石川県・金沢市風しん抗体検査
No. 地区名

協力医療機関

H31.4.23現在

医療機関名

医療機関住所

電話番号

1

金沢市

(法)いしぐろクリニック

金沢市窪４丁目515

076-243-2500

2

金沢市

石田病院

金沢市寺町３丁目10の15

076-242-3121

3

金沢市

(法)むねとおなか伊藤醫院

金沢市窪４丁目525

076-243-2300

4

金沢市

(法)香林坊メディカルクリニックレディースクリニックゆう

金沢市弥生３丁目３の46

076-220-6677

5

金沢市

さかえ内科クリニック

金沢市窪３丁目185

076-280-3066

6

金沢市

(法)和幸会鈴木レディスホスピタル

金沢市寺町２丁目８の36

076-242-3155

7

金沢市

西田小児科医院

金沢市富樫１丁目２の20

076-245-2411

8

金沢市

羽柴クリニック

金沢市泉野町１丁目19の16

076-247-8483

9

金沢市

(法)はぐくむ会まなぶ産科婦人科クリニック

金沢市大桑２丁目307

076-255-7681

10

金沢市

(法)福島医院

金沢市円光寺２丁目５の20

076-244-5145

11

金沢市

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の25

076-226-1177

12

金沢市

(社)石川勤労者医療協会健生クリニック

金沢市平和町３丁目５の２

076-241-8357

13

金沢市

(法)山下医院

金沢市緑が丘３の７

076-241-0836

14

金沢市

山田内科クリニック

金沢市円光寺３丁目12の15

076-242-5530

15

金沢市

国家公務員共済組合連合会北陸病院

金沢市泉が丘２丁目13の43

076-243-1191

16

金沢市

(法)積仁会岡部病院

金沢市長坂町チ部15

076-243-1222

17

金沢市

金沢市立病院

金沢市平和町３丁目７の３

076-245-2600

18

金沢市

あんどう内科医院

金沢市上荒屋６丁目521

076-240-3352

19

金沢市

(法)英和会うきた産婦人科医院

金沢市新神田４丁目７の25

076-291-2277

20

金沢市

(法)加藤小児科医院

金沢市入江１丁目113

076-291-1821

21

金沢市

(社)石川勤労者医療協会上荒屋クリニック

金沢市上荒屋１丁目79

076-249-6222

22

金沢市

きたがわ内科クリニック

金沢市八日市出町578

076-249-9191

23

金沢市

木村内科医院

金沢市間明町１丁目346

076-291-3800

24

金沢市

佐伯ペインクリニック

金沢市弥生２丁目21の15

076-280-2262

25

金沢市

(法)伏見さくら会さかもと内科クリニック

金沢市古府２丁目52

076-249-3600

26

金沢市

(法)フォレスト産科婦人科佐川クリニック

金沢市上荒屋１丁目308

076-240-0300

27

金沢市

四位例内科クリニック

金沢市泉１丁目１の５

076-280-1717

28

金沢市

津川医院

金沢市弥生１丁目17の10

076-241-0470

29

金沢市

(法)永幸会ながい内科クリニック

金沢市保古１丁目175

076-269-0600

30

金沢市

中村医院

金沢市黒田１丁目188

076-240-4320

31

金沢市

さいとう家族のクリニック

金沢市黒田１丁目188

076-240-4320

32

金沢市

西村内科医院

金沢市豊穂町３

076-249-2045

33

金沢市

慈愛クリニック

金沢市上安原２丁目196

076-269-0411
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34

金沢市

はら内科医院

金沢市米泉町４丁目22の３

076-256-3562

35

金沢市

(法)岡部診療所

金沢市増泉１丁目19の17

076-243-1818

36

金沢市

松田内科医院

金沢市泉２丁目７の１

076-241-2505

37

金沢市

(法)壱愛会愛レディスクリニック

金沢市古府町南386の２

076-249-1117

38

金沢市

森下整形外科医院

金沢市矢木１丁目96

076-249-0102

39

金沢市

(法)やざきクリニック

金沢市神田２丁目１の８

076-243-2241

40

金沢市

(法)安田内科病院

金沢市大豆田本町ハ62

076-291-2911

41

金沢市

山崎皮膚科医院

金沢市泉２丁目31の１

076-226-8808

42

金沢市

(法)KaNaDeやまと＠ホームクリニック

金沢市西泉２丁目１

076-242-8010

43

金沢市

わたなべ小児科医院

金沢市泉本町５丁目５の１

076-243-0200

44

金沢市

(財)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

076-249-7373

45

金沢市

石川県済生会金沢病院

金沢市赤土町ニ13の６

076-266-1060

46

金沢市

川田内科クリニック

金沢市横川６丁目72

076-280-6200

47

金沢市

(法)大斉会さいとう内科医院

金沢市三馬１丁目400

076-247-2011

48

金沢市

(法)杉浦クリニック

金沢市光が丘３丁目268

076-298-1300

49

金沢市

(法)仁信会杉原整形外科クリニック

金沢市額乙丸町ロ153

076-296-0770

50

金沢市

つじ小児科医院

金沢市窪５丁目630

076-247-3330

51

金沢市

中浜内科胃腸科医院

金沢市三馬１丁目131

076-243-7322

52

金沢市

平松医院

金沢市横川５丁目268

076-241-0573

53

金沢市

松原内科小児科医院

金沢市額乙丸町ニ54の３

076-298-3188

54

金沢市

(法)健真会耳鼻咽喉科安田医院

金沢市高尾南３丁目18

076-296-0960

55

金沢市

わかば内科クリニック

金沢市高尾台２丁目147

076-298-0087

56

金沢市

(法)金沢赤十字病院

金沢市三馬２丁目251

076-242-8131

57

金沢市

(法)中央会金沢有松病院

金沢市有松５丁目１の７

076-242-2111

58

金沢市

(法)扇翔会南ヶ丘病院

金沢市馬替２丁目125

076-298-3366

59

金沢市

(法)博倉会伊藤病院

金沢市十三間町98

076-263-6351

60

金沢市

(法)小川医院

金沢市笠舞２丁目28の12

076-261-8821

61

金沢市

(法)北野内科クリニック

金沢市幸町５の27

076-231-6792

62

金沢市

早川浩之の内科医院

金沢市上柿木畠２の４

076-222-8822

63

金沢市

ますた内科クリニック

金沢市茨木町11

076-222-5490

64

金沢市

横井小児科内科医院

金沢市菊川１丁目10の３

076-262-8551

65

金沢市

上野医院

金沢市小立野３丁目14の５

076-223-5510

66

金沢市

(法)半田内科医院

金沢市小立野３丁目28の17

076-264-0255
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67

金沢市

(法)岸谷内科医院

金沢市袋板屋町西39

076-229-1615

68

金沢市

きたばやし医院

金沢市笠舞１丁目23の40

076-264-0100

69

金沢市

小坂内科クリニック

金沢市石引１丁目７の11

076-232-0303

70

金沢市

小坂医院

金沢市涌波４丁目６の22

076-232-0260

71

金沢市

芝クリニック太陽丘

金沢市太陽が丘３丁目１の15

076-260-1222

72

金沢市

(法)杉原沼田クリニック

金沢市末町16の20の１

076-229-1533

73

金沢市

(法)こしの内科クリニック

金沢市朝霧台１丁目176

076-260-0500

74

金沢市

(法)健祥会たけうち内科クリニック

金沢市涌波１丁目７の１

076-232-7822

75

金沢市

土田整形外科クリニック

金沢市田上の里２丁目128

076-282-7886

76

金沢市

(法)太陽会ナガサト太陽クリニック

金沢市田上の里２丁目66

076-222-7787

77

金沢市

(法)なからい小児科クリニック

金沢市田上の里２丁目68

076-234-1200

78

金沢市

(法)やまぐち内科クリニック

金沢市田上本町３丁目205の１

076-231-1515

79

金沢市

(法)和宏会大手町病院

金沢市大手町５の32

076-221-1863

80

金沢市

(財)董仙会恵寿金沢病院

金沢市下新町６の26

076-220-9195

81

金沢市

内田マタニティクリニック

金沢市もりの里１丁目212

076-234-3511

82

金沢市

(法)おおみぞ内科・皮ふ科クリニック

金沢市横山町８の41

076-224-0033

83

金沢市

クリニック杜の里

金沢市もりの里２丁目140

076-232-0001

84

金沢市

きむら尾張町クリニック

金沢市尾張町２丁目６の２

076-224-5585

85

金沢市

小森耳鼻咽喉科医院

金沢市橋場町３の９

076-221-5027

86

金沢市

(法)斉藤内科クリニック

金沢市桜町21の12

076-233-0660

87

金沢市

(法)相良内科医院

金沢市小将町３の２

076-222-6116

88

金沢市

(法)和宏会敬愛病院

金沢市兼六元町14の21

076-222-1301

89

金沢市

(法)六豊会すずみが丘病院

金沢市もりの里３丁目76

076-260-7700

90

金沢市

(法)加賀白山会額内科クリニック

金沢市大手町９の13

076-221-0377

91

金沢市

(法)金沢医療生活協同組合けんろく診療所

金沢市天神町１丁目18の37

076-264-0678

92

金沢市

(法)博仁会小池病院

金沢市大手町８の20

076-263-5521

93

金沢市

(法)金沢宗広病院

金沢市桜町24の30

076-224-0101

94

金沢市

伊藤内科医院

金沢市長土塀１丁目３の18

076-231-7172

95

金沢市

(法)創生会大野内科医院

金沢市中央通町11の５

076-231-4488

96

金沢市

(法)福寿会かばた医院

金沢市長土塀３丁目７の５

076-265-5700

97

金沢市

(法)長土塀クリニック

金沢市長土塀２丁目６の15

076-254-5175

98

金沢市

(法)飛祥会北國クリニック

金沢市南町２の１
北國新聞会館３階

076-232-6722

99

金沢市

はしもと医院

金沢市玉川町17の10

076-223-2312

石川県・金沢市風しん抗体検査

協力医療機関

H31.4.23現在

No. 地区名

医療機関名

医療機関住所

電話番号

100 金沢市

松田産婦人科医院

金沢市片町２丁目26の11

076-231-6249

101 金沢市

(法)北斗松田小児科医院

金沢市片町２丁目13の13

076-231-0103

102 金沢市

(法)金沢聖霊総合病院

金沢市長町１丁目５の30

076-231-1295

103 金沢市

(法)博友会アカシアクリニック

金沢市粟崎町４丁目80の２

076-238-8010

104 金沢市

(法)井沢内科医院

金沢市諸江町下丁288の１

076-237-6026

105 金沢市

(法)耳順会ひょうたん町耳鼻咽喉科医院

金沢市瓢箪町２の13

076-231-1958

106 金沢市

(法)HIROHISA会めぐみクリニック

金沢市近岡町345の１

076-237-1135

107 金沢市

つなむらクリニック

金沢市本町１丁目３の38

076-263-5465

108 金沢市

(法)健巧会江守クリニック

金沢市割出町709の１

076-213-6211

109 金沢市

オリベ内科医院

金沢市彦三町１丁目５の33

076-222-0781

110 金沢市

(法)仁智会金沢春日クリニック

金沢市元菊町20の１

076-262-2700

111 金沢市

(法)北村クリニック

金沢市本町２丁目５の５

076-232-1515

112 金沢市

(法)ヤベツ会金澤なかでクリニック

金沢市近岡町294の７

076-239-1010

113 金沢市

柴山クリニック

金沢市彦三町１丁目７の34

076-232-6377

114 金沢市

(法)翠光会春藤医院

金沢市広岡１丁目１の８

076-261-0585

115 金沢市

(法)すのあ会金沢駅前ぐっすりクリニック

金沢市本町２丁目12の16

076-265-7225

116 金沢市

(法)内科高松医院高松医院

金沢市蚊爪町イ136

076-238-2010

117 金沢市

(法)洞庭医院

金沢市広岡１丁目12の５

076-221-6875

118 金沢市

マッサン内科・透析クリニック

金沢市直江町28街区１

076-238-8801

119 金沢市

(法)なかがわら胃腸科クリニック

金沢市粟崎町２丁目402

076-237-3355

120 金沢市

(法)藤聖会金沢メディカルステーションヴィーク

金沢市木ノ新保町１の１
金沢駅西口ビル４階

076-235-4113

121 金沢市

(法)中藤クリニック

金沢市粟崎町１丁目59

076-238-6607

122 金沢市

なかのクリニック

金沢市松寺町丑９の１

076-238-0506

123 金沢市

(法)ホスピィー浦田クリニック

金沢市広岡３丁目３の70

076-233-6020

124 金沢市

額小児科医院

金沢市粟崎町２丁目342の１

076-238-6237

125 金沢市

能登内科医院

金沢市堀川町23の16

076-223-0103

126 金沢市

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

076-238-5678

127 金沢市

(法)美里医院

金沢市東蚊爪町54の３

076-239-3310

128 金沢市

金城クリニック

金沢市彦三町２丁目１の21

076-265-7211

129 金沢市

(法)わかさ内科クリニック

金沢市西念３丁目16の25

076-234-1133

130 金沢市

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

076-252-2200

131 金沢市

(法)千授会池野内科クリニック

金沢市高柳町１の12の１

076-252-7100

132 金沢市

伊藤医院

金沢市森山２丁目19の28

076-251-3450
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133 金沢市

岡田内科クリニック

金沢市鳴和台113

076-253-4750

134 金沢市

(法)田丸小児科医院

金沢市小金町６の３

076-252-8632

135 金沢市

(法)一弘会土原医院

金沢市大樋町８の１

076-252-0471

136 金沢市

はまだクリニック

金沢市三池栄町71

076-252-7577

137 金沢市

(法)森田医院

金沢市森山１丁目１の22

076-252-0613

138 金沢市

(法)橘会整形外科米澤病院

金沢市京町１の30

076-252-3281

139 金沢市

(法)福音会なるわクリニック

金沢市鳴和１丁目16の６

076-252-5666

140 金沢市

(法)米島内科医院

金沢市東山２丁目16の３

076-252-5478

141 金沢市

(法)アンジュレディースクリニック

金沢市三池栄町66

076-254-5103

142 金沢市

(社)石川勤労者医療協会城北病院

金沢市京町20の３

076-251-6111

143 金沢市

(社)石川勤労者医療協会

金沢市京町23の５

076-252-6111

144 金沢市

(法)健正会荒井内科クリニック

金沢市吉原町ハ20

076-258-0167

145 金沢市

いよべクリニック

金沢市小坂町南675

076-251-2222

146 金沢市

(法)おおのこどもクリニック

金沢市荒屋１丁目88

076-258-2525

147 金沢市

丘村クリニック

金沢市荒屋１丁目87

076-258-6116

148 金沢市

(法)花園会花園医院

金沢市今町ホ39

076-257-7772

149 金沢市

(法)近藤クリニック

金沢市木越町ト９の１

076-237-2211

150 金沢市

かないちクリニック

金沢市金市町ロ12

076-255-1081

151 金沢市

(法)皮フ科西尾クリニック

金沢市木越町チ80の５

076-238-2402

152 金沢市

野口内科クリニック

金沢市神谷内町ハ37の７

076-253-8801

153 金沢市

(法)のむらクリニック

金沢市疋田２丁目144

076-257-7500

154 金沢市

(法)前川医院

金沢市堅田町乙132の１

076-258-2087

155 金沢市

(法)ママＢＢクリニック

金沢市木越町ト５の１

076-258-1122

156 金沢市

(法)三恵会的場医院

金沢市弥勒町ニ１の１

076-257-0011

157 金沢市

三宅医院

金沢市福久１丁目95

076-257-7600

158 金沢市

(法)横浜外科整形外科医院

金沢市小坂町北195の２

076-251-1500

159 金沢市

(法)浅ノ川総合病院

金沢市小坂町中83

076-252-2101

160 金沢市

独立行政法人国立病院機構医王病院

金沢市岩出町ニ73の１

076-258-1180

161 金沢市

だいとく内科糖尿病クリニック

金沢市畝田東２丁目570

076-266-3155

162 金沢市

あずきさわ内科クリニック

金沢市畝田西３丁目62の１

076-266-2280

163 金沢市

いとう内科クリニック

金沢市金石東３丁目４の７

076-213-5528

164 金沢市

岩城内科医院

金沢市駅西本町２丁目５の20

076-223-2111

165 金沢市

もみの木醫院

金沢市鞍月５丁目５

076-239-0136

城北診療所
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166 金沢市

(法)おおもりクリニック

金沢市鞍月４丁目144

076-266-8666

167 金沢市

金沢ホームケアクリニック

金沢市大友１丁目102

076-225-7010

168 金沢市

(法)小浦内科医院

金沢市畝田中１丁目59

076-268-2500

169 金沢市

(法)紺谷内科婦人科クリニック

金沢市畝田東２丁目125

076-268-3035

170 金沢市

(法)竹田内科クリニック

金沢市長田２丁目１の８

076-260-7878

171 金沢市

ティーズ内科クリニック

金沢市松村４丁目308

076-255-1002

172 金沢市

とべ内科クリニック

金沢市畝田西３丁目562

076-266-2255

173 金沢市

きたまちクリニック

金沢市駅西本町６丁目１の３

076-224-8808

174 金沢市

(法)剣はやかわクリニック

金沢市寺中町ホ37の１

076-266-1455

175 金沢市

あおばウィメンズクリニック

金沢市畝田東３丁目540

076-267-1255

176 金沢市

(法)ひろせクリニック

金沢市戸板２丁目16

076-254-5011

177 金沢市

ふじむらクリニック

金沢市藤江北３丁目46の１

076-267-5577

178 金沢市

(法)健水会水口内科クリニック

金沢市鞍月５丁目219

076-255-3377

179 金沢市

(法)からはな 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

076-267-2200

180 金沢市

(法)からはな水野小児科医院

金沢市寺中町ホ46

076-268-1131

181 金沢市

村上内科クリニック

金沢市松村１丁目145

076-268-5520

182 金沢市

(法)むらた小児科医院

金沢市寺中町ト５

076-268-8688

183 金沢市

(法)博友会金沢西みなとクリニック

金沢市金石東１丁目４の11

076-254-1613

184 金沢市

(法)博友会金沢西病院

金沢市駅西本町６丁目15の41

076-233-1811

185 金沢市

(法)映寿会みらい病院

金沢市鞍月東１丁目９

076-237-8000

186 金沢市

石川県立中央病院

金沢市鞍月東２丁目１

076-237-8211

187 金沢市

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター

金沢市下石引町１の１

076-262-4161

188 金沢市

金沢大学附属病院

金沢市宝町13の１

076-265-2000

189 加賀市

(法)栄香福祉会いしぐろクリニック

加賀市大聖寺耳聞山町85の２

0761-73-0012

190 加賀市

(法)伊東会鈴木医院

加賀市山中温泉本町１丁目ヤ７の２

0761-78-1116

191 加賀市

上田医院

加賀市山中温泉上原町ワ１

0761-78-5577

192 加賀市

うわだな小児科医院

加賀市下河崎町へ101の１

0761-73-0998

193 加賀市

岡部内科医院

加賀市湖城町１丁目22

0761-74-5115

194 加賀市

(法)純正会箱宮クリニック

加賀市箱宮町タ14の１

0761-75-8881

195 加賀市

(法)刈谷医院

加賀市山代温泉山背台１の68

0761-77-6116

196 加賀市

(法)河村医院

加賀市片山津温泉ア９の２

0761-74-1219

197 加賀市

(法)長久会加賀こころの病院

加賀市小菅波町121の１

0761-72-0880

198 加賀市

塩浜医院

加賀市大菅波町ト26の１

0761-73-3515

石川県・金沢市風しん抗体検査

協力医療機関
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199 加賀市

(法)渋谷会渋谷医院

加賀市松が丘１丁目７の31

0761-73-2227

200 加賀市

(法)すのあ会加賀ぐっすりクリニック

加賀市作見町ニ41の４

0761-72-8155

201 加賀市

ちょくし町クリニック

加賀市勅使町ハ25の１

0761-77-7827

202 加賀市

(法)林内科医院

加賀市大聖寺今出町５の３

0761-73-1110

203 加賀市

(法)萌和会太陽けんこうクリニック

加賀市深田町55の１

0761-75-2500

204 加賀市

正来医院

加賀市大聖寺魚町34

0761-73-3355

205 加賀市

(法)松下内科クリニック

加賀市山代温泉北部４丁目81の１

0761-76-0110

206 加賀市

(法)青峰会山下医院

加賀市作見町ホ39

0761-73-1300

207 加賀市

(法)昴生会吉田医院

加賀市山中温泉西桂木町ト４の２

0761-78-0045

208 加賀市

(法)慈豊会久藤総合病院

加賀市大聖寺永町イ17

0761-73-3312

209 加賀市

加賀市医療センター

加賀市作見町リ36

0761-72-1188

210 加賀市

独立行政法人国立病院機構石川病院

加賀市手塚町サ150

0761-74-0700

211 小松市

(法)明輝太陽会あさい皮膚科クリニック

小松市吉竹町４丁目222

0761-58-1112

212 小松市

(法)荒木病院

小松市若杉町95

0761-22-0301

213 小松市

上小松クリニック

小松市上小松町丙41の１

0761-22-2115

214 小松市

(法)岡本病院

小松市小馬出町13

0761-22-6273

215 小松市

(法)小野江医院

小松市長田町甲１

0761-22-0650

216 小松市

(法)勝木会やわたメディカルセンター

小松市八幡イ12の７

0761-47-1212

217 小松市

勝木医院

小松市竜助町14

0761-22-2171

218 小松市

金戸医院

小松市今江町７丁目235

0761-22-0129

219 小松市

かねとクリニック

小松市今江町７丁目218

0761-22-0418

220 小松市

(法)小松ソフィア病院

小松市沖町478

0761-22-0751

221 小松市

(法)川北レイクサイドクリニック

小松市今江町に41

0761-22-0232

222 小松市

小泉医院

小松市大文字町135の１

0761-22-3399

223 小松市

さたけ内科クリニック

小松市若杉町３丁目30

0761-48-5077

224 小松市

しんたに医院

小松市園町ニ67の１

0761-23-2255

225 小松市

小松こども医療福祉センター

小松市瀬領町丁１の２

0761-46-1306

226 小松市

(法)恵愛病院

小松市園町ハ55

0761-24-6111

227 小松市

(社)石川勤労者医療協会小松みなみ診療所

小松市下粟津町み１

0761-43-0375

228 小松市

(法)田谷泌尿器科医院

小松市園町ニ29の１

0761-23-0888

229 小松市

(法)中川外科医院

小松市向本折町マ55

0761-22-1268

230 小松市

西木医院

小松市河田町ヌ28の１

0761-47-3523

231 小松市

にしぶクリニック 皮ふ科・形成外科

小松市園町ホ140の４

0761-23-3380

健診センター
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232 小松市

林内科医院

小松市下牧町ホ103

0761-24-6288

233 小松市

春木医院

小松市糸町４の９

0761-22-5017

234 小松市

(法)松陽東病院

小松市大領中町３丁目121

0761-21-1131

235 小松市

(法)東野病院

小松市今江町７丁目468

0761-22-0623

236 小松市

(法)広崎外科医院

小松市日吉町51

0761-22-0393

237 小松市

(法)福村医院

小松市島町ル115の３

0761-44-3332

238 小松市

本田内科クリニック

小松市若杉町１丁目55

0761-20-5588

239 小松市

十慈医院

小松市竜助町42

0761-22-0333

240 小松市

(法)見谷内科医院

小松市北浅井町ハ77

0761-22-0885

241 小松市

みなとクリニック

小松市幸町３の92

0761-20-3710

242 小松市

(法)向出医院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

0761-47-0222

243 小松市

八木内科クリニック

小松市打越町う45

0761-24-1118

244 小松市

(法)山上小児科クリニック

小松市日の出町１の128

0761-20-2320

245 小松市

桃夭クリニック

小松市白江町ハ35

0761-23-5533

246 小松市

湯浅医院

小松市旭町95

0761-21-1388

247 小松市

(法)森田病院

小松市園町ホ99の１

0761-21-1555

248 小松市

国民健康保険小松市民病院

小松市向本折町ホ60

0761-22-7111

249 能美市

秋山医院

能美市寺井町ま20

0761-57-0666

250 能美市

(法)洋和会川北温泉クリニック

能美郡川北町壱ツ屋195

076-277-8855

251 能美市

(法)きだ整形外科クリニック

能美市西二口町丙30の１

0761-55-8811

252 能美市

(社)石川勤労者医療協会寺井病院

能美市寺井町ウ84

0761-58-5500

253 能美市

(法)徳久医院

能美市寺井町ウ31

0761-57-0062

254 能美市

(法)聖愛会ながた内科クリニック

能美市寺井町ロ80の１

0761-57-3777

255 能美市

(法)泉之杉会にしかわクリニック

能美市三ツ屋町イ14の１

0761-52-0025

256 能美市

手取川クリニック

能美郡川北町壱ツ屋199

076-277-0100

257 能美市

(法)前田医院

能美市寺井町た31の１

0761-57-0097

258 能美市

(法)まつだクリニック

能美市浜開発町丁97の３

0761-55-1238

259 能美市

松田内科クリニック

能美市三ツ屋町38の３

0761-51-0058

260 能美市

みもうクリニック

能美市佐野町ヲ33

0761-57-0530

261 能美市

(法)村本内科胃腸科医院

能美市大成町ワ５の１

0761-55-3551

262 能美市

(法)もりした整形外科クリニック

能美市辰口町654の１

0761-51-6515

263 能美市

(法)柳瀬医院

能美市浜町カ157

0761-55-0166

264 能美市

(法)よしだ小児科クリニック

能美市松が岡３丁目67

0761-51-6100
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265 能美市

(法)米島医院

能美市大成町ト118の６

0761-55-0241

266 能美市

(法)和楽仁芳珠記念病院

能美市緑が丘11丁目71

0761-51-5551

267 能美市

国民健康保険能美市立病院

能美市大浜町ノ85

0761-55-0560

268 白山ののいち (法)洋和会池田病院

野々市市新庄２丁目10

076-248-7222

269 白山ののいち いこまともみレディースクリニック

白山市北安田西２丁目41

076-216-0123

270 白山ののいち (法)井村内科・腎透析クリニック

白山市美川中町ル40の１

076-278-6363

271 白山ののいち 岡村内科医院

白山市千代野東５丁目5の4

076-276-8851

272 白山ののいち 織田内科クリニック

白山市鶴来本町３丁目ヲ11

076-273-9100

273 白山ののいち 小野木医院

野々市市本町２丁目18の２

076-248-0238

274 白山ののいち (法)恵愛会松南病院

白山市若宮３丁目63

076-275-7611

275 白山ののいち かわい小児科医院

白山市安田町５

076-275-0177

276 白山ののいち (法)ホスピィー河内うらた医院

白山市河内町きりの里62

076-273-3777

277 白山ののいち 喜多内科医院

野々市市横宮町７丁目20

076-248-0020

278 白山ののいち 北村内科医院

白山市倉光７丁目41

076-274-3800

279 白山ののいち (法)熊谷クリニック

野々市市三納２丁目154

076-246-6800

280 白山ののいち (法)斉藤小児科医院

白山市馬場２丁目16

076-275-3110

281 白山ののいち 真田医院

白山市布市１丁目131

076-275-2255

282 白山ののいち さなだクリニック

白山市鶴来古町ワ７

076-272-1138

283 白山ののいち 嶋医院

白山市中町32

076-275-3311

284 白山ののいち (法)新内科医院新くりにっく

白山市宮保新町130の１

076-276-8001

285 白山ののいち (法)新内科医院

白山市西柏町７の13

076-276-7217

286 白山ののいち (法)新村病院

白山市月橋町722の12

076-273-0100

287 白山ののいち ののいち産婦人科クリニック

野々市市本町２丁目18の22

076-248-5315

288 白山ののいち せいだクリニック

白山市道法寺町ニ10

076-272-0381

289 白山ののいち 福留クリニック

白山市福留町179の１

076-277-3133

290 白山ののいち 多賀クリニック

白山市美川和波町カ128の１

076-278-3384

291 白山ののいち 高田内科クリニック

野々市市扇が丘10の10

076-246-3630

292 白山ののいち (法)あさがおクリニック

白山市倉光５丁目103

076-275-2600

293 白山ののいち 御経塚クリニック

野々市市御経塚１の450

076-246-2311

294 白山ののいち ちくだ医院

白山市倉光６丁目35

076-275-6341

295 白山ののいち つじ川内科クリニック

野々市市位川251

076-294-2221

296 白山ののいち (法)津田内科医院

白山市新成４丁目230

076-276-5050

297 白山ののいち 津山クリニック

白山市北安田町1270

076-276-5501
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298 白山ののいち てらしま内科クリニック

白山市中奥町91の３

076-274-8666

299 白山ののいち とみたクリニック

野々市市粟田３丁目55

076-246-7070

300 白山ののいち (法)長尾医院

白山市美川永代町ソ248

076-278-2156

301 白山ののいち (法)ながしまクリニック

白山市北安田町972の１

076-275-1115

302 白山ののいち (法)なかそねひふ科クリニック

野々市市横宮町67の１
ヴィテンののいち１階

076-227-9612

303 白山ののいち (法)ヤベツ会なかでクリニック

白山市鹿島平11番60

076-278-5511

304 白山ののいち (法)あゆみなんぶこども医院

白山市北安田西１の17

076-275-6611

305 白山ののいち はしもと内科クリニック

野々市市上林４丁目651の１

076-227-3080

306 白山ののいち 白山石川医療企業団吉野谷診療所

白山市佐良二124

076-255-5019

307 白山ののいち (法)悠輝会野々市よこみやクリニック

野々市市郷２丁目220

076-248-0086

308 白山ののいち 金沢工業大学扇が丘診療所

野々市市扇が丘７の１

076-246-1393

309 白山ののいち (法)ばんどう内科診療所

白山市布市１丁目113

076-277-6211

310 白山ののいち (法)舩木医院

野々市市太平寺４丁目71

076-248-6686

311 白山ののいち ふるさわ内科クリニック

野々市市押野２丁目54

076-294-6655

312 白山ののいち (法)松葉外科胃腸科クリニック

白山市美川中町イ16の72

076-278-6065

313 白山ののいち いのくち内科医院

白山市井口町に98の５

076-273-0678

314 白山ののいち 三幸小児科医院

白山市三幸町38

076-274-7373

315 白山ののいち むとう小児科医院

白山市宮永市町65の２

076-275-7887

316 白山ののいち (法)矢ケ崎外科医院

白山市徳丸町597

076-275-5166

317 白山ののいち (法)安原医院

白山市田中町242

076-275-2008

318 白山ののいち やなぎ内科クリニック

白山市専福寺町161の１

076-277-6200

319 白山ののいち (法)やまかわクリニックやまかわ内科クリニック

野々市市藤平田１丁目472

076-246-6650

320 白山ののいち やまぎしレディスクリニック

野々市市藤平田１丁目256の１

076-287-6066

321 白山ののいち (法)山本クリニック

野々市市新庄１丁目273

076-246-1661

322 白山ののいち (法)やまもと内科医院

白山市山島台３丁目99

076-274-3588

323 白山ののいち ゆあさクリニック

野々市市御経塚２丁目272

076-269-8866

324 白山ののいち 吉光内科医院

野々市市田尻町２

076-248-7788

325 白山ののいち 聖来美クリニック

白山市井関町115の１

076-278-7070

326 白山ののいち 公立松任石川中央病院

白山市倉光３丁目８

076-275-2222

327 白山ののいち 公立つるぎ病院

白山市鶴来水戸町ノ１

076-272-1250

328 河北郡市

(法)秋山クリニック

河北郡内灘町ハマナス１丁目８の１

076-286-8843

329 河北郡市

(法)敬仁会石倉クリニック

河北郡津幡町北中条６の73

076-289-7767

330 河北郡市

いしざき皮ふ科クリニック

かほく市内日角４丁目71

076-283-5525

石川県・金沢市風しん抗体検査
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331 河北郡市

(法)一林医院

河北郡津幡町字庄ウ３

076-289-2002

332 河北郡市

上島クリニック

河北郡津幡町字清水ア25

076-289-2233

333 河北郡市

(法)おおたクリニック

河北郡津幡町字太田は112

076-288-6000

334 河北郡市

(法)沖野会沖野クリニック

かほく市高松ノ１の11

076-281-0500

335 河北郡市

(法)おきの内科医院

かほく市遠塚ロ54の９

076-285-2552

336 河北郡市

(法)かねだ医院

かほく市高松ヲ２の６

076-281-1164

337 河北郡市

(法)らいふクリニック

かほく市白尾ロ32の１

076-283-6200

338 河北郡市

北谷クリニック

かほく市高松ア１の１

076-281-8801

339 河北郡市

(法)久保医院

かほく市宇野気ヌ183の１

076-283-0017

340 河北郡市

(法)瑞穂会みずほ病院

河北郡津幡町字潟端422の１

076-255-3008

341 河北郡市

(法)紺谷医院

かほく市木津へ12の１

076-285-0020

342 河北郡市

さかきばら内科医院

河北郡津幡町字庄ト１の15

076-288-7770

343 河北郡市

柴田クリニック

河北郡津幡町字加賀爪ホ286

076-289-2572

344 河北郡市

(法)宇野気医院

かほく市宇野気チ33の16

076-283-0103

345 河北郡市

茶谷医院

河北郡内灘町字西荒屋52

076-286-8478

346 河北郡市

(法)リロ耳鼻咽喉科はまなすクリニック

河北郡内灘町ハマナス２丁目７

076-286-3387

347 河北郡市

(法)なかお医院

かほく市七窪ハ17の６

076-283-6655

348 河北郡市

(法)中田内科病院

かほく市内日角６丁目35の１

076-283-1121

349 河北郡市

つねファミリークリニック

河北郡内灘町白帆台２の１

076-286-1230

350 河北郡市

(法)芙蓉会二ツ屋病院

かほく市二ツ屋ソ72

076-281-0172

351 河北郡市

(法)克嘉会はせがわクリニック

かほく市内日角４丁目12

076-283-6611

352 河北郡市

向陽台クリニック

河北郡内灘町向陽台１丁目225

076-255-3454

353 河北郡市

保志場医院

かほく市高松ノ90甲２

076-281-0069

354 河北郡市

(法)政岡医院

河北郡内灘町鶴ケ丘４丁目１の265

076-286-1766

355 河北郡市

(法)宗平内科医院

河北郡津幡町井上の荘２丁目１の１

076-288-7600

356 河北郡市

(法)村田医院

河北郡内灘町鶴ケ丘２丁目８

076-286-0300

357 河北郡市

(法)山崎外科胃腸科医院

河北郡津幡町字加賀爪リ20

076-289-2288

358 河北郡市

サンクリニックやまだ

河北郡津幡町字潟端461の10

076-289-3929

359 河北郡市

山田耳鼻咽喉科医院

河北郡津幡町字津幡ロ５の10

076-288-2084

360 河北郡市

由雄クリニック

河北郡津幡町字横浜は50の６

076-288-8584

361 河北郡市

津幡町国民健康保険直営河北中央病院

河北郡津幡町字津幡ロ51の２

076-289-2117

362 河北郡市

石川県立高松病院

かほく市内高松ヤ36

076-281-1125

363 河北郡市

金沢医科大学病院

河北郡内灘町大学１丁目１

076-286-3511

石川県・金沢市風しん抗体検査
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364 羽咋郡市

(法)岩脇医院

羽咋市的場町的場２

0767-22-0131

365 羽咋郡市

河﨑医院

羽咋郡志賀町高浜町ト１

0767-32-0019

366 羽咋郡市

(法)秀峰会加藤病院

羽咋郡志賀町高浜町ヘ１の１

0767-32-1251

367 羽咋郡市

(法)平成会向クリニック

羽咋郡志賀町富来領家町ハ30

0767-42-1151

368 羽咋郡市

とどろき医院

羽咋市鶴多町切道８の４

0767-22-7855

369 羽咋郡市

志賀町立志賀クリニック

羽咋郡志賀町高浜町ヤ79の１

0767-32-5307

370 羽咋郡市

(法)西村内科胃腸科クリニック

羽咋郡宝達志水町今浜ト169

0767-28-2033

371 羽咋郡市

(法)疋島クリニック

羽咋市旭町ア45

0767-22-1205

372 羽咋郡市

保志場内科クリニック

羽咋市的場町的場92の３

0767-22-0807

373 羽咋郡市

前川医院

羽咋市酒井町わ53

0767-26-0210

374 羽咋郡市

松江外科胃腸科医院

羽咋市松ケ下町松ケ下６

0767-22-7888

375 羽咋郡市

(社)石川勤労者医療協会羽咋診療所

羽咋市柳橋町堂田53の１

0767-22-5652

376 羽咋郡市

公立羽咋病院

羽咋市的場町松崎24

0767-22-1220

377 羽咋郡市

町立宝達志水病院

羽咋郡宝達志水町子浦ロ11の１

0767-29-3121

378 羽咋郡市

町立富来病院

羽咋郡志賀町富来地頭町７の110の１

0767-42-1122

379 七尾市

(法)生生会円山病院

七尾市府中町68の３

0767-52-3400

380 七尾市

おくむら内科胃腸科医院

七尾市下町ニ19の１

0767-57-0753

381 七尾市

(法)かじ内科クリニック

鹿島郡中能登町二宮ホ部210の１

0767-76-0002

382 七尾市

(法)向陽会桑原母と子クリニック

七尾市国分町ラ部２の１

0767-52-4103

383 七尾市

(法)和泉会さはらファミリークリニック

七尾市石崎町タ部13の１

0767-62-3765

384 七尾市

田中内科クリニック

七尾市藤橋町戌15の１

0767-57-5660

385 七尾市

中村ペインクリニック

七尾市神明町ロ部10の１

0767-53-8688

386 七尾市

(財)愛生会浜野クリニック

七尾市小島町二部50の１

0767-52-3261

387 七尾市

藤田医院

羽咋市大町イ部８の３

0767-26-1021

388 七尾市

(法)安田医院

鹿島郡中能登町能登部下105部４の１

0767-72-2027

389 七尾市

(法)やまざきクリニック

七尾市つつじが浜１の３

0767-53-4976

390 七尾市

(法)山﨑医院

七尾市石崎町レ部52の１

0767-62-2209

391 七尾市

(法)山田産婦人科医院

七尾市御祓町ホ部６の16

0767-52-3035

392 七尾市

(法)よこやま横山内科医院

七尾市御祓町子３の４

0767-53-0524

393 七尾市

(財)董仙会恵寿総合病院

七尾市富岡町94

0767-52-3211

394 七尾市

(財)董仙会恵寿ローレルクリニック

七尾市富岡町95

0767-57-5500

395 七尾市

(財)董仙会田鶴浜診療所

七尾市田鶴浜町リ11の１

0767-68-3715

396 七尾市

七尾市公立能登総合病院

七尾市藤橋町ア部６の４

0767-52-6611
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397 七尾市

独立行政法人国立病院機構七尾病院

七尾市松百町８の３の１

0767-53-1890

398 能登北部

(法)あいずみクリニック

珠洲市飯田町10部60の１

0768-82-0002

399 能登北部

生垣医院

鳳珠郡能登町字柳田ロ部１

0768-76-0001

400 能登北部

(法)伊藤医院

輪島市水守町中ノ瀬４の８

0768-22-2313

401 能登北部

(法)北川内科クリニック

鳳珠郡穴水町字大町いの17

0768-52-3555

402 能登北部

(法)恵仁会小西医院

珠洲市正院町正院１丁目61

0768-82-6800

403 能登北部

たくだ皮ふ科クリニック

輪島市宅田町九字23の１

0768-23-4335

404 能登北部

(法)定梶医院

輪島市門前町劔地タの24

0768-45-1351

405 能登北部

小木クリニック

鳳珠郡能登町小木15字23の３

0768-74-1711

406 能登北部

千間内科クリニック

鳳珠郡能登町字宇出津山分２字32の２

0768-62-1001

407 能登北部

なかたに医院

珠洲市上戸町北方五部175の１

0768-82-8333

408 能登北部

(法)持木会柳田温泉病院

鳳珠郡能登町字上町８字393

0768-76-1223

409 能登北部

(法)フナキ舩木クリニック

輪島市釜屋谷町３字５

0768-23-0866

410 能登北部

(法)升谷医院

鳳珠郡能登町字松波10字99の１

0768-72-1151

411 能登北部

(法)永井医院

輪島市鳳至町下町88

0768-22-0032

412 能登北部

(法)まるおかクリニック

鳳珠郡穴水町字川島ろの５の２

0768-52-8228

413 能登北部

(法)昇晃会みちした内科クリニック

珠洲市飯田町13部110番１

0768-82-0877

414 能登北部

宮下医院

輪島市三井町長沢６の12

0768-26-1311

415 能登北部

(法)持木会持木メディカルクリニック

鳳珠郡能登町字宇出津タ字61の２

0768-62-1210

416 能登北部

(法)青雲会大和医院

輪島市門前町道下７の６

0768-43-1323

417 能登北部

(社)石川勤労者医療協会輪島診療所

輪島市堀町１字13番２

0768-23-8686

418 能登北部

公立宇出津総合病院

鳳珠郡能登町字宇出津タ字97

0768-62-1311

419 能登北部

市立輪島病院

輪島市山岸町は１の１

0768-22-2222

420 能登北部

公立穴水総合病院

鳳珠郡穴水町字川島タの８

0768-52-0511

421 能登北部

珠洲市総合病院

珠洲市野々江町ユ部１の１

0768-82-1181

