
登録医名簿
金沢市医師会

No. 医療機関名 登録医 住所
1 あいき整形外科クリニック 相木　一秀 金沢市黒田１－６１
2 なるわクリニック 青木　徹哉 金沢市鳴和１丁目１６－６
3 だいとく内科糖尿病クリニック 浅香裕之 金沢市畝田東2丁目570番地 
4 浅妻医院 浅妻　茂章 金沢市石引1丁目５－３８
5 愛育産婦人科医院 油尾　俊一 金沢市鳴和1-13-6
6 あずきさわ内科クリニック 小豆沢　定秀 金沢市畝田西3丁目62-1
7 池田内科クリニック 池田　清司 金沢市高尾台1丁目112
8 池野内科クリニック 池野　恒久 金沢市高柳町1の１２の１
9 伊藤内科眼科医院 伊藤　敏治 金沢市長土塀1丁目3番18号
10 むねとおなか伊藤醫院 伊藤　博 金沢市窪4丁目525番地
11 井村内科医院 井村　優 白山市美川北町ヲ６７－１
12 いよべクリニック 伊與部　尊和 金沢市小坂町南６７５
13 レディースクリニックゆう 植田　恵美 金沢市弥生3丁目３の４６
14 上野医院 上野　桂一 金沢市小立野3丁目14-5
15 めぐみクリニック 上野　浩久 金沢市粟崎町１－４１－１
16 うきた産婦人科医院 浮田　俊彦 金沢市新神田４－７－２５
17 山の上クリニック 碓井　貞成 金沢市山の上町5-5
18 内田マタニティクリニック 内田　実 金沢市もりの里1-212
19 おおくぼ眼科クリニック 大久保　真司 小坂町西97番1
20 大野内科医院 大野　秀棋 金沢市中央通町11-5
21 さかえ内科クリニック 大場　栄 金沢市窪３丁目１８５番地
22 大平胃腸科外科クリニック 大平　政樹 金沢市近岡町４２８番１号
23 おおみぞ内科皮ふ科クリニック 大溝　了庸 金沢市横山町８－４１
24 おおもりクリニック 大森　俊明 金沢市鞍月4丁目144番地
25 岡本小児科医院 岡本　力 金沢市入江1丁目616-1
26 小川医院 小川　滋彦 金沢市笠舞２丁目２８-１２
27 半田内科医院 小川　純 金沢市小立野3丁目28-17
28 オリベ内科医院 織部　芳隆 金沢市彦三町1丁目５の３３
29 半田内科医院 鍛治　恭介 金沢市小立野3丁目28-17
30 加世多皮膚科医院 加世多　秀範 金沢市もりの里３丁目7
31 クリニック杜の里 加藤　修 金沢市もりの里2丁目140
32 加藤クリニック 加藤　甲 金沢市疋田２丁目３９
33 加藤小児科医院 加藤　彰一 金沢市入江１丁目１１３番地
34 かばた医院 加畑　寿明 金沢市長土塀３丁目７番５号
35 かわきた眼科クリニック 川北　聖子 金沢市野町１丁目３－６７
36 川口眼科医院 川口　博治 金沢市入江2丁目163-2
37 木田医院 木田　威俊 金沢市小立野5丁目12－15
38 木田医院 土屋　百合 金沢市小立野5丁目12－15
39 岸谷内科医院 岸谷　正雄 金沢市袋板屋町西３９
40 きたがわ内科クリニック 北川　義展 金沢市八日市出町578
41 北野内科クリニック 北野　博嗣 金沢市幸町5-27
42 長土塀クリニック 金　昌基 金沢市長土塀2丁目６－１５
43 きたばやし医院 北林　一男 金沢市笠舞１丁目２３－４０
44 北村クリニック 北村　徳治 金沢市本町２丁目５番５号
45 きのしたクリニック 木下　賀雄 金沢市田上町５街区１２番地
46 木下耳鼻咽喉科医院 木下　弘治 金沢市笠舞1丁目23番23号
47 きむら尾張町クリニック 木村　寛伸 金沢市尾張町2丁目６の２
48 わかくさホークケアクリニック 熊走　一朗 金沢市若草町５の６
49 金沢ホームケアクリニック 黒瀬　亮太 金沢市大友1丁目102
50 小浦内科医院 小浦　隆義 金沢市畝田中１丁目59
51 香林坊メディカルクリニック 小山　信 金沢市香林坊２丁目９番１０号
52 小坂医院 小坂　牧子 金沢市涌波４丁目6-22
53 小坂内科クリニック 小坂　星太郎 金沢市石引町1丁目7-11
54 もりやま越野医院 越野　慶隆 金沢市森山１丁目５番２６号
55 小林内科医院 小林　三郎 金沢市三口新町２丁目3-15
56 小森耳鼻咽喉科医院 小森　貴 金沢市橋場町3-9
57 近藤内科医院 近藤　俊彦 金沢市西金沢３丁目１４５
58 近藤クリニック 近藤　大輔 金沢市木越町卜9-1
59 近藤クリニック 近藤　政子 金沢市木越町卜9-1
60 斉藤内科クリニック 斉藤　弥章 金沢市桜町21番12号
61 金沢春日クリニック 齋藤　正典 金沢市元菊20番1号
62 さいとう内科医院 斉藤　元泰 金沢市三馬1丁目４００
63 さかもと内科クリニック 坂本　茂夫 金沢市古府2丁目52
64 坂戸医院 坂戸　俊一 金沢市山の上町５－３
65 相良内科医院 相良　宝作 金沢市小将町３番２号
66 四位例内科クリニック 四位例　靖 金沢市泉１丁目１番５号
67 芝クリニック太陽丘 芝　延行 金沢市太陽ヶ丘3丁目1-15
68 柴山クリニック 柴山　真介 金沢市彦三町１丁目7-34
69 いしぐろクリニック 清水　明 金沢市窪4丁目515番地
70 新谷外科医院 新谷　壽久 金沢市菊川１丁目16-15
71 すがわら整形外科クリニック 菅原　洋一郎 金沢市木越町ト３５－１
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72 杉原沼田クリニック 杉原　範彦 金沢市末町16-20-1
73 もりやま越野医院 鈴木　尚 金沢市森山１丁目５番２６号
74 鈴木レディスホスピタル 鈴木　雅夫 金沢市寺町２丁目８番３６号
75 瀬川眼科 瀬川　要司 金沢市寺中町ホ６１－９
76 高田整形外科内科医院 高田　宗世 金沢市尾張町2丁目16番83号
77 高野医院 高野　道夫 金沢市野町２丁目4-12
78 高橋小児科医院 高橋　謙太郎 金沢市彦三町１丁目１３－２８
79 高松医院 高松　靖 金沢市蚊爪町イ１３６
80 たけうち内科クリニック 竹内　正勇 金沢市涌波１丁目７－１
81 竹田内科クリニック 竹田　康男 金沢市長田２丁目１番８号
82 田中皮ふ科クリニック 田中　武司 金沢市荒屋１丁目８６番地
83 すずみが丘病院 竹中　哲郎 金沢市もりの里３丁目７６
84 田丸小児科医院 田丸　陽一 金沢市小金町6-3
85 津川医院 津川　博一 金沢市弥生1丁目17の１０
86 土田整形外科クリニック 土田　敏典 金沢市田上第５土地区画整理地５街区１４番
87 つちや眼科クリニック 土屋　美津保 金沢市吉原町ヨ１３０－２
88 土谷内科医院 土谷　保 金沢市桜町１９番１０号
89 ティーズ内科クリニック 土山　智也 金沢市松村4丁目308番地
90 ティーズ内科クリニック 土山　奈央美 金沢市松村4丁目308番地
91 洞庭医院 洞庭　賢一 金沢市広岡１丁目１２－５
92 介護老人保健施設　ピカソ 道場　昭太郎 金沢市田上本町カ-45-1
93 ながい内科クリニック 永井　幸広 金沢市保古1丁目175
94 ナガサト太陽クリニック 永里　敦 金沢市田上第５土地区画整理地１０街区２－２
95 中嶋医院 中嶋　和喜 金沢市若草町２番３５号
96 なかた整形外科クリニック 中田　理 金沢市吉原町ハ-21
97 中谷整形外科 中谷　聡 金沢市泉本町４－１２
98 金沢メディカルステーションヴィーク 中積　智子 金沢市木ノ新保町１番１号　金沢駅西口ビル４階

99 なかのクリニック 中野　一郎 金沢市松寺町丑９－１
100 うきた産婦人科医院 中村　彰 金沢市新神田４－７－２５
101 松原病院 中本　理和 金沢市石引4-3-5
102 中山クリニック 中山　渉 金沢市小坂町中１８－２
103 長山耳鼻咽喉科医院 長山　郁生 金沢市松村１丁目７　ブラザーハイツ１Ｆ
104 なからい小児科クリニック 半井　孝幸 金沢市田上第５土地区画整理地１０街区
105 ハロークリニック 中村　勉 金沢市三社町１－２１
106 西村内科医院 西村　邦雄 金沢市豊穂町３番地
107 鈴木レディスホスピタル 新田　直樹 金沢市寺町２丁目８番３６号
108 額内科クリニック 額　浩一 金沢市大手町9番13号
109 きたまちクリニック 野崎　外茂次 金沢市駅西本町６丁目１番３号
110 能登内科医院 能登　康夫 金沢市堀川町２３－１６
111 羽柴クリニック 羽柴　厚 金沢市泉野町１丁目１９－１６
112 はしもと医院 橋本　英樹 金沢市玉川町１７番１０号
113 まなぶ産科婦人科クリニック 橋本　学 金沢市大桑2丁目３０７
114 はまだクリニック 浜田　誠人 金沢市三池栄町71番地
115 早川浩之の内科医院 早川　浩之 金沢市上柿木畠2-4
116 はやかわクリニック 早川　康浩 金沢市寺中町ホ３７－１
117 林胃腸科クリニック 林　外史英 金沢市西念３丁目３２番１４号
118 林形成外科クリニック 林　洋司 金沢市西念２丁目３０番３号
119 金沢春日クリニック 林　道子 金沢市元菊町20番1号
120 ひがしやまクリニック 東山　卓嗣 金沢市泉野出町１丁目19-20
121 福島医院 福島　雅司 金沢市円光寺2丁目５の２０
122 ふじさわ眼科小児科クリニック 藤澤　来人 金沢市泉野出町３丁目３番２５号
123 ふじさわ眼科小児科クリニック 藤澤　裕子 金沢市泉野出町３丁目３番２５号
124 藤田内科医院 藤田　邦彦 金沢市尾山町６番３２号
125 藤村有松眼科医院 藤村　和昌 金沢市有松２丁目５－３６
126 ふじもとクリニック 藤本　敏博 金沢市長坂３丁目９－２
127 けんろく診療所 古田　和雄 金沢市天神町1丁目18－37
128 前川医院 前川　信政 金沢市堅田町乙132-1
129 ますた内科クリニック 舛田　英一 金沢市茨木町１１
130 林病院 松田　一郎 金沢市本町１－２－２７
131 小池病院 松田　研吾 金沢市大手町８番２０号
132 松田小児科医院 松田　悟 金沢市片町２丁目13-13
133 松田内科医院 松田　博人 金沢市泉２丁目７－１
134 松田小児科医院 松田　芳郎 金沢市片町２丁目13-13
135 ママＢＢクリニック 松山　毅 金沢市木越町ト5-1
136 的場医院 的場　宗敏 金沢市弥勒町ニ１１－１
137 みひらRクリニック 三平　伸一 金沢市笠舞３丁目2-31
138 みやうち眼科 宮内　修 金沢市松村4丁目305番地
139 健生クリニック 宮岸　清司 金沢市平和町3-5-2
140 三宅医院 三宅　靖 金沢市福久１丁目９５
141 森下整形外科医院 森下　裕 金沢市矢木１丁目９６
142 森田医院 森田　正人 金沢市森山1-1-22
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143 やざきクリニック 矢崎　敏夫 金沢市神田２丁目１－８
144 耳鼻咽喉科安田医院 安田　健二 金沢市高尾南3-18
145 やまぐち内科クリニック 山口　泰志 金沢市田上本町１１街区３番
146 わかば内科クリニック 山黒　勉 金沢市高尾台２丁目１４７番地
147 山下医院 山下　治久 金沢市緑が丘３－７
148 森田医院 山下　陽子 金沢市森山１丁目１の２２
149 山田内科クリニック 山田　隆千 金沢市円光寺３丁目１２－１５
150 松原病院 山口　成良 金沢市石引4-3-5
151 金城クリニック 山崎　司 金沢市彦三町2丁目１の２１
152 やまと＠ホームクリニック 大和　太郎 金沢市西泉2丁目１
153 山本脳神経外科医院 山本　鉄郎 金沢市玉川町１０番２２号
154 横井小児科内科医院 横井　透 金沢市菊川１丁目１０番３号
155 横井内科医院 横井　正人 金沢市野町２丁目４番５号
156 横浜外科整形外科医院 横浜　安生 金沢市小坂町北195-2
157 なるわクリニック 米澤　太聞 金沢市鳴和１丁目１６－６
158 整形外科米澤病院 米澤　嘉朗 金沢市京町1番30号
159 米島内科医院 米島　作三郎 金沢市東山2丁目16番3号
160 米島内科医院 米島　博嗣 金沢市東山2丁目16番3号
161 わかさ内科クリニック 若狭　豊 金沢市西念３丁目１６－２５
162 南ヶ丘病院 渡部　秀人 金沢市馬替2丁目125番地
163 わたなべ小児科医院 渡部　礼二 金沢市泉本町5-5-1

　　　　　白山ののいち医師会
164 浅井小児科医院 浅井　恭一 野々市市本町５丁目２－１８
165 小野木医院 小野木　豊 野々市市本町２丁目１８－２
166 かわい小児科医院 河合　博 白山市安田町５番地
167 喜多内科医院 喜多　徹 野々市市横宮町７－２０
168 北村内科医院 北村　康 白山市倉光７丁目４１番地
169 小村整形外科 小村　孝二 野々市市扇が丘488
170 斉藤小児科医院 斉藤　建二 白山市馬場２丁目１６
171 池田病院 清水　賢巳 野々市市新庄２－１０
172 新内科医院 新　正浩 白山市西柏町7-13
173 新村病院 新村　康二 白山市月橋町722-12
174 新村病院 新村　篤史 白山市月橋町722-12
175 すえよし整形外科クリニック 末吉　泰信 白山市成町３１０８
176 ののいち産婦人科医院 炭谷　治郎 野々市市本町２丁目１８番２２号
177 ときわ病院 炭谷　信行 野々市市中林４丁目１２３番地
178 太郎田医院 多賀　浩美 白山市美川和波町カ133-1
179 うらた医院 多田　研三 白山市河内町字きりの里６２
180 津山クリニック 津山　博 白山市北安田町１２７０
181 高田内科クリニック 高田　宗之 野々市市扇が丘10-10
182 御経塚クリニック 龍村　俊樹 野々市市御経塚１－４５０
183 つじ川内科クリニック 辻川　弘子 野々市市町位川２５１
184 とみたクリニック 冨田　冨士夫 野々市市粟田３丁目５５
185 長尾医院 長尾　信 白山市美川永代ソ248
186 ながしまクリニック 永嶋　清和 白山市北安田町９７２－１
187 なんぶこども医院 南部　澄 白山市北安田町８０２－３
188 はしもと内科クリニック 橋本　憲三 野々市市上林４－６５１－１
189 白山市国民健康保険吉野谷診療所 橋本　宏樹 白山市佐良ニ１２４
190 ばんどう内科診療所 坂東　琢麿 白山市布市１丁目１１３
191 ふるさわ内科クリニック 古澤　明彦 野々市市押野2-54
192 ほりかわクリニック 堀川　勲 野々市市御経塚２丁目２７０
193 三幸小児科医院 宮森　千明 白山市三幸町３８
194 むとう小児科医院 武藤　一彦 白山市宮永市町65-2
195 森明弘クリニック 森　明弘 野々市市横宮町67-1　ヴィテンののいち１Ｆ
196 安原医院 安原　稔 白山市田中町２４２
197 やなぎ内科クリニック 柳　昌幸 白山市専福寺町161-1
198 山本クリニック 山本　達也 野々市市新庄１丁目２７３
199 ゆあさクリニック 湯浅　幸吉 野々市市御経塚２丁目２７２
200 松任整形外科クリニック 渡辺　美弥子 白山市村井町２

　　　　　河北郡医師会
201 秋山クリニック 秋山　高儀 河北郡内灘町ハマナス1-8-1
202 おきの内科医院 沖野　惣一 かほく市遠塚ロ５４番９
203 木島脳神経外科クリニック 木嶋　保 河北郡津幡町北中条3街区1番
204 北谷クリニック 北谷　秀樹 かほく市高松ア1-1
205 紺井医院 紺井　忠弥 河北郡内灘町緑台１丁目７番地
206 紺井医院 紺井　一郎 河北郡内灘町緑台１丁目７番地
207 紺谷医院 紺谷　一浩 かほく市木津ヘ12-1
208 宗平内科医院 宗平　純一 河北郡津幡町井上の荘２－１－１
209 村田医院 村田　健 河北郡内灘町鶴ヶ丘２－８
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石川県歯科医師会
210 北鳴歯科医院 浅羽　賢 金沢市神宮寺2丁目29番8号
211 伊川歯科医院 伊川　桂次 金沢市木倉町１－１
212 ひまわり歯科医院 井東　竜彦 金沢市泉野出町2丁目6番6号
213 井東歯科医院 井東　則文 金沢市大手町1-12
214 井村歯科医院 井村　三雄 金沢市松村1丁目360番地
215 大矢歯科医院 大矢　甚祐 金沢市旭町2丁目8番34号
216 丘村歯科医院 丘村　義人 金沢市平和町2-21-22
217 加藤歯科医院 加藤　成俊 金沢市森山２丁目２３番１７号
218 かまた歯科医院 蒲田　志朗 金沢市広坂1-1-56
219 くぼた矯正歯科医院 窪田　正宏 金沢市片町1丁目3番13号
220 こうだ歯科クリニック 向田　能典 金沢市窪４丁目５２４
221 香林歯科・矯正歯科 香林　正治 金沢市広岡3-1-1
222 小島歯科クリニック 小島　潔 金沢市もりの里3丁目29番地
223 示野歯科医院 示野　直政 金沢市小坂町中60
224 白根歯科クリニック 白根　和明 金沢市泉野出町4丁目3-27　
225 さとう歯科医院 佐藤　修 金沢市上荒屋6丁目522番地
226 さとう歯科医院 佐藤　牧子 金沢市上荒屋6丁目522番地
227 竹内歯科医院 竹内　聖太郎 金沢市本多町３丁目１１番２号
228 高木歯科医院 髙木　治仁 金沢市額谷３丁目１０５
229 ただ歯科クリニック 夛田　親平 金沢市須崎町甲１７
230 谷歯科医院 谷　一則 金沢市彦三町2丁目7-2
231 あじさい城南歯科医院 長尾　壽和 金沢市泉野町６－１－１７
232 長田歯科医院 長田　淳 金沢市橋場町5番11号
233 長田歯科医院 長田　稔 金沢市橋場町5番11号
234 中山芳男歯科医院 中山　芳男 金沢市三口新町3-5-1
235 にいざわ歯科・矯正歯科医院 新澤　茂 金沢市泉が丘２丁目９－１
236 野村歯科医院 野村　貴也 金沢市三池栄町301
237 はすいけ歯科 蓮池　徹 金沢市泉3丁目6番52号
238 はやし歯科 林　繁治 金沢市高尾南3丁目１５番地
239 ばんどう歯科医院 坂東　陽月 金沢市横山町8-47
240 ヒラ歯科医院 平　一彦 金沢市笠舞1丁目23-23
241 歯科前多 前多　裕 金沢市問屋町2丁目92番地
242 まだち歯科医院 眞舘　昌彦 金沢市天神町１丁目１２－３
243 まつい歯科 松井　茂 金沢市西金沢3丁目530-1
244 丸山歯科医院 丸山　利彦 金沢市入江２丁目１２
245 みやうちこどもデンタルクリニック 宮内　康範 金沢市南新保町へ33-1
246 宮田歯科クリニック 宮田　廣人 金沢市畝田西３丁目２０４番地
247 ユ-歯科クリニック 向　将裕 金沢市古布１丁目５０番２号
248 村戸歯科医院 村戸　建一 金沢市金石本町3-4
249 ア歯科診療所 森田　勝洋 金沢市南町4-60
250 和田歯科医院 和田　清聡 金沢市下新町6番12号
251 わたや歯科医院 綿谷　晃 金沢市大桑2-13
252 山川歯科クリニック 山川　秀一 金沢市田上第5土地区画58街区7
253 吉田歯科医院 吉田　昌弘 金沢市泉2丁目４－１
254 木戸歯科医院 木戸　康人 白山市鶴来町本町3丁目ヲ70
255 こばやし歯科 小林　雅人 野々市市堀内5丁目195番地
256 ののいち歯科クリニック 瀬尾　尚弘 野々市市本町３－９－１２
257 なりのぼう歯科口腔外科クリニック 成之坊　昌功 白山市北安田町８０２番地１
258 馬場歯科医院 馬場　正治 白山市石同新町245-1
259 山本歯科クリニック 山本　典子 野々市市新庄1丁目274
260 飯利歯科医院 飯利　邦洋 かほく市高松ム77
261 新本歯科医院 新本　達也 河北郡津幡町横浜へ35-3
262 つだ歯科医院 津田　謹誠 河北郡津幡町能瀬38番地6
263 よしだ歯科医院 吉田　哲 河北郡内灘町大清台329番地
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