-0806 金沢市 神宮寺3丁目20番5号
いしぐろクリニック いしぐろくりにっく 921-8151 金沢市 窪4丁目515
石坂眼科医院 いしさかがんかいいん 920-0921 金沢市 材木町2の15
いずみの耳鼻咽喉科医院 いずみのじびいんこうかいいん 921-8116 金沢市 泉野出町3丁目1－28
伊藤医院 いとういいん 920-0843 金沢市 森山2丁目19-28
伊藤整形外科・内科クリニック いとうせいけいげか・ないかくりにっく 921-8112 金沢市 長坂3-2-21
伊藤内科医院 いとうないかいいん 920-0867 金沢市 長土塀1丁目3-18
いとう内科クリニック いとうないかくりにっく 920-0335 金沢市 金石東3丁目4番7号
上野医院 うえのいいん 920-0942 金沢市 小立野3-14-5
うきた産婦人科医院 うきたさんふじんかいいん 921-8013 金沢市 新神田4丁目7-25
浦崎歯科医院 うらさきしかいいん 921-8148 金沢市 額新保1丁目366
駅西みみはなのどクリニック えきにしみみはなのどくりにつく 920-0027 金沢市 駅西新町2-7-5
エメラルド歯科クリニック えめらるどしかくりにっく 921-8025 金沢市 増泉4-10-35　ドゥモンターニュ泉1Ｆ
江守クリニック えもりくりにっく 920-0062 金沢市 割出町709-1
大野内科医院 おおのないかいいん 920-0866 金沢市 中央通町11-5
大平胃腸科外科クリニック おおひらいちょうかげかくりにっく 920-8217 金沢市 近岡町428-1
丘村クリニック おかむらくりにっく 920-3124 金沢市 荒屋1丁目87
岡本歯科医院 おかもとしかいいん 920-0226 金沢市 粟崎町3丁目69番地
岡本小児科医院 おかもとしょうにかいいん 921-8011 金沢市 入江1丁目616-1
小川医院 おがわいいん 920-0965 金沢市 笠舞2丁目28の12
顔のクリニック金沢 かおのくりにっくかなざわ 920-8203 金沢市 鞍月5丁目150　ＭＢＰビル2Ｆ
かとうクリニック かとうくりにっく 920-0855 金沢市 武蔵町13-27　ｋｋビル2F
加藤クリニック かとうくりにっく 920-0003 金沢市 疋田2丁目39
加藤歯科 かとうしか 921-8161 金沢市 有松2-3-37
加藤整形外科医院 かとうせいけいげかいいん 921-8012 金沢市 本江町8の18
金沢春日クリニック かなざわかすがくりにっく 920-0036 金沢市 元菊町20-1
金沢クリニック かなざわくりにっく 920-0848 金沢市 京町24-33　ＭＯＡ会館2階
金沢中央クリニック かなざわちゅうおうくりにっく 920-0032 金沢市 広岡1丁目1番26号TRLビル3階
金沢ホームケアクリニック かなざわほーむけあくりにっく 920-8205 金沢市 大友1丁目102番地
金沢メディカルステーションヴィーク かなざわめでぃかるすてーしょんびぃーく 920-0858 金沢市 木ノ新保町1-1金沢駅西口ビル4F
かばた医院 かばたいいん 920-0867 金沢市 長土塀3丁目7-5
川口眼科医院 かわぐちがんかいいん 921-8011 金沢市 入江2丁目163-2
岸谷内科医院 きしたにないかいいん 920-1144 金沢市 袋板屋町西39
木田医院 きだいいん 920-0942 金沢市 小立野5丁目12-15
北野内科クリニック きたのないかくりにっく 920-0968 金沢市 幸町5-27
きたばやし医院 きたばやしいいん 920-0965 金沢市 笠舞1-23-40
北山クリニック きたやまくりにっく 920-0852 金沢市 此花町3-2　ﾗｲﾌﾞ1ﾋﾞﾙ2F
健生クリニック けんせいくりにっく 921-8105 金沢市 平和町3丁目5-2
香林歯科・矯正歯科 こうばやししか・きょうせいしか 920-0031 金沢市 広岡3丁目1-1　金沢パークビル2F
小坂医院 こさかいいん 920-0953 金沢市 涌波4丁目6-22
小松眼科クリニック こまつがんかくりにっく 920-0022 金沢市 北安江4-18-20
さいとう眼科 さいとうがんか 920-0867 金沢市 長土塀2丁目7－27
西東泌尿器科医院 さいとうひにょうきかいいん 920-0022 金沢市 北安江3丁目6-15
さかもと内科クリニック さかもとないかくりにっく 920-0362 金沢市 古府2-52
さがら整形外科医院 さがらせいけいげかいいん 920-0342 金沢市 畝田西3丁目203
三治整形外科クリニック さんじせいけいげかくりにっく 920-0226 金沢市 粟崎町1丁目42-2
サン問屋町クリニック さんとんやまち 920-0346 金沢市 藤江南1丁目103番地1
Ｊクリニック じぇいくりにっく 920-0024 金沢市 西念3-30-10
歯科前多 しかまえだ 920-0061 金沢市 問屋町2-92
芝クリニック太陽丘 しばくりにっくたいようがおか 920-1154 金沢市 太陽が丘3-1-15
示野歯科医院 しめのしかいいん 920-0811 金沢市 小坂町中99-7
城北クリニック じょうほくくりにっく 920-0848 金沢市 京町20-50
新谷外科医院 しんたにげかいいん 920-0967 金沢市 菊川1丁目16の15
心療内科石井クリニック しんりょうないかいしいくりにっく 920-0981 金沢市 片町1丁目1-31真美堂ビル5F
杉歯科クリニック すぎしかくりにっく 920-0909 金沢市 袋町4-12
杉原沼田クリニック すぎはらぬまたくりにっく 920-1302 金沢市 末町16-20-1
西南部歯科医院 せいなんぶしかいいん 921-8066 金沢市 矢木1丁目140
瀬川眼科 せがわがんか 920-0341 金沢市 寺中町ホ61-9
高田整形外科内科医院 たかたせいけいげかないかいいん 920-0910 金沢市 下新町6番36号
高野歯科医院 たかのしかいいん 921-8062 金沢市 新保本町3-1
たけうち内科クリニック たけうちないかくりにっく 920-0953 金沢市 涌波1-7-1
竹田内科クリニック たけだないかくりにっく 920-0043 金沢市 長田2丁目1-8
たけはら皮ふ科医院 たけはらひふかいいん 920-0054 金沢市 若宮2丁目6
ただ歯科クリニック ただしかくりにっく 920-0207 金沢市 須崎町甲17番地
たち歯科医院 たちしかいいん 920-0344 金沢市 畝田東3-522
土田整形外科クリニック つちだせいけいげかくりにっく 920-1156 金沢市 田上の里2丁目128番地
土原医院 つちはらいいん 920-0818 金沢市 大樋町8-1
ティーズ内科クリニック てぃーずないかくりにっく 920-0348 金沢市 松村4丁目308
洞庭医院 どうにわいいん 920-0031 金沢市 広岡1丁目12-5
徳田外科胃腸科内科医院 とくだげかいちょうかないかいいん 920-0844 金沢市 小橋町1の8
なかがわ皮膚科クリニック なかがわひふかくりにっく 920-0342 金沢市 畝田西3丁目567
なかざわ眼科クリニック なかざわがんかくりにっく 920-0018 金沢市 三口町火48
中嶋医院 なかしまいいん 921-8111 金沢市 若草町2-35
なかしま大腸・肛門外科クリニック なかしまだいちょう・こうもんげかくりにっく 921-8045 金沢市 大桑2丁目247
中藤クリニック なかとうくりにっく 920-0226 金沢市 粟崎町1丁目59
長土塀クリニック ながとへいくりにっく 920-0867 金沢市 長土塀2-6-15
なかはま歯科医院 なかはましかいいん 921-8175 金沢市 山科1丁目1-11
中村医院 なかむらいいん 921-8051 金沢市 黒田1-188
中山クリニック なかやまくりにっく 920-0809 金沢市 三池栄町76
なぎさ歯科クリニック なぎさしかくりにっく 920-0031 金沢市 広岡2丁目10-6
畷形成外科 なわてけいせいげか 920-0345 金沢市 藤江北1丁目396番地
にい歯科 にいしか 920-1165 金沢市 若松町3-214
西インター内科・透析クリニック にしいんたーないか・とうせきくりにっく 921-8001 金沢市 高畠2-181
西村眼科クリニック にしむらがんかくりにっく 921-8155 金沢市 高尾台3丁目12
こじま内科クリニック こじまないかくりにっく 920-0372 金沢市 豊穂町3
額内科クリニック ぬかないかくりにっく 920-0912 金沢市 大手町9－13
のぐち血管外科クリニック のぐちけっかんげかくりにっく 920-8214 金沢市 直江南1丁目28-1



野口内科クリニック のぐちないかくりにっく 920-0801 金沢市 神谷内町ハ37-7
のむらクリニック のむらくりにっく 920-0003 金沢市 疋田2丁目144
羽柴クリニック はしばくりにっく 921-8034 金沢市 泉野町1-19-16
はしもと医院 はしもといいん 920-0863 金沢市 玉川町17-10
長谷川ひふ科クリニック はせがわひふかくりにっく 920-0981 金沢市 片町1-1-17
ハッピー歯科医院 はっぴーしかいいん 921-8064 金沢市 八日市5-559
花園医院 はなぞのいいん 920-0106 金沢市 今町ホ39
はまだクリニック はまだくりにっく 920-0809 金沢市 三池栄町71番地
ピースデンタルクリニック ぴーすでんたるくりにっく 920-8205 金沢市 大友3丁目2番地
東金沢整形外科クリニック ひがしかなざわせいけいげかくりにっく 920-0809 石川県金沢市 三池栄町３２３
ひだまり歯科クリニック ひだまりしかくりにっく 920-0064 金沢市 南新保町り70-4
ひまわり歯科医院 ひまわりしかいいん 921-8116 金沢市 泉野出町2-6-6
ひょうたん町耳鼻咽喉科医院 ひょうたんまちじびいんこうかいいん 920-0845 金沢市 瓢箪町2の13
平丸内科循環器科医院 ひらまるないかじゅんかんきかいいん 921-8035 金沢市 泉が丘2丁目1-12
ふじさわ眼科小児科クリニック ふじさわがんかしょうにかくりにっく 921-8116 金沢市 泉野出町3丁目3-25
北國クリニック ほっこくくりにっく 920-0919 金沢市 南町2番1号
舞クリニック まいくりにっく 920-0018 金沢市 三口町土377
マッサン内科・透析クリニック まっさんないか・とうせきくりにっく 920-8216 金沢市 直江町28街区1
的場医院 まとばいいん 920-3115 金沢市 弥勒町ニの1の1
まなぶ産科婦人科クリニック まなぶさんかふじんかくりにっく 921-8045 金沢市 大桑2丁目307
丸山こどもクリニック まるやまこどもくりにっく 920-0345 金沢市 藤江北4-202
三秋整形外科医院 みあきせいけいげかいいん 920-0015 金沢市 諸江町上丁320
水口内科クリニック みずぐちないかくりにっく 920-8203 金沢市 鞍月5丁目219
みずの小児科・みゆき皮ふ科クリニック みずのしょうにか・みゆきひふか 920-0333 金沢市 無量寺5丁目72
みやうち眼科 みやうちがんか 920-0348 金沢市 松村4丁目305
宮下眼科医院 みやしたがんかいいん 921-8054 金沢市 西金沢3丁目453-6
宮森整形外科クリニック みやもりせいけいげかくりにっく 920-0022 金沢市 北安江4丁目17-20
むかいで耳鼻咽喉科クリニック むかいでじびいんこうかくりにっく 921-8063 金沢市 八日市出町946
むねとおなか　伊藤醫院 むねとおなか　いとういいん 921-8151 金沢市 窪4丁目525
村戸歯科医院 むらとしかいいん 920-0336 金沢市 金石本町ハ3-4
めぐみクリニック めぐみくりにっく 920-8217 金沢市 近岡町345-1
森歯科医院 もりしかいいん 920-0347 金沢市 松村町ヌ3番地
森田医院 もりたいいん 920-0843 金沢市 森山1丁目1-22
もりやま越野医院 もりやまこしのいいん 920-0843 金沢市 森山1-5-26
耳鼻咽喉科　安田医院 じびいんこうか　やすだいいん 921-8154 金沢市 高尾南3丁目18
柳田眼科クリニック やなぎだがんかくりにっく 920-0935 金沢市 石引1丁目17-5
山川歯科クリニック やまかわしかくりにくっく 920-1151 金沢市 田上第5土地区画整理地58-7
山田内科クリニック やまだないかくりにっく 921-8173 金沢市 円光寺3丁目12の15
やまと＠ホームクリニック やまとあっとほーむくりにっく 921-8043 金沢市 西泉2丁目1番地
山の上クリニック やまのうえくりにっく 920-0816 金沢市 山の上町5番5-1号
結城歯科医院 ゆうきしかいいん 921-8173 金沢市 円光寺3-21-7
横浜外科整形外科医院 よこはまげかせいけいげかいいん 920-0811 金沢市 小坂町北195の2
四日眼科医院 よつかがんかいいん 920-0348 金沢市 松村町1-86
米島内科医院 よねじまないかいいん 920-0831 金沢市 東山2丁目16-3
和田歯科医院 わだしかいいん 920-0910 金沢市 下新町6-12
わだ歯科クリニック わだしかくりにっく 920-0003 金沢市 疋田町1丁目91
わたなべ小児科医院 わたなべしょうにかいいん 921-8042 金沢市 泉本町5丁目5-1
和平歯科医院 わへいしかいいん 920-0339 金沢市 木曳野1-187
石坂眼科医院 いしさかがんかいいん 920-0921 金沢市 材木町2の15
いしさか眼科 いしさかがんか 920-0333 金沢市 無量寺4-56　アピタタウン金沢
たきの整形外科クリニック たきのせいけいげかくりにっく 920-0003 金沢市 疋田2-46
いそべ糖尿病内科クリニック いそべとうにょうびょうないかくりにっく 920-0012 金沢市 磯部町ヌ32-3
さいとう家族のクリニック さいとうかぞくうのくりにっく 921-8051 金沢市 黒田1-188
つじクリニック　皮フ科・形成外科 つじくりにっく　ひふか・けいせいげか 920-0348 金沢市 松村4丁目412番地
おおもりクリニック おおもりくりにっく 920-8203 金沢市 鞍月4丁目144
かじ内科クリニック かじないかくりにっく 929-1811 鹿島郡中能登町 二宮ホ部210-1
鳥屋診療所 とりやしんりょうじょ 929-1704 鹿島郡中能登町 末坂2部60番1
なかお内科医院 なかおないかいいん 929-1717 鹿島郡中能登町 字良川る部4の1
安田医院 やすだいいん 929-1604 鹿島郡中能登町 能登部下105部4-1
えんやま健康クリニック えんやまけんこうくりにっく 926-0033 七尾市 千野町に部10
おくむら内科胃腸科医院 おくむらないかいちょうかいいん 926-0824 七尾市 下町ニ-19番地-1
木元歯科クリニック きもとしかくりにっく 926-0812 七尾市 北藤橋町ロ296
木山歯科医院 きやましかいいん 929-2241 七尾市 中島町浜田ソ部64
国下整形外科医院 くにしたせいけいげかいいん 926-0016 七尾市 大和町チ部15-3
桑原母と子クリニック くわはらははとこくりにっく 926-0821 七尾市 国分町ラ部2の1
八野田整形外科医院 はちのたせいけいげかいいん 926-0816 七尾市 藤橋町巳45の3
浜野クリニック はまのくりにっく 926-0852 七尾市 小島町二部50番地1
三林内科・胃腸科医院 みばやしないか・いちょうかいいん 926-0041 七尾市 府中町209
村田医院 むらたいいん 929-2223 七尾市 中島町上町ナ部7
森クリニック もりくりにっく 926-0821 七尾市 国分寺町セ32-3
山田産婦人科医院 やまださんふじんか 926-0811 七尾市 御祓町ホ部6番地16
やまもと眼科クリニック やまもとがんかくりにっく 926-0028 七尾市 藤野町イ部18番
カーム歯科医院 かーむしかいいん 927-1214 珠洲市 飯田町ヨ-10
小西医院 こにしいいん 927-1206 珠洲市 正院町正院1-61
中浜歯科医院 なかはましかいいん 927-1222 珠洲市 宝立町鵜飼2-48
石井クリニック いしいくりにっく 923-0868 小松市 日の出町1丁目176-2F
江口皮膚科医院 えぐちひふかいいん 923-0931 小松市 大文字町96
上出耳鼻咽喉科医院 かみでじびいんこうかいいん 923-0806 小松市 小寺町乙139-3
川北レイクサイドクリニック かわきたれいくさいどくりにっく 923-0964 小松市 今江町に41
眼科わじま医院 がんかわじまいいん 923-0867 小松市 幸町3-67
きたむら内科クリニック きたむらないかくりにっく 923-0801 小松市 園町ロ33
串耳鼻咽喉科 くしじびいんこうか 923-0965 小松市 串町丙101の1
楠野医院 くすのいいん 923-0921 小松市 土居原町303
小松みなみ診療所 こまつみなみしんりょうじょ 923-0304 小松市 下粟津町み1
坂下耳鼻咽喉科医院 さかしたじびいんこうかいいん 923-0015 小松市 犬丸町乙86
田谷泌尿器科医院 たやひにょうきかいいん 923-0801 小松市 園町ニ29の1
永遠幸レディスクリニック とわこうれでぃすくりにっく 923-0002 小松市 小島町ル50番1
なかむら整形外科クリニック なかむらせいけいげかくりにっく 923-0861 小松市 沖町ソ117の1



蓮井小児科医院 はすいしょうにかいいん 923-0926 小松市 竜助町105
本田内科クリニック ほんだないかくりにっく 923-0832 小松市 若杉町１丁目55番地
正木小児科医院 まさきしょうにかいいん 923-0952 小松市 大和町93
見谷内科医院 みたにないかいいん 923-0851 小松市 北浅井町ハ77
みなとクリニック みなとくりにっく 923-0867 小松市 幸町3-92
山上小児科クリニック やまがみしょうにかくりにっく 923-0868 小松市 日の出町1-128
川北温泉クリニック かわきたおんせんくりにっく 923-1267 能美郡川北町 壱ツ屋195
上田眼科医院 うえだがんかいいん 923-1121 能美市 寺井町レ104-4
にしかわクリニック にしかわくりにっく 923-1243 能美市 三ツ屋町イ14-1
松田内科クリニック まつだないかくりにっく 923-1243 能美市 三ツ屋町38-3
水本整形外科医院 みずもとせいけいげかいいん 923-1121 能美市 寺井町や120
みやうら歯科医院 みやうらしかいいん 923-1247 能美市 出口町ヘ212
村本内科胃腸科医院 むらもとないかいちょうかいいん 929-0113 能美市 大成町ワ5の1
本谷医院 もとたにいいん 929-0107 能美市 福岡町イ15
柳瀬医院 やなせいいん 929-0124 能美市 浜町カ157
山上歯科医院 やまがみしかいいん 923-1112 能美市 佐野町ヲ13-1
米島医院 よねじまいいん 929-0113 能美市 大成町ト118-6
あさがおクリニック あさがおくりにっく 924-0865 白山市 倉光町5-103
井村内科・腎透析クリニック いむらないか・じんとうせきくりにっく 929-0224 白山市 美川中町ル40-1
上田耳鼻咽喉科医院 うえだじびいんこうかいいん 924-0878 白山市 末広2-48
うしむら眼科クリニック うしむらがんかくりにっく 929-0211 白山市 井関町115-3
北村内科医院 きたむらないかいいん 924-0865 白山市 倉光7-41
木戸歯科医院 きどしかしかいいん 920-2121 白山市 鶴来本町3丁目ヲ70
きむら耳鼻咽喉科クリニック きむらじびいんこうかくりにっく 920-2154 白山市 井口町ろ29-1
新くりにっく しんくりにっく 924-0068 白山市 宮保新町130番1
すえよし整形外科クリニック すえよしせいけいげかくりにっく 924-0029 白山市 中成1-88
ただなわ整形外科クリニック ただなわせいけいげかくりにっく 920-2154 白山市 井口町に80番1
谷本歯科クリニック たにもとしかくりにっく 920-2134 白山市 鶴来水戸町4-61
ちくだ医院 ちくだいいん 924-0865 白山市 倉光6丁目35
中宮診療所 ちゅうぐうしんりょうじょ 920-2324 白山市 中宮カ-3
津田内科医院 つだないかいいん 924-0020 白山市 新成4丁目230
てらしま内科クリニック てらしまないかくりにっく 924-0818 白山市 中奥町91-3
長尾医院 ながおいいん 929-0235 白山市 美川永代町ソ248
ながしまクリニック ながしまくりにっく 924-0024 白山市 北安田町972-1
なかでクリニック なかでくりにっく 929-0206 白山市 鹿島平11-60
中村皮フ科クリニック なかむらひふかくりにっく 924-0032 白山市 村井町222の1
なんぶこども医院 なんぶこどもいいん 924-0039 白山市 北安田西1丁目17番地
べんクリニック べんくりにっく 924-0022 白山市 相木町820
松任整形外科クリニック まつとうせいけいげかくりにっく 924-0032 白山市 村井町2
松葉外科胃腸科クリニック まつばげかいちょうかくりにっく 929-0224 白山市 美川中町イ16の72
三幸小児科医院 みゆきしょうにかいいん 924-0816 白山市 三幸町38
矢ケ崎外科医院 やがさきげかいいん 924-0804 白山市 徳丸町597
安原医院 やすはらいいん 924-0801 白山市 田中町242
山島台グリーン歯科 やましまだいぐりーんしか 924-0836 白山市 山島台3-84
吉野谷診療所 よしのだにしんりょうじょ 920-2322 白山市 佐良ニ124
米田内科医院 よねだないかいいん 924-0806 白山市 石同新町603
かど歯科医院 かどしかいいん 927-0026 鳳珠郡穴水町 字大町ロ30-1
北川内科クリニック きたがわないかくりにっく 927-0026 鳳珠郡穴水町 字大町い17
まるおかクリニック まるおかくりにっく 927-0027 鳳珠郡穴水町 字川島ろ5-2
生垣医院 いけがきいいん 928-0331 鳳珠郡能登町 字柳田ロ部1
小木クリニック おぎくりにっく 927-0553 鳳珠郡能登町 字小木15字23番3
千間内科クリニック せんまないかくりにっく 927-0431 鳳珠郡能登町 宇出津山分2-32-2
はしもとクリニック はしもとくりにっく 927-0434 鳳珠郡能登町 崎山3-203
升谷医院 ますやいいん 927-0602 鳳珠郡能登町 字松波10字99の1
浅井小児科医院 あさいしょうにかいいん 921-8815 野々市市 本町5-2-18
扇が丘歯科医院 おおぎがおかしかいいん 921-8811 野々市市 扇が丘14街区2
御経塚クリニック おきょうづかくりにっく 921-8801 野々市市 御経塚1-450
小野木医院 おのぎいいん 921-8815 野々市市 本町2-18-2
かじ皮フ科クリニック かじひふかくりにっく 921-8801 野々市市 御経塚1-465
こばやし歯科 こばやししか 921-8844 野々市市 堀内5-195
高田内科クリニック たかだないかくりにっく 921-8812 野々市市 扇が丘10-10
なかざわ腎泌尿器科クリニック なかざわじんひにょうきかくりにっく 921-8824 野々市市 新庄6丁目445番地
中村小児科医院 なかむらしょうにかいいん 921-8802 野々市市 押野6丁目179
ののいち産婦人科クリニック ののいちさんふじんかくりにっく 921-8815 野々市市 本町2-18-22
はしもと内科クリニック はしもとないかくりにっく 921-8835 野々市市 上林4-651-1
ふじい歯科クリニック ふじいしかくりにっく 921-8801 野々市市 御経塚町3-210
ふるさわ内科クリニック ふるさわないかくりにっく 921-8802 野々市市 押野2-54
ほりかわクリニック ほりかわくりにっく 921-8801 野々市市 御経塚2-270
森明弘クリニック もりあきひろくりにっく 921-8817 野々市市 横宮町67-1「ｳﾞｨﾃﾝののいち1F」
やまぎしレディスクリニック やまぎしれでぃすくりにっく 921-8832 野々市市 藤平田1丁目-256-1
ゆあさクリニック ゆあさくりにっく 921-8801 野々市市 御経塚2-272
わかばやし眼科クリニック わかばやしがんかくりにっく 921-8845 野々市市 太平寺3-160
いわい歯科クリニック いわいしかくりにっく 928-0201 輪島市 町野町広江7部75-1
桶本眼科 おけもとがんか 928-0064 輪島市 釜屋谷町1の2の2
定梶医院 じょうかじいいん 927-2342 輪島市 門前町劔地タ-24
宮下医院 みやしたいいん 929-2379 輪島市 三井町長沢6の12
門前診療所 もんぜんしんりょうじょ 927-2153 輪島市 門前町深田21の17番地1
大和医院 やまといいん 927-2164 輪島市 門前町道下7-6
輪島診療所 わじましんりょうじょ 928-0062 輪島市 堀町1-13-2
瀬戸医院 せといいん 927-2173 輪島市 門前町舘ニの12
阿部皮膚科医院 あべひふかいいん 933-0914 富山県高岡市 小馬出町75
おとぎの森レディースクリニック おとぎのもりれでぃーすくりにっく 933-0826 富山県高岡市 佐野1316-1
こしぶ眼科クリニック こしぶがんかくりにっく 933-0014 富山県高岡市 野村415-4
斉藤脳神経外科医院 さいとうのうしんけいげかいいん 933-0054 富山県高岡市 古定塚5-50
白川クリニック しらかわくりにっく 939-1104 富山県高岡市 戸出町3-19-50
杉森クリニック すぎもりくりにっく 933-0948 富山県高岡市 上四屋3-8
炭谷内科医院 すみたにないかいいん 933-0867 富山県高岡市 大鋸屋町8番地
高田整形外科医院 たかだせいけいげかいいん 933-0911 富山県高岡市 あわら町12-25



戸出伊勢領よろずクリニック上田内科医院 といでいせりょうよろずくりにっくうえだないかいいん 939-1105 富山県高岡市 戸出伊勢領2466-2
ミヤタ矯正小児歯科 みやたきょうせいしょうにしか 933-0014 富山県高岡市 野村1532-3
青木内科医院 あおきないかいいん 932-0053 富山県小矢部市 石動町1-4
井上内科医院 いのうえないかいいん 932-0051 富山県小矢部市 今石動町1-5-27
桜井眼科医院 さくらいがんかいいん 932-0055 富山県小矢部市 西町2-32
歯科津田医院 しかつだいいん 932-0115 富山県小矢部市 津沢1-44
沼田医院 ぬまたいいん 932-0053 富山県小矢部市 石動町8-36
畠山内科クリニック はたけやまないかくりにっく 932-0836 富山県小矢部市 埴生356-4
村田医院 むらたいいん 932-0057 富山県小矢部市 本町1-13
高橋外科医院 たかはしげかいいん 939-1377 富山県砺波市 寿町2-40
藤井整形外科医院 ふじいせいけいげかいいん 939-1371 富山県砺波市 栄町613
やました医院 やましたいいん 939-1332 富山県砺波市 永福町5-11
石黒医院 いしぐろげかいいん 939-1654 富山県南砺市 福光1009-3
産婦人科内科 金子医院 さんふじんか　かねこいいん 939-1732 富山県南砺市 荒木1351-1
柴田医院 しばたいいん 939-1571 富山県南砺市 松原新1425


