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医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院

医療法人社団 荒木病院

医療法人社団澄鈴会 粟津神経サナトリウム

医療法人財団医王会 医王ヶ丘病院

独立行政法人国立病院機構 医王病院

医療法人社団洋和会 池田病院

社会福祉法人恩賜
財団済生会 石川県済生会金沢病院

石川県立高松病院

石川県立中央病院

独立行政法人国立病院機構 石川病院

社会福祉法人松原愛育会 石川療育センター

石田病院

医療法人社団竜山会 石野病院

伊藤病院

医療法人社団友愛病院会 内灘温泉病院

医療法人社団映寿会 映寿会みらい病院

医療法人社団生生会 円山病院

医療法人社団和宏会 大手町病院

医療法人積仁会 岡部病院

医療法人社団岡本会 岡本病院

加賀こころの病院

加賀市民病院

920-8621	 金沢市小坂町中83番地	 076-252-2101

923-0832	 小松市若杉町95番地	 0761-22-0301

923-0342	 小松市矢田野町ヲ88番地	 0761-44-2545

920-1185	 金沢市田上本町ヨ24番地5	 076-262-6565

920-0171	 金沢市岩出町ニ73番地1	 076-258-1180

921-8824	 野々市市新庄2丁目10番地	 076-248-7222

920-0353	 金沢市赤土町ニ13-6	 076-266-1060

929-1293	 かほく市内高松ヤ36番地	 076-281-1125

920-8530	 金沢市鞍月東2丁目1番地	 076-237-8211

922-0405	 加賀市手塚町サ150番地	 0761-74-0700

920-1146	 金沢市上中町イ67番地2	 076-229-3033

921-8033	 金沢市寺町3丁目10番15号	 076-242-3121

921-8023	 金沢市千日町7番15号	 076-242-0111

920-0976	 金沢市十三間町98番地	 076-263-6351

920-0269	 河北郡内灘町白帆台1丁目88-1	 076-286-5211

920-8201	 金沢市鞍月東1丁目9番地	 076-237-8000

926-0041	 七尾市府中町68番地の3	 0767-52-3400

920-0912	 金沢市大手町5番32号	 076-221-1863

921-8114	 金沢市長坂町チ部15番地	 076-243-1222

923-0904	 小松市小馬出町13番地	 0761-22-6273

922-0831	 加賀市幸町2丁目63番地	 0761-72-0880

922-8522	 加賀市大聖寺八間道65番地	 0761-72-2100
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医療法人社団修和会 片山津温泉・丘の上病院

加藤病院

医療法人社団中央会 金沢有松病院

金沢医科大学病院

医療法人明仁会 かないわ病院

独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター

社会福祉法人石川整肢学園 金沢こども医療福祉センター

金沢市立病院

社会福祉法人聖霊病院 金沢聖霊総合病院

金沢赤十字病院

金沢大学附属病院

医療法人社団博友会 金沢西病院

医療法人社団浅ノ川 金沢脳神経外科病院

独立行政法人地域医療機能推進機構 金沢病院

津幡町国民健康保険直営 河北中央病院

医療法人社団隆整会 川北病院

医療法人社団光仁会 木島病院

医療法人社団豊明会 北村病院

医療法人社団慈豊会 久藤総合病院

医療法人社団恵愛会 恵愛会松南病院

医療法人社団恵愛会 恵愛病院

医療法人社団和宏会 敬愛病院

社会医療法人財団董仙会 恵寿金沢病院

社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院

医療法人社団博仁会 小池病院

922-0421	 加賀市冨塚町中尾1-3	 0761-74-5575

925-0141	 羽咋郡志賀町高浜町ヘ1-1	 0767-32-1251

921-8161	 金沢市有松5丁目1番7号	 076-242-2111

920-0293	 河北郡内灘町字大学1丁目1番地	 076-286-3511

920-0351	 金沢市普正寺町9-6	 076-267-0601

920-8650	 金沢市下石引町1番1号	 076-262-4161

920-3114	 金沢市吉原町ロ6-2	 076-257-3311

921-8105	 金沢市平和町3丁目7番3号	 076-245-2600

920-8551	 金沢市長町1丁目5番30号	 076-231-1295

921-8162	 金沢市三馬2丁目251番地	 076-242-8131

920-8641	 金沢市宝町13番1号	 076-265-2000

920-0025	 金沢市駅西本町6丁目15-41	 076-233-1811

921-8841	 野々市市郷町262番地2	 076-246-5600

920-8610	 金沢市沖町ハ部15番	 076-252-2200

929-0323	 河北郡津幡町字津幡ロ51番地2	 076-289-2117

921-8031	 金沢市野町1丁目3番55号	 076-241-8351

920-0011	 金沢市松寺町子41番地1	 076-237-9200

926-0811	 七尾市御祓町ホ部26-5	 0767-52-1173

922-0024	 加賀市大聖寺永町イ17番地	 0761-73-3312

924-0805	 白山市若宮3丁目63番地	 076-275-7611

923-0801	 小松市園町ハ55番地	 0761-24-6111

920-0931	 金沢市兼六元町14番21号	 076-222-1301

920-0910	 金沢市下新町6番26号	 076-220-9192

926-8605	 七尾市富岡町94番地	 0767-52-3211

920-0912	 金沢市大手町8番20号	 076-263-5521
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公立穴水総合病院

公立宇出津総合病院

白山石川医療企業団 公立つるぎ病院

公立能登総合病院

羽咋郡市広域圏事務組合 公立羽咋病院

白山石川医療企業団 公立松任石川中央病院

社会福祉法人石川整肢学園 小松こども医療福祉センター

国民健康保険 小松市民病院

小松ソフィア病院

医療法人社団浅ノ川 桜ヶ丘病院

医療法人社団和泉会 佐原病院

国民健康保険 志雄病院

医療法人十全会 十全病院

公益社団法人石川勤労者医療協会 城北病院

市立輪島病院

医療法人社団浅ノ川 心臓血管センター金沢循環器病院

医療法人社団 新村病院

医療法人社団和幸会 鈴木レディスホスピタル

珠洲市総合病院

医療法人社団六豊会 すずみが丘病院

医療法人社団橘会 整形外科米澤病院

医療法人社団青樹会 青和病院

医療法人社団浅ノ川 千木病院

町立富来病院

石川勤労者医療協会 寺井病院
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927-0027	 鳳珠郡穴水町字川島タ8番地	 0768-52-0511

927-0495	 鳳珠郡能登町字宇出津タ字97番地	 0768-62-1311

920-2134	 白山市鶴来水戸町ノ1番地	 076-272-1250

926-0816	 七尾市藤橋町ア部6番地4	 0767-52-6611

925-8502	 羽咋市的場町松崎24番地	 0767-22-1220

924-8588	 白山市倉光3丁目8番地	 076-275-2222

923-0183	 小松市瀬領町丁1番2号	 0761-46-1306

923-0961	 小松市向本折町ホ60番地	 0761-22-7111

923-0861	 	 0761-22-0751

920-3112	 金沢市観法寺町ヘ174番地	 076-258-1454

926-0173	 七尾市石崎町タ部28番地7	 0767-62-3730

929-1426	 羽咋郡宝達志水町荻市ほ1番地1	 0767-29-3121

920-1185	 金沢市田上本町カ45番地1	 076-231-5477

920-8616	 金沢市京町20番3号	 076-251-6111

928-8585	 輪島市山岸町は1番1地	 0768-22-2222

920-0007	 金沢市田中町は16番地	 076-253-8000

920-2104	 白山市月橋町722-12	 076-273-0100

921-8033	 金沢市寺町2丁目8番36号	 076-242-3155

927-1213	 珠洲市野々江町ユ部1番地1	 0768-82-1181

920-1167	 金沢市もりの里3丁目76番地	 076-260-7700

920-0848	 金沢市京町1番30号	 076-252-3281

920-0205	 金沢市大浦町ホ22番地1	 076-238-3636

920-0001	 金沢市千木町ヘ33番地1	 076-257-8600

925-0446	 羽咋郡志賀町富来地頭町7の110番地1	 0767-42-1122

923-1121	 能美市寺井町ウ84番地	 0761-58-5500
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社会福祉法人金沢市民生協会 ときわ病院

医療法人社団 中田内科病院

独立行政法人国立病院機構 七尾病院

医療法人松原会 七尾松原病院

国民健康保険 能美市立病院

蓮井病院

医療法人財団愛生会 浜野西病院

医療法人社団白銀会 林病院

東野病院

医療法人社団松陽 東病院

医療法人社団 日の出病院

医療法人社団博洋会 藤井脳神経外科病院

医療法人社団芙蓉会 二ツ屋病院

医療法人社団和楽仁 芳珠記念病院

国家公務員共済組合連合会 北陸病院

社会医療法人財団松原愛育会 松原病院

医療法人社団瑞穂会 みずほ病院

特定医療法人社団扇翔会 南ヶ丘病院

医療法人社団金沢 宗広病院

医療法人社団さくら会 森田病院

医療法人社団 安田内科病院

医療法人社団持木会 柳田温泉病院

山中温泉医療センター

特定医療法人社団勝木会 やわたメディカルセンター

医療法人社団光風会 結城病院

921-8834	 野々市市中林4丁目123番地	 076-248-5221

929-1126	 かほく市内日角6丁目35番地1	 076-283-1121

926-8531	 七尾市松百町ハ部3-1	 0767-53-1890

926-0021	 七尾市本府中町ワ部5番地	 0767-53-0211

929-0122	 能美市大浜町ノ85番地	 0761-55-0560

922-0816	 加賀市大聖寺東町1丁目71番1号	 0761-73-5111

926-0853	 七尾市津向町野中20番地1	 0767-52-3262

920-0853	 金沢市本町1丁目2番27号	 076-261-8181

923-0964	 小松市今江町7丁目468番地	 0761-22-0623

923-0962	 小松市大領中町3丁目121番地	 0761-21-1131

923-0868	 小松市日の出町3丁目8番地	 0761-21-7711

920-0362	 金沢市古府1丁目150番地	 076-240-3555

929-1211	 かほく市二ツ屋ソ72番地	 076-281-0172

923-1226	 能美市緑が丘11丁目71番地	 0761-51-5551

921-8035	 金沢市泉が丘2丁目13番43号	 076-243-1191

920-8654	 金沢市石引4丁目3番5号	 076-231-4138

929-0346	 河北郡津幡町字潟端422番地1	 076-255-3008

921-8141	 金沢市馬替2丁目125番地	 076-298-3366

920-0923	 金沢市桜町24番30号	 076-224-0101

923-8507	 小松市園町ホ99番地1	 0761-21-1555

921-8047	 金沢市大豆田本町ハ62番地	 076-291-2911

928-0312	 鳳珠郡能登町字上町8字393番地	 0768-76-1223

922-0117	 加賀市山中温泉上野町ル15-1	 0761-78-0301

923-8551	 小松市八幡イ12番地7	 0761-47-1212

921-8173	 金沢市円光寺3丁目21番7号	 076-241-8228
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