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石川県済生会金沢病院 登録医一覧 (2018年7月31日現在)

 医療機関名  登録医氏名  住所 地区  電話番号

あいき整形外科クリニック 相木　一秀 金沢市黒田１－６１ 西1 076-240-0032
あおばウィメンズクリニック 日高　奈津子 金沢市畝田東３丁目５４０ 8 076-267-1255
アカシアクリニック 足立　巌 金沢市粟崎町４丁目８０－２ 6 076-238-8010
あかまる整形外科・脊椎クリニック 赤丸　智之 金沢市松村４丁目４１７ 8 076-255-2121
あさい眼科クリニック 浅井　宏志 金沢市此花町３－２  LiVe１ビル１階 6 076-263-7288
あさがおクリニック 髙森　正人 白山市倉光５丁目１０３ 白山 076-275-2600
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 8 076-266-2280
あんどう内科医院 安藤　明 金沢市上荒屋６丁目５２１ 西1 076-240-3352
池田内科クリニック 池田　清司 金沢市高尾台１丁目１１２ 南1 076-298-9999
池野内科クリニック 池野　恒久 金沢市高柳町１－１２－１ 南7 076-252-7100
いしぐろクリニック 石黒　修三／清水　明 金沢市窪４丁目５１５ 東1 076-243-2500
いちばやし内科クリニック 一林　繁 金沢市旭町２丁目３－３２ 4 076-221-9000
いとう内科クリニック 伊藤　弘樹 金沢市金石東３丁目４－７ 8 076-213-5528
井村内科・腎透析クリニック 井村　優 白山市美川中町ル４０－１ 白山 076-278-6363
いよべクリニック 伊與部　尊和 金沢市小坂町南６７５ 北7 076-251-2222
岩城内科医院 岩城　紀男 金沢市駅西本町２丁目５－２０ 8 076-223-2111
うきた産婦人科医院 浮田　俊彦／中村　彰 金沢市新神田４丁目７－２５ 西1 076-291-2277
大野内科医院 大野　秀棋 金沢市中央通町１１－５ 5 076-231-4488
大平胃腸科外科クリニック 大平　政樹 金沢市近岡町４２８－１ 6 076-237-2811
おおもりクリニック 大森　俊明 金沢市鞍月４丁目１４４ 8 076-266-8666
小川医院 小川　滋彦 金沢市笠舞２丁目２８－１２ 2 076-261-8821
加藤整形外科医院 加藤　日出治／加藤　貴士 金沢市本江町８－１８ 南7 076-291-2777
かないちクリニック 多田　研三 金沢市金市町ロ１２ 北7 076-255-1081
金沢春日クリニック 小林　昭彦／齊藤　正典 金沢市元菊町２０番１号 6 076-262-2700
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番地 8 076-225-7010
金沢メディカルステーション　ヴィーク 中積　智子／横山　浩一 金沢市木ノ新保町１－１　金沢百番街あんと西４Ｆ 6 076-235-4114
かばた医院 加畑　寿明 金沢市長土塀３丁目７－５ 5 076-265-5700
上荒屋クリニック 加藤　真一／谷口　透 金沢市上荒屋１丁目７９番地 西1 076-249-6222
かりの眼科医院 狩野　宏成 金沢市旭町1丁目１－４４ 3 076-222-7222
かわきた整形外科醫院 川北　剛 野々市市押野２－８８ ののいち 076-246-0108
川口眼科医院 川口　博治／川口　一朗 金沢市入江２丁目１６３-２ 西1 076-291-7788
木田医院 木田　威俊／木田　順子 金沢市小立野５丁目１２－１５ 3 076-231-3333
きたがわ内科クリニック 北川　義展 金沢市八日市出町５７８ 西1 076-249-9191
喜多内科医院 喜多  徹 野々市市横宮町７－２０ ののいち 076-248-0020
北野内科クリニック 北野　博嗣 金沢市幸町５－２７ 2 076-231-6792
北村クリニック 北村　徳治 金沢市本町２丁目５－５ 6 076-232-1515
北村内科医院 北村　康 白山市倉光７丁目４１ 白山 076-274-3800
木下耳鼻咽喉科医院 木下　弘治 金沢市笠舞１丁目２３－２３ 3 076-232-3898
きむら尾張町クリニック 木村　寛伸 金沢市尾張町２丁目６－２ 4 076-224-5585
木村内科医院 木村　政德 金沢市間明１丁目３４６ 西1 076-291-3800
久保医院 久保　隆之 かほく市宇ノ気ヌ１８３－１ かほく 076-283-0017
けんろく診療所 古田　和雄 金沢市天神町１丁目１８番３７ 4 076-264-0678
小浦内科医院 小浦　隆義 金沢市畝田中１－５９ 8 076-268-2500
香林坊メディカルクリニック 小山  有／小山  信 金沢市香林坊２丁目９－１０ 5 076-231-2031
こじまクリニック 小島　正嗣 野々市市堀内４－８０ ののいち 076-246-4455
此花診療所 本　 敦文 金沢市此花町１－４ 6 076-261-5000
小村整形外科 小村　孝二 野々市市扇が丘４８８ ののいち 076-259-5656
紺谷内科婦人科クリニック 紺谷　真 金沢市畝田東２丁目１２５番地 8 076-268-3035
さいとう内科医院 斉藤　元泰 金沢市三馬１丁目４００ 南1 076-247-2011
佐伯ペインクリニック 佐伯　善機 金沢市弥生２丁目２１-１５ 西1 076-280-2262
さかもと内科クリニック 坂本　茂夫 金沢市古府２丁目５２番地 西1 076-249-3600
さがら整形外科医院 相良　光貞 金沢市畝田西３丁目２０３ 8 076-267-6700
さとうクリニック 佐藤　宏和 河北郡内灘町ハマナス２丁目３８　ﾉｰﾌﾞﾙﾊｲﾂ2　1D 内灘 076-225-7062
真田医院 真田　陽 白山市布市１丁目１３１番地 白山 076-275-2255
四位例内科クリニック 四位例  靖 金沢市泉1丁目１－５ 西1 076-280-1717
耳鼻咽喉科安田医院 安田　健二 金沢市高尾南３丁目１８ 南1 076-296-0960
嶋医院 嶋　裕一 白山市中町３２番地 白山 076-275-3311
下崎整形外科医院 下崎　英二 白山市專福寺町１５８－３ 白山 076-274-5000
新くりにっく 新　浩一 白山市宮保新町１３０ 白山 076-276-8001
新内科医院 新　 正浩 白山市西柏町７－１３ 白山 076-276-7217
新村病院 新村　康二 白山市月橋町７２２-１２ 白山 076-273-0100
心療内科石井クリニック 石井  陽 金沢市片町１－１－３０　朝日ビル６Ｆ 2 076-233-8822
すえよし整形外科クリニック 末吉　泰信 白山市中成１丁目８８番地 白山 076-276-7060
杉原整形外科クリニック 杉原　信 金沢市額乙丸町ロ１５３ 南1 076-296-0770
杉原沼田クリニック 杉原　範彦 金沢市末町１６－２０－１ 3 076-229-1533
瀬川眼科 瀬川　要司 金沢市寺中町ホ６１－９ 8 076-266-2222
聖来美クリニック 渡邊　文生 白山市井関町１１５－１ 白山 076-278-7070
だいもん内科・腎透析クリニック 大門　正一郎 野々市市押野１－４００ ののいち 076-294-0066
高倉内科クリニック 高倉　文嗣 金沢市若宮２丁目２０５番地 8 076-264-8030
高田整形外科内科医院 高田　宗世 金沢市下新町６－３６ 4 076-221-1598
高野医院 高野　道夫 金沢市野町２丁目４－１２ 西1 076-241-4830
高松医院 高松　靖 金沢市蚊爪町イ１３６ 6 076-238-2010
竹田内科クリニック 竹田　康男 金沢市長田２丁目１－８ 8 076-260-7878
津田内科医院 津田　功雄／加賀谷　真希子 白山市新成４丁目２３０ 白山 076-276-5050
土原医院 土原　一弘 金沢市大樋町８－１ 南7 076-252-0471
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 医療機関名  登録医氏名  住所 地区  電話番号

つなむらクリニック 魚谷　浩平 金沢市本町１丁目３－３８ 6 076-263-5465
津山クリニック 津山　博 白山市北安田町１２７０ 白山 076-276-5501
ティーズ内科クリニック 土山　智也／土山　奈央美 金沢市松村４丁目３０８番地 8 076-255-1002
洞庭医院 洞庭　賢一 金沢市広岡１－１２－５ 6 076-221-6875
徳田外科胃腸科内科医院 徳田　剛爾／徳田　京子 金沢市小橋町１－８ 南7 076-251-7222
とべ内科クリニック 戸部　勇保 金沢市畝田西３丁目５６２ 8 076-266-2255
ながい内科クリニック 永井　幸広 金沢市保古１丁目１７５ 西1 076-269-0600
長尾医院 長尾　信 白山市美川永代町ソ２４８ 白山 076-278-2156
ながしまクリニック 永嶋　清和 白山市北安田町９７２－１ 白山 076-275-1115
中嶋医院 中嶋　和喜 金沢市若草町２－３５ 東1 076-241-7717
永田小児科医院 永田　巽 金沢市窪５丁目６３０ 南1 076-247-3330
中藤クリニック 中藤　秀明 金沢市粟崎町１丁目５９ 6 076-238-6607
長土塀クリニック 金　昌基 金沢市長土塀２丁目６の１５ 5 076-254-5175
中村医院 中村　喜久 金沢市黒田１丁目１８８ 西1 076-240-4320
西田小児科医院 西田　直巳 金沢市富樫１丁目２－２０ 東1 076-245-2411
西村内科医院 西村　邦雄 金沢市豊穂町３ 西1 076-249-2045
額内科クリニック 額   浩一 金沢市大手町９－１３ 4 076-221-0377
能登内科医院 能登　康夫 金沢市堀川町２３－１６ 6 076-223-0103
野々市よこみやクリニック 野口 晃／清水 真実 野々市市郷１丁目１３１番地 ののいち 076-248-0086
野町広小路医院 申 　東奎 金沢市中村町９の２３ 西1 076-245-1522
羽柴クリニック 羽柴　厚 金沢市泉野町１丁目１９－１６ 東1 076-247-8483
はしもと医院 橋本　英樹 金沢市玉川町１７－１０ 5 076-223-2312
はしもと内科クリニック 橋本　憲三 野々市市上林４－６５１－１ ののいち 076-227-3080
はっとり大腸肛門クリニック 服部　和伸 金沢市大友１丁目１０９ 8 076-238-8101
花園医院 木下  勝 金沢市今町ホ３９ 北7 076-257-7772
はやかわクリニック 早川　康浩 金沢市寺中町ホ３７－１ 8 076-266-1455
林胃腸科クリニック 林   外史英 金沢市西念３丁目３２－１４ 6 076-234-0005
林クリニック 林　 茂 金沢市円光寺３丁目１３－１５ 東1 076-243-4801
はら内科医院 原　泰将 金沢市米泉町４丁目２２番３ 西1 076-256-3562
はんだ整形外科クリニック 飯田　唯史 金沢市出雲町イ２２０ 8 076-222-3307
半田内科医院 鍛治　恭介 金沢市小立野３丁目２８－１７ 3 076-264-0255
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 東1 076-280-7773
ひろせクリニック 廣瀬　達城／廣瀬　みずき 金沢市戸板２丁目１６番地 8 076-254-5011
広瀬整形外科医院 広瀬　鎮郎 金沢市寺中町イ１７－５ 8 076-268-8181
福留クリニック 蘇馬　真理子 白山市福留町179-1 白山 076-277-3133
フジイ内科クリニック 藤井　浩之 金沢市福増町北１３８５－２ 西1 076-240-3666
藤田内科医院 藤田　邦彦 金沢市尾山町６－３２ 4 076-231-3319
藤村有松眼科医院 藤村　和昌 金沢市有松２丁目５－３６ 南1 076-244-5768
ふじむらクリニック 藤邑　宏克 金沢市藤江北３丁目４６-１ 8 076-267-5577
ふるさわ内科クリニック 古澤　明彦 野々市市押野２丁目５４ ののいち 076-294-6655
本多町皮膚科クリニック 西部　武嗣 金沢市本多町３丁目８－１ 2 076-222-2833
前川医院 前川　信政 金沢市堅田町乙１３２－１ 北7 076-258-2087
まえだ整形外科・骨・関節クリニック 前田　亨 金沢市直江町３８街区８番 6 076-255-6627
政岡医院 政岡　裕之 河北郡内灘町鶴ヶ丘４丁目１－２６５ 内灘 076-286-1766
ますた内科クリニック 舛田　英一 金沢市茨木町１１ 2 076-222-5490
松田内科医院 松田　博人 金沢市泉２丁目７－１ 西1 076-241-2505
松葉外科胃腸科クリニック 松葉　明 白山市美川中町イ１６－７２ 白山 076-278-6065
みひらRクリニック 三平　伸一 金沢市笠舞３丁目２－３１ 2 076-261-2335
水野小児科医院 水野　徳美 金沢市寺中町ホ４６ 8 076-268-1131
水口内科クリニック 水口　雅之／前川　実生 金沢市鞍月５丁目２１９ 8 076-255-3377
みやうち眼科 宮内　修 金沢市松村4丁目３０５ 8 076-255-1888
宮森整形外科クリニック 宮森　邦夫 金沢市北安江４丁目１７－２０ 6 076-234-1331
むねとおなか伊藤醫院 伊藤　博 金沢市窪４丁目５２５ 東1 076-243-2300
村上内科クリニック 村上　英徳 金沢市松村１丁目１４５ 8 076-268-5520
むらた小児科医院 村田　祐一 金沢市寺中町ト５ 8 076-268-8688
メディカルらいふクリニック 加藤　洋平 野々市市横宮町８６番地２ ののいち 076-220-6301
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 ののいち 076-294-5611
森下整形外科医院 森下　裕 金沢市矢木1丁目９６ 西1 076-249-0102
もりした整形外科クリニック 森下　肇 能美市辰口町６５４－１ 能美 0761-51-6515
森田医院 森田　正人 金沢市森山１丁目１－２２ 南7 076-252-0613
やざきクリニック 矢﨑　敏夫／矢﨑　潮 金沢市神田２丁目１－８ 西1 076-243-2241
安原医院 安原　稔 白山市田中町２４２番地 白山 076-275-2008
やながわ在宅クリニック 柳川　勇人 金沢市藤江北４丁目２７３ 8 076-225-7855
やなぎ内科クリニック 柳  昌幸 白山市専福寺町１６１－１ 白山 076-277-6200
やまかわ内科クリニック 山川　治／山川　祐賀子 野々市市藤平田１－４７２ ののいち 076-246-6650
山崎外科胃腸科医院 山崎　軍治 河北郡津幡町字加賀爪リ２０ 津幡 076-289-2288
やまと＠ホームクリニック 大和　太郎 金沢市西泉２丁目１番地 西1 076-242-8010
ゆあさクリニック 湯浅　幸吉 野々市市御経塚２－２７２ ののいち 076-269-8866
横井内科医院 横井　浩／横井　正人 金沢市野町２丁目４－５ 西1 076-241-3861
横浜外科整形外科医院 横浜　外雄／横浜　安生 金沢市小坂町北１９５－２ 北7 076-251-1500
由雄クリニック 由雄　裕之 河北郡津幡町字横浜は５０番地６号 津幡 076-288-8584
四日眼科医院 四日  剛太郎 金沢市松村１丁目８６ 8 076-268-8555
力丸医院 力丸　修 金沢市白菊町５－５ 西1 076-241-1783
わかくさホームケアクリニック 熊走　一郎 金沢市若草町５－６ 東1 076-256-2321
わかさ内科クリニック 若狭　豊 金沢市西念３丁目１６－２５ 6 076-234-1133
わたなべ整形外科クリニック 渡邊　孝治 金沢市泉野出町４丁目１－１１ 東1 076-272-6555


