
令和３年４月２１日    
新型コロナウイルスワクチン接種の開始日等について   

市内６５歳以上の高齢者に対する接種の本格化に向け、金沢市医師会や各医療機

関と協議の上、接種開始日、予約方法及び実施医療機関等を下記のとおり決定いた

しました。   
記  

１．接種開始日 
令和３年５月１５日（土） 
※医療機関によっては、これ以降の開始となる場合があります。  

２．予約受付開始日 
令和３年５月６日（木）   

３．接種実施医療機関数  病院 診療所 合計 
個別接種 ２６ １２１ １４７ 
集約接種 １８ ３６ ５４ 
合計 ４４ １５７ ２０１     ※１ 令和３年４月２０日現在 
※２ うち公表可能な医療機関は別紙のとおり  

４．予約方法    次の３つの方法が可能     ①医療機関に直接連絡 
②金沢市コロナワクチンコールセンターに電話連絡  
③予約アプリへの入力  

接種券番号、生年月日、電話番号を入力   
５．その他 
（１）後日、医療機関別の接種形態、予約方法等を新聞、テレビ、金沢市ホーム

ページ等により市民に周知する予定  
（２）集約接種のシミュレーション（現地での取材対応可） 

日  時：４月２５日（日）１３：００～１４：００ 
会  場：金沢広域急病センター（駅西福祉健康センター１階） 
参加予定：医師、看護師、接種者役など約５０名 



新型コロナワクチン接種

金沢市内医療機関一覧
　※４月20日現在公表可能である医療機関のみ掲載しています。

（住所５０音順）

医療機関名 住所 医療機関名 住所

こしの内科クリニック 朝霧台1-176 城北診療所 京町23-5

三治整形外科クリニック 粟崎町1-42-2

中藤クリニック 粟崎町1-59

なかがわら胃腸科クリニック 粟崎町2-402 むねとおなか伊藤醫院 窪4-525

小坂内科クリニック 石引1-7-11 おおもりクリニック 鞍月4-144

松田内科医院 泉2-7-1 香林坊メディカルクリニック 香林坊2-9-10

有松医科歯科クリニック 泉3-3-6 田丸小児科医院 小金町6-3

ソフィア内科クリニック 泉が丘2-14-1 いよべクリニック 小坂町南675

ふじさわ眼科小児科クリニック 泉野出町3-3-25 横浜外科整形外科医院 小坂町北195-2

羽柴クリニック 泉野町1-19-16 相良内科医院 小将町3-2

ますた内科クリニック 茨木町11 上野医院 小立野3-14-5

花園医院 今町ホ39 半田内科医院 小立野3-28-17

あずきさわ内科クリニック 畝田西3-62-1 徳田外科・胃腸科･内科医院 小橋町1-8

紺谷内科婦人科クリニック 畝田東2-125 さかもと内科クリニック 古府2-52

岩城内科医院 駅西本町2-5-20 わかさ内科クリニック 西念3-16-25

福島医院 円光寺2-5-20 北野内科クリニック 幸町5-27

額内科クリニック 大手町9-13 大野内科医院 中央通町11-5

土原医院 大樋町8-1 水野小児科医院 寺中町ホ46

藤田内科医院 尾山町6-32 高田整形外科内科医院 下新町6-36

きむら尾張町クリニック 尾張町2-6-2 杉原沼田クリニック 末町16の20-1

高松医院 蚊爪町イ136 松下内科胃腸科クリニック 千木1-245

きたばやし医院 笠舞1-23-40 池田内科クリニック 高尾台1-112

みひらＲクリニック 笠舞3-2-31 わかば内科クリニック 高尾台2-147

かないちクリニック 金市町ロ12 耳鼻咽喉科安田医院 高尾南3-18

金沢西みなとクリニック 金石東1-4-11 やまぐち内科クリニック 田上本町3-205-1

あんどう内科医院 上荒屋6-521 池野内科クリニック 高柳町1-12-1

野口内科クリニック 神谷内町ハ37-7 はしもと医院 玉川町17-10

けんろく診療所 天神町1-18-37

のぐち血管外科クリニック 直江南1-28-1

横井小児科内科医院 菊川1-10-3

近藤クリニック 木越町ト9-1

宮森整形外科クリニック 北安江4-17-20 伊藤整形外科・内科クリニック 長坂3-2-21

かばた医院 長土塀3-7-5

小森耳鼻咽喉科医院 橋場町3-9

＜ 診療所＞

金沢メディカルステーション

ヴィーク

木ノ新保町1-1　金

沢駅西口ビル4F

一般財団法人石川県予防医学協

会予防医学クリニック
神野町東115

藤田内科リウマチ膠原病クリ

ニック
直江西1-99

石川勤労者医療協会　城北クリ

ニック
京町20-50

次ページに続く

予約の受付は５月６日（木）に開始します。
接種は５月15日（土）から順次開始します。

（開始日は医療機関により異なります。）
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医療機関名 住所 医療機関名 住所

米島内科医院 東山2-16-3 石川県済生会金沢病院 赤土町ニ13－6

きだクリニック 疋田2-39 金沢西病院 駅西本町6-15-41

オリベ内科医院 彦三町1-5-33 みらい病院 鞍月東1-9

金城クリニック 彦三町2-1-21 浅ノ川総合病院 小坂町中83

ひょうたん町耳鼻咽喉科医院 瓢箪町2-13 藤井病院 古府1-150

洞庭医院 広岡1-12-5 伊藤病院 十三間町98

春藤医院 広岡1-1-8 石田病院 寺町3-10-15

浦田クリニック 広岡3-3-70 鈴木レディスホスピタル 寺町2-8-36

三宅医院 福久1-95 川北病院 野町1-3-55

岸谷内科医院 袋板屋町西39 金沢市立病院 平和町3-7-3

ふじむらクリニック 藤江北3-46-1 木島病院 松寺町子41-1

やながわ在宅クリニック 藤江北4-273 安田内科病院 大豆田本町ハ62

ながい内科クリニック 保古1-175 金沢赤十字病院 三馬2-251

つなむらクリニック 本町1-3-38 医王病院 岩出町ニ73

金沢駅前ぐっすりクリニック 本町2-12-16

木村内科医院 間明町1-346

なかのクリニック 松寺町丑9-1

医療機関名 住所

金沢広域急病センター 西念3-4-25

ティーズ内科クリニック 松村4-308

的場医院 弥勒町二1-1

加藤整形外科医院 本江町8-18

たが整形外科クリニック 元町2-20-23

医療法人社団森田医院 森山1-1-22

伊藤医院 森山2-19-28

森下整形外科医院 矢木1-96

山の上クリニック 山の上町5-5－1

佐伯ペインクリニック 弥生2-21-15

荒井内科クリニック 吉原町ハ20

なかた整形外科クリニック 吉原町ハ21

はら内科医院 米泉町4-22-3

浅野胃腸科外科医院 若草町15-24

たけうち内科クリニック 涌波1-7-1　

＜その他特設会場＞

＜ 診療所＞ ＜病院＞ 

長山耳鼻咽喉科医院
松村1-7 ブラザー

ハイツ1階

お問い合わせ先
金沢市コロナワクチンコールセンター

受付時間： 平日 9:00～17:45
☎076-213-5670　FAX076-265-1452

e-mail:kanazawa5670@circus.ocn.ne.jp

全体で201カ所のうち、

公表可能とした医療機関は111カ所
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