北海道
（平成29年度）実施機関一覧表
実施機関名
福田医院

所在地

電話番号

北海道札幌市中央区南１７条西６丁目３－５

011-511-7482

地方職員共済組合北海道支部 北海道庁診療所

北海道札幌市中央区北３条西６丁目 北海道庁内

011-231-4111

社会医療法人鳩仁会 札幌中央病院

北海道札幌市中央区南９条西１０丁目１－５０

011-513-0111

石田内科クリニック

北海道札幌市中央区北３条西２丁目 本田ビル２階

011-222-2706

社会医療法人北海道恵愛会 札幌南一条病院

北海道札幌市中央区南１条西１３丁目３１７－１

011-271-3711

医療法人社団正心会 岡本病院

北海道札幌市中央区北７条西２６丁目３－１

011-611-2351

医療法人社団明日佳 札幌明日佳病院

北海道札幌市中央区宮の森１条１７丁目１－２５

011-641-8813

ＪＲ札幌病院

北海道札幌市中央区北３条東１丁目

011-208-7150

かどの内科･消化器科

札幌市中央区北５条西６丁目２－２ 札幌センタービル１４階

011-205-5115

社会医療法人 北海道循環器病院

北海道札幌市中央区南２７条西１３丁目１－３０

011-563-3911

社会医療法人医仁会 中村記念病院

北海道札幌市中央区南１条西１４丁目２９１

011-231-8555

医療法人社団 モリタ内科胃腸科クリニック

札幌市中央区南１条西４丁目５－１ 大手町ビル６階

011-222-6667

医療法人社団 今井内科小児科医院

北海道札幌市中央区南１１条西１８丁目１－２５

011-561-3627

医療法人社団 岡本内科クリニック

北海道札幌市中央区大通西７丁目２ ダイヤビル３階

011-231-3378

医療法人社団 若浜医院

北海道札幌市中央区南７条西１７丁目１－５

011-561-6767

医療法人社団 河本内科小児科

北海道札幌市中央区宮の森４条１０丁目１－６

011-643-2064

医療法人社団 古川内科医院

北海道札幌市中央区大通西１丁目１４－２

011-221-7377

医療法人社団 清野内科クリニック

北海道札幌市中央区大通西４丁目１ 道銀ビル７階

011-221-2213

医療法人社団 いがらし医院

北海道札幌市中央区北２条東８丁目

011-231-2016

医療法人 萬田記念病院

北海道札幌市中央区南２条西１丁目

011-231-4032

医療法人社団 旭山内科クリニック

札幌市中央区南８条西２４丁目２－１１ 旭山公園メディカル２階

011-552-3666

医療法人社団北辰 クリニック１･９･８札幌

北海道札幌市中央区南１９条西８丁目２－３８

011-512-1216

医療法人社団 ちかま胃腸科内科クリニック

札幌市中央区北２条西３丁目 朝日生命札幌ビル６階

011-222-3807

医療法人社団 水島胃腸科クリニック

札幌市中央区北４条西５丁目１ アスティ４５ビル６階

011-205-6030

富沢内科クリニック

札幌市中央区北４条西５丁目１ アスティ４５ビル６階

011-205-6181

ＪＡ北海道厚生連 札幌厚生病院

北海道札幌市中央区北３条東８丁目５

011-261-5331

医療法人社団 林レディースクリニック

札幌市中央区南２条西３丁目 エルセントロ札幌３階

011-206-3050

医療法人社団 斎藤医院

北海道札幌市中央区北２条東８丁目８６

011-231-5507

医療法人社団 はせ小児科クリニック

北海道札幌市中央区南１４条西１８丁目４－３

011-532-5151

医療法人讃生会 宮の森記念病院

北海道札幌市中央区宮の森３条７丁目５－２５

011-641-6641

医療法人社団 札幌外科記念病院

北海道札幌市中央区南２３条西１５丁目１－３０

011-563-0151

医療法人社団 きむら小児科医院

北海道札幌市中央区南２１条西１３丁目２－３

011-513-2220

医療法人 桑園中央病院

北海道札幌市中央区北８条西１６丁目２８－３５

011-621-1023

リバーサイド内科循環器科クリニック

札幌市中央区南７条西２丁目１ 第２リバーサイドマンション１階

011-521-2321

南７条クリニック

北海道札幌市中央区南７条西９丁目１０２４－２

011-551-2121

宮の森三条内科クリニック

北海道札幌市中央区宮の森３条６丁目２－１０

011-616-0036

医療法人社団仁誠会 東邦内科クリニック

札幌市中央区北１条西４丁目２－２ 札幌ノースプラザ３階

011-222-5040

松家内科小児科医院

北海道札幌市中央区南１７条西６丁目４－１３

011-521-1141

医療法人社団結仁会 浜田内科消化器科クリニック

札幌市中央区南３条西２丁目１－１ Ｈ＆Ｂプラザビル４階

011-219-5555

医療法人社団 土田病院

北海道札幌市中央区南２１条西９丁目２－１１

011-531-7013

胃腸科･内科吉田裕司クリニック

札幌市中央区北２条西３丁目１－２１ 札幌北２条ビル２階

011-232-0030

医療法人社団 やましな内科クリニック

札幌市中央区北２条西４丁目１－２ 北海道ビルヂング５階

011-241-9074

医療法人社団 清水クリニック

札幌市中央区北５条西２７丁目２－３ メディック２８ビル３階

011-622-8985

南円山内科医院

北海道札幌市中央区南６条西２０丁目２－５

011-520-3670

医療法人社団 佐々木内科クリニック

北海道札幌市中央区北１０条西２０丁目１－５

011-631-4329

西線医院

北海道札幌市中央区南１２条西１５丁目３－１

011-561-8507

医療法人社団清和会 南札幌病院

北海道札幌市中央区南９条西７丁目１－２３

011-511-3368

医療法人えんどう会 創成東病院

北海道札幌市中央区南３条東３丁目１３

011-222-2117

北海道1

実施機関名

所在地

電話番号

勤医協札幌クリニック

北海道札幌市中央区南１条西１０丁目 タイムスビル５階

011-221-3415

医療法人社団慈昂会 昂希内科クリニック

北海道札幌市中央区北３条西２４丁目１－２２

011-611-2711

医療法人社団 草薙レディースクリニック

札幌市中央区北２条西１丁目１ マルイト札幌ビル２階

011-222-9372

医療法人社団銀杏会 川西内科胃腸科病院

北海道札幌市中央区南１１条西８丁目２－２５

011-511-2060

医療法人社団 小泉呼吸器科･内科クリニック

北海道札幌市中央区南１条西２７丁目１－４１

011-632-8881

メディカルプラザ札幌健診クリニック

札幌市中央区北５条西２丁目 ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ８階

011-209-5450

藤田外科･整形外科

北海道札幌市中央区宮の森３条７丁目１－６８

011-621-7256

のだレディースクリニック

札幌市中央区北１１条西１５丁目２－１ サンエーアインビル２階

011-708-0550

医療法人社団 北海道健診センタークリニック

北海道札幌市中央区北３条東１３丁目９９－６

011-200-1558

医療法人財団老蘇会 静明館診療所

北海道札幌市中央区南１条西２３丁目１－５－９０１

011-622-5212

伏見啓明整形外科札幌骨粗鬆症クリニック

北海道札幌市中央区南１４条西１９丁目１－１

011-563-8400

札幌中央ファミリークリニック

札幌市中央区南１条西１１丁目３２７ ワンズ南一条ビル６階

011-272-3455

田代内科呼吸器科クリニック

札幌市中央区南１１条西８丁目２－１ ドミ１６中島公園１階

011-561-2511

医療法人 石山通内科クリニック

北海道札幌市中央区南７条西１１丁目１－１

011-551-3337

社会医療法人北海道恵愛会 札幌南三条病院

北海道札幌市中央区南３条西６丁目４－２

011-233-3711

札幌循環器病院

北海道札幌市中央区北１１条西１４丁目２９－１５

011-747-5821

土田内科･循環器科クリニック

北海道札幌市中央区南１１条西２１丁目４－３３

011-512-2020

医療法人糖生会 大通り内科クリニック

札幌市中央区南１条西１６丁目１－２４５ レーベンビル４階

011-632-8500

竹村クリニック

北海道札幌市中央区南３条西１２丁目３２５

011-271-1811

クリニック･イン･ザ･モーニング

北海道札幌市中央区北４条西１６丁目１－３

011-611-2005

時計台記念病院

北海道札幌市中央区北１条東１丁目２－３

011-251-1221

医療法人社団 伏見内科

北海道札幌市中央区南１９条西１４丁目１－４

011-513-2430

医療法人渓仁会 渓仁会円山クリニック

北海道札幌市中央区大通西２６丁目３－１６

011-611-7766

医療法人 日之出内科クリニック

北海道札幌市中央区南１条西４丁目１３ 日之出ビル７階

011-200-7757

医療法人社団 円山公園内科

北海道札幌市中央区大通西２８丁目３－２２

011-633-0123

医療法人社団大空会 大道内科･呼吸器科クリニック

札幌市中央区北３条西４丁目１－１ 日本生命札幌ビル３階

011-233-8111

医療法人社団 さっぽろ幌西クリニック

北海道札幌市中央区南９条西１５丁目３－３０

011-551-3315

医療法人社団芳春会 大通公園循環器クリニック

北海道札幌市中央区大通西５丁目 昭和ビル５階

011-251-3555

オアシスレディースクリニック

札幌市中央区南２２条西１１丁目１－４８ 山鼻メディカル４階

011-512-2525

北海道労働保健管理協会札幌総合健診センター診療所

札幌市中央区南２条西２丁目１８－１ ＮＢＦ札幌南二条ビル７階

011-222-0710

椿診療所

札幌市中央区南１条西１０丁目３ 南一条道銀ビル１階

011-281-0808

社団千風会 ちあき内科呼吸器科クリニック

北海道札幌市中央区南１５条西１１丁目１－５ 唯ビル２階

011-522-3777

ごう在宅クリニック

北海道札幌市中央区北４条東１丁目３－１－２９０５

011-802-7823

医療法人社団明日佳 札幌健診センター

札幌市中央区南１０条西１丁目１－３０ ホテルライフォート札幌５階

011-531-2226

佐野内科医院

北海道札幌市中央区南５条西１５丁目１－６

011-561-0288

宮の森メンタルクリニック

札幌市中央区北５条西２７丁目３－１２ ネオアージュ円山２階

011-633-6233

医療法人社団 こうの内科

札幌市中央区大通西２５丁目１－２ ハートランド円山ビル２階

011-631-1181

やまはな野村内科クリニック

札幌市中央区南１５条西１４丁目１－２２ マックスバリュ南１５条店２階

011-520-3360

美香保医院

北海道札幌市東区北２０条東７丁目２－３

011-711-7787

医療法人 啓生会病院

北海道札幌市東区北２７条東２０丁目５－２５

011-781-9321

内科小児科さとう医院

北海道札幌市北区太平１０条７丁目２－７

011-771-5251

横山内科医院

北海道札幌市北区篠路１０条２丁目１１－２２

011-771-1611

社会医療法人延山会 北成病院

北海道札幌市北区新川西３条２丁目１０－１

011-764-3021

大沼内科クリニック

北海道札幌市北区新琴似１条８丁目２２－１７

011-764-3110

医療法人社団 札幌優翔館病院

北海道札幌市北区東茨戸２条２丁目８－２５

011-772-9211

西村外科胃腸科

札幌市北区北４０条西４丁目２－１ 麻生メディカルビル２階

011-757-1560

医療法人社団憲仁会 牧田病院

北海道札幌市北区新琴似１条２丁目６－２５

011-761-4835

札幌東和病院

北海道札幌市東区北３０条東１８丁目８－１

011-784-1118

石川内科クリニック

札幌市東区北３８条東７丁目２－１７ 北栄メディカルビル１階

011-752-7337

医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院

北海道札幌市東区北３３条東１４丁目３－１

011-722-1110

医療法人研成会 札幌鈴木病院

北海道札幌市北区新琴似３条１丁目１－２７

011-709-5511

北海道2

実施機関名

所在地

電話番号

医療法人社団英仁会 札苗病院

北海道札幌市東区東苗穂７条２丁目８－２０

011-783-3311

医療法人社団 赤倉内科胃腸内科クリニック

北海道札幌市北区北７条西６丁目２

011-728-2320

医療法人社団 佐藤診療所

北海道札幌市北区北１２条西２丁目

011-716-1637

医療法人社団杏英会 安達内科医院

北海道札幌市北区太平６条５丁目１－１７

011-772-7120

医療法人社団 池田内科

北海道札幌市北区新琴似１条１３丁目１－７

011-764-8833

医療法人社団 札幌百合の会病院

北海道札幌市北区百合が原１１丁目１８６

011-771-1501

医療法人社団 阿部内科医院

北海道札幌市北区新琴似３条１１丁目７－２４

011-761-2395

川島内科胃腸科

北海道札幌市北区篠路２条３丁目５－１０

011-773-8233

医療法人社団 小谷内科医院

北海道札幌市北区北２３条西４丁目

011-736-2588

かしま内科クリニック

北海道札幌市北区あいの里２条３丁目１６－７

011-778-7031

特定医療法人とこはる 東栄病院

北海道札幌市東区北４１条東１６丁目３－１４

011-782-0111

麻生循環器内科

札幌市北区新琴似８条１丁目１－１ フロンティア西麻生Ⅱ２階

011-756-7272

太田内科循環器クリニック

北海道札幌市北区新琴似６条１４丁目２－１

011-762-0777

医療法人社団 北札幌病院

北海道札幌市北区新琴似９条１丁目１－１

011-756-1111

医療法人社団大蔵会 札幌佐藤病院

北海道札幌市東区伏古２条４丁目１０－１５

011-781-5511

医療法人社団 山本内科眼科クリニック

札幌市東区北１５条東１５丁目４－１５ ステーションハイツ２階

011-711-3311

医療法人社団 布施川内科医院

北海道札幌市北区新琴似７条１４丁目４－２３

011-764-2411

医療法人社団 小林内科小児科医院

北海道札幌市北区北２８条西５丁目２－１６

011-716-8531

医療法人社団 宮本内科

札幌市北区北７条西２丁目 東京建物札幌ビル３階

011-756-1511

ひまわり内科小児科医院

北海道札幌市北区拓北６条２丁目６－１８

011-771-8551

社会医療法人 耳鼻咽喉科麻生病院

北海道札幌市東区北４０条東１丁目１－７

011-731-4133

社会医療法人社団三草会 クラーク病院

北海道札幌市東区本町２条４丁目８－２０

011-782-6160

医療法人彰和会 北海道消化器科病院

北海道札幌市東区本町１条１丁目２－１０

011-784-1811

医療法人社団 八田内科

北海道札幌市東区北２５条東１５丁目４－２７

011-751-2548

医療法人社団 司馬内科クリニック

札幌市東区北４１条東２丁目３－１４ ノースメディカルビル２階

011-722-8111

医療法人社団二樹会 足立外科クリニック

北海道札幌市東区北５０条東７丁目６－１５

011-752-1166

辻外科医院

北海道札幌市北区北２６条西７丁目１－１

011-716-8631

医療法人社団 札幌道都病院

北海道札幌市東区北１７条東１４丁目３－２

011-731-1155

医療法人社団 ふるや内科

北海道札幌市北区屯田４条３丁目２－１０

011-771-2211

医療法人社団 川島医院

北海道札幌市東区北１１条東１０丁目１－１

011-711-9965

医療法人社団 あいの里内科消化器科クリニック

札幌市北区あいの里１条６丁目２－２ クリーンリバーネオシティあいの里１階

011-778-7111

医療法人社団豊生会 東苗穂病院

北海道札幌市東区東苗穂３条１丁目２－１８

011-784-1121

医療法人社団美加未会 モエレ外科胃腸科

北海道札幌市東区東苗穂１２条３丁目２１－３

011-791-7711

医療法人社団 太黒胃腸内科病院

北海道札幌市北区北１１条西３丁目１－１５

011-716-9161

北光記念病院

北海道札幌市東区北２７条東８丁目１－６

011-722-1133

医療法人社団 いけだクリニック

北海道札幌市北区あいの里２条８丁目４－５

011-778-2721

社会医療法人愛心館 愛心総合診療所

北海道札幌市北区北３１条西５丁目１－２５

011-709-5601

太平高山内科クリニック

北海道札幌市北区太平１２条４丁目８－１３

011-770-2177

屯田ホームクリニック

北海道札幌市北区屯田６条１０丁目７－２５

011-775-1112

医療法人社団 新琴似内科クリニック

北海道札幌市北区新琴似８条６丁目１－１

011-761-1076

社会医療法人社団愛心館 愛心メモリアル病院

北海道札幌市東区北２７条東１丁目１－１５

011-752-3535

医療法人社団 谷村医院サンクリニック

北海道札幌市東区北１９条東８丁目５－２

011-731-7226

医療法人社団 鈴木内科循環器クリニック

北海道札幌市東区北１２条東１２丁目２－５

011-731-5366

医療法人社団 野沢医院

北海道札幌市東区北１７条東１丁目１０

011-741-3535

北海道対がん協会 札幌がん検診センター

北海道札幌市東区北２６条東１４丁目１－１５

011-748-5511

医療法人社団 石田内科小児科医院

北海道札幌市東区北３０条東１３丁目３－１０

011-753-0380

医療法人社団 荒木病院

北海道札幌市北区篠路３条２丁目１－９２

011-771-5731

医療法人社団 岡田内科呼吸器科クリニック

北海道札幌市東区伏古１２条５丁目８－２２

011-787-2171

医療法人社団ゆりがはら内科 ケア＆クリニック

北海道札幌市北区百合が原７丁目４－２５

011-770-7111

医療法人社団 麻生内科クリニック

札幌市北区北３９条西５丁目１－１５ 北電商販サトウビル３階

011-756-5733

岩田外科胃腸科

北海道札幌市北区北２７条西３丁目３－１１

011-758-2525
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北大前北１８条メンタルクリニック

北海道札幌市北区北１８条西３丁目２１－２４ マイクビル７階

011-746-6616

医療法人社団 中村医院

北海道札幌市東区北２４条東１７丁目１－１９

011-782-1901

勤医協伏古１０条クリニック

北海道札幌市東区伏古１０条３丁目２

011-786-5588

医療法人社団健志会 しのろ駅前医院

北海道札幌市北区篠路４条６丁目１１－１７

011-774-8388

勤医協札幌北区ぽぷらクリニック

北海道札幌市北区新琴似１０条２丁目１

011-762-8811

北光記念クリニック

北海道札幌市東区北２７条東８丁目１－１５

011-722-1122

にしはら内科クリニック

北海道札幌市東区北３０条東１丁目４－１

011-721-2486

服部ファミリークリニック

北海道札幌市北区新琴似１１条１７丁目１－２３

011-766-7767

医療法人社団大黒会 吉田医院

北海道札幌市北区篠路５条５丁目７－１

011-771-2020

孝仁会 北海道大野病院附属駅前クリニック

札幌市北区北８条西３丁目２８ 札幌エルプラザ６階

011-728-0020

北海道結核予防会 札幌複十字総合健診センター

札幌市北区北８条西３丁目２８ 札幌エルプラザ５階

011-700-1331

社会医療法人北楡会 開成病院

北海道札幌市北区北３３条西６丁目２－３５

011-757-2201

社会医療法人母恋 天使病院

北海道札幌市東区北１２条東３丁目１－１

011-711-0101

医療法人社団 西沢内科胃腸科クリニック

札幌市東区北１６条東１６丁目１－１３ 北愛メディカルビル３階

011-784-2340

医療法人社団 Ｈ･Ｎ･メディックさっぽろ東

北海道札幌市東区北１９条東７丁目１－２６

011-723-6660

医療法人社団眞明会 今医院

北海道札幌市北区北２５条西８丁目

011-716-9255

医療法人社団 麻生外科クリニック

北海道札幌市北区北３８条西８丁目２－３

011-709-3700

医療法人社団 新琴似ファミリークリニック

北海道札幌市北区新琴似１２条７丁目１－４５

011-763-3385

医療法人社団 石川内科医院

北海道札幌市東区北２３条東９丁目１－２７

011-751-2750

医療法人社団 北２０条内科クリニック

北海道札幌市北区北２０条西６丁目１８－２２

011-758-8080

医療法人社団 北大前クリニック

札幌市北区北１４条西２丁目５ メルバＮ１４ ２階

011-708-0811

医療法人社団北昂会 ファミール内科

北海道札幌市北区北２９条西４丁目２－１－１５８

011-746-3988

北海道医療大学病院

北海道札幌市北区あいの里２条５丁目

011-778-7575

ウィミンズクリニック札幌

札幌市北区北７条西５丁目８－１ 北７条ヨシヤビル５階

011-738-7877

医療法人はまなす 篠路はまなすクリニック

北海道札幌市北区篠路４条９丁目１２－４５

011-776-3030

医療法人社団 札幌新川駅前内科

北海道札幌市北区新川５条１丁目１－２２

011-708-1234

医療法人社団慈生会 小林内科クリニック

北海道札幌市北区北３８条西２丁目２－１７

011-709-5885

医療法人社団 谷口内科

北海道札幌市東区北２１条東１８丁目５－１１

011-783-7701

医療法人社団 藤田医院

北海道札幌市東区北２０条東１３丁目１－２

011-711-8084

医療法人社団 横山医院

北海道札幌市北区新琴似８条１３丁目１－４

011-761-2484

医療法人社団 おおさき内科

北海道札幌市北区新琴似７条９丁目６－２１

011-766-0666

医療法人セレス さっぽろ神経内科クリニック

北海道札幌市東区北２１条東２１丁目２－１７

011-780-2233

メディック北札幌

北海道札幌市北区屯田７条３丁目１０－１５

011-775-5000

医療法人 しのろファミリークリニック

北海道札幌市北区篠路２条１０丁目１２－１

011-771-2800

みきファミリークリニック

北海道札幌市東区北４１条東７丁目３－１２

011-299-6555

東雁来すこやか内科・小児科クリニック

北海道札幌市東区東雁来１１条４丁目１－１０

011-791-9991

医療法人社団裕仁会 よしだ内科クリニック

北海道札幌市東区北４５条東７丁目６－１６

011-731-6636

医療法人社団昭平会 みよか内科クリニック

札幌市東区北２４条東２１丁目５－１ グリーンメディカルモール１階

011-781-3431

北海道家庭医療学センター栄町ファミリークリニック

北海道札幌市東区北４１条東１５丁目１－１８

011-723-8633

医療法人社団 新川ファミリエ内科

北海道札幌市北区新川３条７丁目１－１０－１

011-763-8118

社会医療法人康和会 札幌しらかば台篠路病院

北海道札幌市北区篠路７条４丁目２－１５

011-773-0711

医療法人社団 平澤内科呼吸器科クリニック

北海道札幌市東区北２５条東３丁目３－１１

011-711-8297

飛驒内科クリニック

北海道札幌市北区新琴似２条１１丁目７－７

011-769-8002

ながお内科循環器クリニック

札幌市北区北１７条西３丁目２－１ ウィステリアＮ１７ １階

011-729-5510

しもかわ内科・循環器内科

北海道札幌市北区北２９条西１５丁目３－８

011-716-1300

医療法人為久会 札幌共立医院

北海道札幌市東区北４８条東１丁目１－５

011-752-4101

北１６条内科循環器クリニック

北海道札幌市北区北１６条西４丁目１－１９

011-738-1212

医療法人基仁会 新道東おおた内科

北海道札幌市東区北３７条東１５丁目１－２４

011-748-1551

医療法人 札幌麻生脳神経外科病院

北海道札幌市東区北２２条東１丁目１－４０

011-731-2321

さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニック

札幌市北区北７条西２丁目８－１ 札幌北ビル２階

011-707-1024

医療法人社団 光星メディカルクリニック

札幌市東区北１２条東７丁目１－３５ メディカルセンター光星２階

011-704-6887
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医療法人桃実会 にわ糖尿病･内科クリニック

北海道札幌市北区屯田９条３丁目１－２０

011-790-7900

勤医協中央病院

北海道札幌市東区東苗穂５条１丁目９－１

011-782-9111

医療法人社団 コスモ脳神経外科

北海道札幌市東区北２１条東２１丁目１－１

011-787-5858

社会医療法人禎心会 さっぽろ北口クリニック

札幌市北区北７条西２丁目８－１ 札幌北ビル２階

011-709-1131

どい内科クリニック

北海道札幌市北区新琴似１条３丁目３－１３

011-769-1200

かいせい内科医院

北海道札幌市東区北２３条東２１丁目３－１７

011-781-3001

元町ひまわり消化器内科・腎透析クリニック

北海道札幌市東区北２５条東２０丁目７－１

011-783-5100

北１８条つじ内科・消化器内科

札幌市東区北１８条東１丁目３－３ ともえビル１階

011-752-1801

栄町内科循環器内科クリニック

札幌市東区北４２条東１６丁目１－１ Ｎ４２メディカルビル６階

011-789-2311

元町内科クリニック

札幌市東区北２３条東１６丁目１－１１ 元町メディカルビル２階

011-787-6666

ＫＫＲ札幌医療センター

北海道札幌市豊平区平岸１条６丁目３－４０

011-822-1811

独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院

北海道札幌市豊平区中の島１条８丁目３－１８

011-831-5151

勤医協月寒ファミリークリニック

北海道札幌市豊平区月寒中央通４丁目１－１５

011-851-0229

勤医協札幌病院

北海道札幌市白石区菊水４条１丁目９－２２

011-811-2246

まつぞの小児科医院

北海道札幌市豊平区平岸２条１２丁目３－１２

011-822-5000

医療法人 白石中央病院

北海道札幌市白石区平和通３丁目北２－３

011-861-8171

北郷内科医院

北海道札幌市豊平区平岸２条１０丁目２－２２

011-812-2864

勤医協もみじ台内科診療所

北海道札幌市厚別区もみじ台西６丁目１－４

011-897-5051

医療法人重仁会 大谷地病院

北海道札幌市厚別区大谷地東５丁目７－１０

011-891-3737

十五島内科医院

北海道札幌市南区藤野２条６丁目１－５

011-591-8828

医療法人渓仁会 定山渓病院

北海道札幌市南区定山渓温泉西３丁目７１

011-598-3323

北海道医療生活協同組合 札幌緑愛病院

北海道札幌市清田区北野１条１丁目６－３０

011-883-0121

社会医療法人恵和会 西岡病院

北海道札幌市豊平区西岡４条４丁目１－５２

011-853-8322

医療法人社団札幌朗愛会 札幌朗愛会病院

北海道札幌市豊平区月寒西１条１０丁目３－３０

011-853-2111

森林公園センタークリニック

札幌市厚別区厚別北２条５丁目１－１２森林公園パークタウン センタービル２階

011-893-0008

北海道労働保健管理協会 健診センター診療所

北海道札幌市白石区本郷通３丁目南２－１３

011-862-5030

たむら内科クリニック

北海道札幌市南区澄川６条７丁目３－５

011-583-1161

札幌医療生活協同組合 札幌南青洲病院

北海道札幌市清田区里塚１条２丁目２０－１

011-883-0602

医療法人社団 上村内科医院

北海道札幌市豊平区美園３条４丁目３－１１

011-821-3223

エス・エス・ジェイ 札幌整形循環器病院

北海道札幌市清田区北野１条２丁目１１－３０

011-881-1100

桜台泌尿器科医院

北海道札幌市厚別区厚別西４条２丁目１２－２１

011-894-8823

医療法人礼風会 胃腸内科・肛門外科山岡医院

北海道札幌市豊平区福住３条１０丁目２－１０

011-851-2700

医療法人社団 井村外科医院

北海道札幌市南区澄川６条４丁目１１－３

011-823-6223

社会医療法人蘭友会 札幌里塚病院

北海道札幌市清田区美しが丘１条６丁目１－５

011-883-1200

医療法人社団 いし胃腸科内科医院

北海道札幌市豊平区平岸３条１４丁目１－５

011-813-1220

医療法人社団 大屋医院

北海道札幌市白石区川下２条７丁目２－５

011-873-1123

医療法人社団 平岸本町内科クリニック

北海道札幌市豊平区平岸３条６丁目１－３６

011-822-6672

医療法人社団 坂井胃腸科内科医院

北海道札幌市厚別区上野幌２条５丁目１－１３

011-893-2323

神田産科婦人科クリニック

北海道札幌市豊平区豊平３条１丁目１－３３

011-841-1103

医療法人社団 夏井坂内科クリニック

札幌市厚別区大谷地東４丁目１－２ 大谷地ターミナルメディカルビル

011-893-1678

医療法人社団 もいわ内科医院

北海道札幌市南区川沿１条３丁目３－２５

011-571-5561

医療法人潤和会 札幌ひばりが丘病院

北海道札幌市厚別区厚別中央３条２丁目１２－１

011-894-7070

医療法人社団 古山小児科内科医院

北海道札幌市豊平区平岸５条６丁目４－５

011-811-5417

医療法人社団日吉会 そねざき内科小児科医院

北海道札幌市白石区北郷３条７丁目１－１５

011-873-2227

医療法人社団 小野幌医院

北海道札幌市厚別区厚別東４条４丁目５－１５

011-897-8822

地域医療機能推進機構 札幌北辰病院

北海道札幌市厚別区厚別中央２条６丁目２－１

011-893-3000

医療法人社団 ふなはし内科消化器科クリニック

北海道札幌市豊平区平岸５条８丁目３－１５

011-831-1375

医療法人社団秀和会 いでうち内科医院

北海道札幌市厚別区もみじ台東４丁目２－７

011-897-0053

医療法人 東札幌病院

北海道札幌市白石区東札幌３条３丁目７－３５

011-812-2311

医療法人社団 鈴木内科医院

北海道札幌市清田区清田４条２丁目１０－２５

011-882-2233

さとう循環器科･内科クリニック

札幌市厚別区厚別西２条４丁目２－１０ アクティブプラザ厚別西１階

011-894-2004
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医療法人社団 小野内科医院

北海道札幌市清田区北野５条５丁目１５－２７

011-883-8080

医療法人社団 川北内科循環器科医院

北海道札幌市白石区川北２条３丁目２－２５

011-872-4533

社会医療法人 札幌清田病院

北海道札幌市清田区真栄１条１丁目１－１

011-883-6111

医療法人社団 北樹会病院

北海道札幌市豊平区月寒西５条８丁目４－３２

011-856-1111

医療法人社団 島崎外科胃腸科

北海道札幌市豊平区月寒東２条４丁目７－２

011-853-1616

勤医協札幌みなみ診療所

北海道札幌市南区川沿１２条２丁目２－３５

011-572-6661

医療法人社団 小路内科消化器クリニック

北海道札幌市白石区栄通１５丁目９－３５

011-853-1331

医療法人社団 増田内科クリニック

北海道札幌市厚別区もみじ台南１丁目２－９

011-897-9191

医療法人 小坂病院

北海道札幌市豊平区福住２条２丁目９－１

011-854-3161

医療法人為久会 札幌共立五輪橋病院

北海道札幌市南区川沿２条１丁目２－５４

011-571-8221

川端医院

北海道札幌市白石区東札幌５条４丁目３－２

011-831-2702

医療法人社団 札幌藤が丘整形外科医院

北海道札幌市南区藤野２条２丁目１－１８

011-592-1388

社会医療法人北楡会 札幌北楡病院

北海道札幌市白石区東札幌６条６丁目５－１

011-865-0111

みはらし会 いいおか整形外科クリニック

北海道札幌市南区石山東１丁目４－２５

011-591-1155

勇気会医療法人 北央病院

北海道札幌市厚別区青葉町１１丁目２－１０

011-892-8531

医療法人社団延寿会 阿部内科クリニック

北海道札幌市南区石山１条７丁目７－７

011-592-0017

医療法人社団 やなづめ内科・循環器クリニック

北海道札幌市豊平区平岸２条８丁目４－１７

011-822-1271

医療法人社団 林下病院

北海道札幌市南区澄川４条５丁目９－３８

011-821-6155

医療法人社団仁秀会 白石整形外科

北海道札幌市白石区中央２条４丁目１－２

011-831-5799

ふじのさわ内科クリニック

北海道札幌市南区藤野２条２丁目１－１５

011-591-8416

医療法人信佑会 吉田記念病院

北海道札幌市白石区本通２丁目南５－１０

011-864-2125

医療法人社団 竹嶋内科クリニック

北海道札幌市南区石山東１丁目４－２６

011-591-1112

清香会 おおしま内科･胃腸科クリニック

北海道札幌市白石区南郷通１８丁目北３－２８

011-866-5511

医療法人エイエムシイ あおば内科クリニック

北海道札幌市厚別区厚別南７丁目２－１１

011-891-1112

医療法人豊和会 豊和会札幌病院

北海道札幌市豊平区豊平５条２丁目３－７

011-821-1852

内科･神経内科美園医院

北海道札幌市豊平区美園８条５丁目３－４

011-820-4820

内科胃腸科クリニック 長尾医院

北海道札幌市白石区本通１１丁目南１－９

011-861-4696

医療法人社団 百町整形外科内科呼吸器内科

北海道札幌市南区石山１条２丁目１－２２

011-591-2100

医療法人社団 ひらい内科小児科

北海道札幌市白石区平和通９丁目南３－１

011-861-5122

医療法人菊郷会 札幌センチュリー病院

北海道札幌市白石区菊水元町５条３丁目５－１０

011-871-1121

医療法人社団 中里内科胃腸科クリニック

札幌市豊平区中の島２条５丁目９－１ 石丸メディカルビル２階

011-815-8833

医療法人社団 根本耳鼻咽喉科クリニック

札幌市豊平区平岸４条１４丁目２－３ 池上ビル２階

011-815-3387

社会医療法人康和会 札幌しらかば台病院

北海道札幌市豊平区月寒東２条１８丁目７－２６

011-852-8866

医療法人社団 野村内科医院

北海道札幌市白石区北郷２条１丁目２－４

011-873-3476

勤医協平和通りクリニック

北海道札幌市白石区平和通７丁目南５－１

011-864-0912

せんば内科医院

北海道札幌市厚別区もみじ台南６丁目１－６

011-897-6123

医療法人社団 南郷医院

北海道札幌市白石区南郷通１２丁目北１－２５

011-861-2768

医療法人社団 ひらおか内科胃腸科

北海道札幌市清田区平岡６条３丁目１０－１

011-885-2110

松本内科クリニック

北海道札幌市豊平区西岡４条１丁目５－１

011-852-1353

医療法人社団豊武会 幌東病院

北海道札幌市白石区本郷通７丁目南４－３０

011-861-4121

医療法人社団信洋会 石山メンタルクリニック

北海道札幌市南区石山２条８丁目２－１２

011-591-7167

医療法人社団 兼古循環器クリニック

北海道札幌市豊平区月寒東１条１０丁目１－１

011-857-4141

医療法人社団 高橋内科医院

北海道札幌市厚別区もみじ台北５丁目１－２

011-897-2358

医療法人社団 さいぜん内科循環器科クリニック

札幌市豊平区平岸２条９丁目２－１ マインコーポ平岸１階

011-832-2788

医療法人社団 芸術の森泌尿器科

北海道札幌市南区石山東３丁目１－３１

011-591-8686

中島内科胃腸科クリニック

北海道札幌市白石区菊水上町１条３丁目３６

011-811-2726

医療法人 札幌平岡病院

北海道札幌市清田区平岡２条１丁目１５－２０

011-881-3711

医療法人北志会 札幌ライラック病院

北海道札幌市豊平区豊平６条８丁目２－１８

011-812-8822

一般財団法人 札幌同交会病院

北海道札幌市中央区南２条西１９丁目

011-611-9131

社会福祉法人札幌慈啓会 慈啓会病院

北海道札幌市中央区旭ヶ丘５丁目６－５０

011-561-8292

社会医療法人孝仁会 札幌第一病院

北海道札幌市西区二十四軒４条３丁目４－２６

011-611-6201
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高杉内科小児科

北海道札幌市中央区大通西２６丁目２－２

011-621-4030

明生会 イムス札幌消化器中央総合病院

北海道札幌市西区八軒２条西１丁目１－１

011-611-1391

明生会 イムス札幌内科リハビリテーション病院

北海道札幌市手稲区手稲金山１２４

011-681-2105

医療法人聖愛会 発寒中央病院

北海道札幌市西区発寒５条６丁目１０－１

011-661-2111

医療法人勉仁会 中垣病院

北海道札幌市手稲区金山１条２丁目１－６

011-682-3011

ため小児科

北海道札幌市西区山の手２条１丁目６－１４

011-611-3718

湯浅内科クリニック

北海道札幌市西区琴似２条７丁目２－５

011-631-1671

勤医協札幌西区病院

北海道札幌市西区西町北１９丁目１－５

011-663-5711

医療法人社団 鉄工団地診療所

北海道札幌市西区発寒１２条５丁目３－２０

011-661-1261

医療法人社団 森谷内科クリニック

北海道札幌市西区琴似１条４丁目２－２０

011-643-6533

医療法人社団 首藤内科

北海道札幌市西区平和１条４丁目１－７

011-664-3737

医療法人社団 水口整形外科医院

北海道札幌市手稲区新発寒５条６丁目１－５

011-685-6211

医療法人社団 坂本医院

北海道札幌市西区琴似２条４丁目３－１０

011-621-0808

医療法人社団 太田内科歯科

北海道札幌市西区発寒１３条３丁目７－４５

011-664-6780

医療法人社団 北浜胃腸科･内科

北海道札幌市西区西野２条４丁目３－１５

011-663-3311

医療法人秀友会 札幌秀友会病院

北海道札幌市手稲区新発寒５条６丁目２－１

011-685-3333

高下小児科医院

北海道札幌市中央区北４条西１６丁目 第１ビル２階

011-631-6521

社会医療法人延山会 西成病院

北海道札幌市手稲区曙２条２丁目２－２７

011-681-9321

医療法人社団 後藤田医院

北海道札幌市西区西野３条９丁目１０－３７

011-663-8170

医療法人社団法真会 ひしかわ内科クリニック

北海道札幌市西区西野８条８丁目１－１

011-667-3336

医療法人 西さっぽろ病院

北海道札幌市西区山の手３条２丁目５－１

011-611-6611

医療法人社団 小笠原医院

北海道札幌市西区琴似２条４丁目１－２５

011-631-7384

医療法人社団静和会 静和記念病院

北海道札幌市西区琴似１条５丁目１－１

011-611-1111

医療法人社団静和会 平和病院

北海道札幌市西区平和２条１１丁目２－１

011-662-2525

医療法人社団 石塚内科消化器科

北海道札幌市西区西野３条７丁目３－１

011-661-0403

医療法人社団稲信会 まえだ森林クリニック

北海道札幌市手稲区手稲前田４９６－１１

011-685-6060

医療法人社団 星置駅前内科医院

札幌市手稲区星置１条４丁目２－１２ 星置駅前メディカル

011-694-1451

医療法人社団 琴似小児科クリニック

北海道札幌市西区琴似２条３丁目２－３０

011-641-7551

医療法人社団 いとう内科･胃腸科

北海道札幌市西区発寒４条４丁目１－１８

011-661-1000

医療法人 札幌緑誠病院

北海道札幌市手稲区西宮の沢４条４丁目１８－１１

011-683-1199

クリニックもりや

北海道札幌市西区宮の沢１条１丁目１－３

011-669-8003

医療法人北武会 北都病院

北海道札幌市手稲区手稲山口５５０

011-683-6667

医療法人社団 松永内科クリニック

札幌市西区西町北２０丁目３－１０ ＳＲ宮の沢メディカルビル３階

011-669-3666

医療法人社団 さくらだ医院

北海道札幌市西区西野２条３丁目１－６

011-661-7383

医療法人社団弘誓会 菊地内科･呼吸器科

札幌市手稲区稲穂２条７丁目１－５ 稲穂メディカルコア

011-694-1881

医療法人社団 西野六条クリニック

北海道札幌市西区西野６条７丁目１－１

011-663-3651

かなもり外科胃腸科肛門科クリニック

北海道札幌市手稲区前田９条１１丁目９－２０

011-686-1212

医療法人社団静和会 平和リハビリテーション病院

北海道札幌市西区平和３０６－１

011-662-1771

医療法人社団真愛会 札幌ファミリークリニック

北海道札幌市手稲区星置２条４丁目２－２２

011-695-5211

医療法人社団 竹林小児科医院

北海道札幌市手稲区富丘２条３丁目１８－２５

011-683-0131

おのでら内科クリニック

北海道札幌市手稲区西宮の沢２条４丁目１－１

011-695-5508

医療法人清仁会 北海道内科リウマチ科病院

北海道札幌市西区琴似１条３丁目１－４５

011-611-1371

医療法人社団 はねだ内科クリニック

北海道札幌市西区発寒６条３丁目２－１０

011-666-2227

つちだ消化器循環器内科

北海道札幌市西区八軒７条西３丁目１－１

011-640-5532

医療法人社団慈昂会 琴似駅前内科クリニック

札幌市西区琴似２条１丁目１－２０ 琴似タワープラザ２階

011-622-3531

医療法人社団 美田内科循環器科クリニック

北海道札幌市手稲区星置２条４丁目７－４３

011-685-3300

医療法人社団糖仁会 あべ内科クリニック

札幌市西区西町北７丁目２－１１ 西さっぽろメディカル３階

011-666-7301

医療法人社団杏仁会 近内科クリニック

北海道札幌市西区西野３条２丁目１－３８

011-664-3611

医療法人社団 岡田内科･循環器科クリニック

北海道札幌市西区琴似１条２丁目５－６ 琴似一番館

011-643-1171

医療法人社団 澤井内科循環器クリニック

札幌市手稲区富丘１条４丁目５－３３ マックスメディカルビル２階

011-695-0112

医療法人社団友善会 新発寒ファミリークリニック

北海道札幌市手稲区新発寒５条５丁目６－１

011-691-2100

北海道7

実施機関名
宮の沢内科･循環器科クリニック

所在地

電話番号

札幌市西区発寒６条１１丁目１－１ 新道北口ビル２階

011-665-3837

医療法人社団賢仁会 札幌みどりのクリニック

北海道札幌市西区八軒６条西８丁目２－１５

011-618-6111

洞田内科クリニック

札幌市西区八軒１条西１丁目２－１０ ザ・タワープレイス２階

011-632-0255

新産健会 ことに･メディカル･サポート･クリニック

札幌市西区八軒１条西１丁目２－１０ ザ・タワープレイス１階

011-631-3101

医療法人社団 ひろ内科循環器科クリニック

北海道札幌市西区宮の沢３条５丁目２４－１０

011-671-2727

まきぐち内科･循環器科クリニック

北海道札幌市西区琴似１条４丁目４－２０ 笹川ビル３階

011-618-1333

医療法人社団 手稲脳神経外科クリニック

北海道札幌市手稲区手稲本町３条２丁目５－１

011-682-1212

医療法人社団 上原内科クリニック

北海道札幌市手稲区稲穂１条７丁目２－２１

011-681-7070

医療法人社団 やしま内科クリニック

札幌市西区発寒１３条４丁目１３－５６ 発寒メディカルビル２階

011-661-3000

クリニークアンジェ牧山内科

北海道札幌市西区山の手３条１２丁目１－３４

011-632-0123

医療法人社団 ひぐち耳鼻咽喉科

北海道札幌市西区山の手１条６丁目４－８

011-633-3387

みやのさわ心療内科

北海道札幌市西区発寒６条１１丁目 新道北口ビル５階

011-669-1221

医療法人社団喜倜会 おちあい内科･消化器内科医院

北海道札幌市手稲区曙４条３丁目１７－２１

011-685-5858

医療法人渓仁会 手稲家庭医療クリニック

北海道札幌市手稲区前田２条１０丁目１－１０

011-685-3920

札幌がんフォレスト癒しの森内科・消化器内科クリニック

北海道札幌市西区発寒２条５丁目６－５

011-668-1184

医療法人社団友善会 琴似ファミリークリニック

北海道札幌市西区琴似４条２丁目１番２号コルテナ２ １階

011-612-0333

おおた内科クリニック

北海道札幌市西区琴似２条５丁目１－３ 北幸ビル２階

011-643-5311

医療法人 かわばた内科クリニック

北海道札幌市手稲区新発寒４条５丁目１３－１３

011-688-2525

社会医療法人アルデバラン 手稲いなづみ病院

北海道札幌市手稲区前田３条４丁目２－６

011-685-2200

医療法人社団 わたなべクリニック

北海道札幌市手稲区富丘２条７丁目２－６

011-681-1200

医療法人社団萌生舎 琴似腎臓内科・泌尿器科

札幌市西区琴似２条１丁目２－１ ５５８８ＫＯＴＯＮＩビル５階

011-633-5102

みずしま内科クリニック

北海道札幌市西区山の手２条６丁目３－８

011-632-6600

ことに内科クリニック

札幌市西区琴似２条４丁目２－１ 琴似中央ビル３階

011-633-1717

医療法人社団 百石内科循環器クリニック

北海道札幌市西区福井２丁目３－１６

011-663-3885

医療法人社団香友会 富丘まごころ内科クリニック

北海道札幌市手稲区富丘１条４丁目１－１

011-699-8881

医療法人 西さっぽろ脳神経外科クリニック

北海道札幌市西区西野３条６丁目７－５０

011-669-1003

医療法人 にしの内科クリニック

北海道札幌市西区西野５条２丁目８－３７

011-788-6726

医療法人社団 宮の沢総合クリニック

北海道札幌市西区発寒６条１３丁目１－２２

011-663-6662

医療法人社団研仁会北海道脳神経外科記念病院

北海道札幌市西区八軒９条東５丁目１－２０

011-717-2131

内科･消化器内科Ｋクリニック

札幌市西区発寒６条９丁目２－１５ ニッセ宮の沢２階

011-667-7007

医療法人社団隆恵会 わだ内科外科クリニック

北海道札幌市手稲区金山１条２丁目１－１６

011-699-1500

医療法人社団博仁会 手稲山クリニック

北海道札幌市手稲区曙５条３丁目１－１

011-688-3366

琴似ハート内科・透析クリニック

北海道札幌市西区二十四軒４条２丁目９－１０

011-688-8810

社会医療法人アルデバランさっぽろ二十四軒病院

北海道札幌市西区二十四軒２条４丁目７－２０

011-641-2281

よまいだ内科医院

北海道札幌市手稲区前田６条９丁目２－８

011-684-0651

勤医協西区ひだまりクリニック

北海道札幌市西区西町北１９丁目１－３

011-671-5115

社会医療法人孝仁会 札幌西孝仁会クリニック

札幌市西区宮の沢１条１丁目１－３０ 宮の沢ターミナルビル２階

011-590-0322

医療法人社団 むらさき内科･循環器クリニック

札幌市手稲区手稲本町１条３丁目３－１ メディカルスクエア手稲２階

011-682-3222

かなや内科クリニック

北海道札幌市西区発寒７条１２丁目３－４６

011-669-6000

医療法人啓眞会 くにちか内科クリニック

北海道札幌市手稲区星置１条４丁目７－２

011-688-1133

手稲循環器内科クリニック

札幌市手稲区手稲本町１条４丁目２－１ ミリオンスカイ手稲ステーション１階

011-695-7100

医療法人新桜会 発寒中央整形外科クリニック

北海道札幌市西区発寒１１条１丁目１０－１０

011-669-2345

医療法人社団 ささき内科クリニック

北海道札幌市手稲区西宮の沢３条１丁目１２－２５

011-667-2000

社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院

北海道札幌市西区宮の沢２条１丁目１６－１

011-665-0020

医療法人 はだ産婦人科クリニック

北海道札幌市手稲区手稲本町２条５丁目３－１２

011-685-1103

北郷医院

北海道札幌市白石区北郷３条５丁目１３－１

011-873-1960

医療法人社団慈昂会 福住内科クリニック

札幌市豊平区福住２条１丁目２－５ イトーヨーカドー福住５階

011-836-3531

医療法人社団 みどり内科クリニック

札幌市白石区本郷通１３丁目南４－２７ ムトウビル２階

011-866-4563

秀愛会内科消化器科クリニック

札幌市白石区南郷通８丁目南５－１ 第２タヂカビル１階

011-860-7676

医療法人五月会 小笠原クリニック藤野診療所

札幌市南区藤野３条６丁目２－１ コープさっぽろ藤野店２階

011-592-5335

苅谷内科クリニック

北海道札幌市豊平区平岸２条１丁目７－１１

011-832-2521

北海道8

実施機関名

所在地

電話番号

医療法人社団小林胃腸科内科クリニック

札幌市南区石山一条６－１－１８ 石山メディカルビル1階

011-592-6767

医療法人一仁会 南札幌脳神経外科

北海道札幌市南区川沿２条３丁目２－３２

011-572-0330

中川内科循環器科

北海道札幌市厚別区厚別中央４条２丁目１８－２０

011-891-2943

ほりえ内科クリニック

北海道札幌市南区川沿８条２丁目１－８ 吉田ビル１階

011-571-6532

医療法人社団千寿会 千秋内科医院

北海道札幌市南区澄川６条４丁目１１－７

011-812-8111

医療法人一光会 幸内科クリニック

北海道札幌市南区澄川４条６丁目７－３５

011-837-7320

医療法人社団真和会 上野幌内科クリニック

北海道札幌市厚別区上野幌１条３丁目１－７

011-896-7577

医療法人社団 浜辺晃循環器科･内科クリニック

札幌市厚別区厚別中央１条６丁目２－１５ 新札幌センタービル３階

011-893-8211

平岡公園整形外科･消化器科クリニック

北海道札幌市清田区平岡公園東１丁目１２－１２

011-888-8808

医療法人社団 はまだ内科･神経内科クリニック

北海道札幌市南区中ノ沢１丁目１－４

011-578-1535

医療法人社団アカシア会 いたや内科消化器科

北海道札幌市厚別区上野幌３条３丁目２－１

011-896-2828

医療法人社団翔嶺館 新札幌聖陵ホスピタル

北海道札幌市厚別区厚別東４条２丁目１－３０

011-898-2151

社会医療法人医仁会 中村記念南病院

北海道札幌市南区川沿２条２丁目３－１

011-573-8555

医療法人社団 北野通内科循環器クリニック

北海道札幌市豊平区月寒東３条１８丁目２２－２０

011-853-8800

医療法人社団光進会 札幌月寒病院

北海道札幌市豊平区月寒東１条１３丁目４－５

011-852-6777

中野医院

北海道札幌市厚別区青葉町６丁目１－５

011-891-1555

厚生診療所

北海道札幌市豊平区豊平６条６丁目２－１

011-811-1346

医療法人社団明日佳 桜台明日佳病院

北海道札幌市厚別区厚別西５条５丁目１－１

011-894-8181

医療法人社団醫王会 緑の街診療所

北海道札幌市豊平区豊平７条１３丁目１－１

011-825-9912

医療法人社団 きよみず公園クリニック

北海道札幌市白石区東札幌４条３丁目６－１

011-813-6311

医療法人社団 やまうち内科クリニック

北海道札幌市白石区栄通１９丁目１－１

011-851-5600

医療法人旺仁会 富士殖内科医院

札幌市白石区南郷通１４丁目南３－１１ ラスコム１３ ３階

011-863-6851

北海道大野病院附属はまや循環器クリニック

札幌市豊平区月寒中央通７丁目６－２０ ＪＡ月寒中央ビル５階

011-857-2666

医療法人社団敬愛会 わかばやし内科クリニック

北海道札幌市豊平区平岸３条６丁目６－２４

011-841-3288

医療法人社団 山口整形外科クリニック

札幌市豊平区平岸２条１４丁目１－２２ 今崎メディカルビル２階

011-837-5111

医療法人社団 美しが丘いとう内科

北海道札幌市清田区美しが丘３条２丁目３－２０

011-889-5588

医療法人 記念塔病院

北海道札幌市厚別区厚別東４条３丁目３－６

011-898-1521

小林胃腸科内科クリニック

札幌市厚別区厚別中央２条５丁目７－２ サンピアザ３階

011-890-2362

医療法人社団 美園いとう内科

札幌市豊平区美園７条４丁目２－１５ 美園７・４メディカルビル３階

011-816-6777

さかた眼科ファミリークリニック

北海道札幌市豊平区西岡３条１１丁目９－１１

011-582-8811

医療法人社団 村元内科医院

北海道札幌市南区真駒内上町３丁目１－１０

011-581-1480

医療法人社団弘恵会 整形外科内科沢口医院

北海道札幌市白石区北郷２条４丁目６－１２

011-872-2001

医療法人社団FOUR SEASONS 真駒内たかの内科

北海道札幌市南区真駒内泉町３丁目１１－９

011-588-8777

医療法人社団 もなみ内科･呼吸器科クリニック

北海道札幌市南区川沿１１条２丁目１－６

011-571-5311

医療法人社団 幸田内科消化器クリニック

札幌市厚別区厚別中央２条５丁目４－１ 新札幌七彩館ビル２階

011-896-3888

医療法人社団 小川医院

北海道札幌市白石区本通１６丁目北１１－１４

011-864-7995

酒井内科消化器科クリニック

北海道札幌市南区澄川３条３丁目４－１２

011-831-0820

たけだ内科胃腸科クリニック

札幌市豊平区豊平４条３丁目３－１０ 豊平メディカルプラザ１階

011-823-1100

医療法人 ほし内科消化器科クリニック

北海道札幌市清田区北野３条２丁目１３－５７

011-881-5551

なかがわ内科循環器科クリニック

北海道札幌市南区川沿５条２丁目２９－９

011-573-5555

医療法人社団 川沿中央医院

北海道札幌市南区川沿５条３丁目２－３

011-571-7821

医療法人社団 とよひら公園内科クリニック

北海道札幌市豊平区豊平４条１１丁目３－５

011-811-1518

医療法人社団栄仁会 栄通わたなべ内科・皮ふ科

北海道札幌市白石区栄通８丁目２－１

011-858-3311

ふじた内科循環器クリニック

札幌市清田区平岡公園東５丁目１２－１０ メディカルビル平岡公園東２階

011-888-7272

ＳＡＭ ＣＬＩＮＩＣ

北海道札幌市厚別区上野幌３条６丁目５－６

011-215-6120

社会医療法人康和会 札幌しらかば台南病院

北海道札幌市南区藤野２条１１丁目７－１

011-596-2621

たけい内科胃腸科クリニック

北海道札幌市厚別区厚別中央１条３丁目５－１

011-891-2707

恵仁会 佐々木内科病院

北海道札幌市豊平区美園７条８丁目６－２０

011-831-5621

北海道医療生活協同組合 緑愛クリニック

北海道札幌市白石区南郷通６丁目北３－２４

011-868-8866

恵山会 中の島内科･消化器内科クリニック

札幌市豊平区中の島２条２丁目１－１ 中の島ステーションビル２階

011-821-3113

医療法人 しもでメンタルクリニック

札幌市豊平区中の島２条１丁目３－２５ カムオンビル

011-833-6662

北海道9

実施機関名
今前田内科医院

所在地

電話番号

札幌市南区澄川３条２丁目４－１５ 澄川メディカル

011-831-9832

医療法人菊郷会 石橋胃腸病院

北海道札幌市白石区川下３条４丁目２－１

011-872-5811

医療法人社団 ふるげん内科循環器クリニック

札幌市白石区北郷２条４丁目３－５ 北郷メディカルビル２階

011-872-0088

医療法人社団群仁会 保坂内科クリニック

北海道札幌市清田区美しが丘４条５丁目３－１５

011-884-7868

医療法人社団 青木内科クリニック

札幌市白石区南郷通１丁目北１－１ 白石メディカル５階

011-860-6771

さかもと内科消化器クリニック

北海道札幌市清田区清田１条４丁目４－３０

011-888-8181

医療法人社団 サン内科外科医院

北海道札幌市清田区清田２条１丁目８－１

011-881-3322

医療法人社団 あいだクリニック循環器内科

札幌市豊平区平岸５条７丁目８－２２ 第２平岸グランドビル１階

011-820-1400

露口内科･消化器内科クリニック

北海道札幌市南区真駒内南町１丁目７－１２

011-582-0811

医療法人社団薫風会 青空たけうち内科クリニック

北海道札幌市白石区菊水元町５条２丁目２－４０

011-872-3558

医療法人社団毬会 内科丹田クリニック

札幌市白石区東札幌４条１丁目１－１ イーアス札幌Ｂタウン２階

011-817-1188

医療法人社団一楊会 あだち内科クリニック

北海道札幌市清田区平岡６条２丁目２－１０

011-886-3338

医療法人社団奏健会 さっぽろ厚別通内科

北海道札幌市厚別区厚別西５条１丁目１５－２１

011-895-6671

たねいちリウマチクリニック

北海道札幌市豊平区月寒中央通８丁目４－７

011-853-7307

医療法人大空 札幌南病院

北海道札幌市南区石山東７丁目１－２８

011-591-1200

医療法人社団明日佳 白石明日佳病院

北海道札幌市白石区東札幌５条５丁目２－５

011-823-5151

広川内科クリニック

北海道札幌市白石区本通３丁目南２－３８

011-861-2026

七武会 内科･胃腸内科平岸台クリニック

北海道札幌市豊平区平岸７条１４丁目１－３８

011-811-3434

はせ川クリニック

北海道札幌市清田区平岡３条６丁目１－５３

011-886-8836

腎臓内科めぐみクリニック

北海道札幌市豊平区中の島１条７丁目５－１０

011-817-1300

社会医療法人恵和会 西岡水源池通りクリニック

北海道札幌市豊平区西岡４条１３丁目１７－１

011-584-5512

なんば内科循環器クリニック

北海道札幌市豊平区月寒東４条７丁目８－２８

011-859-8800

松田内科循環器クリニック

北海道札幌市白石区本通８丁目南１－３０

011-867-8000

医療法人北武会 美しが丘病院

北海道札幌市清田区真栄６１－１

011-883-8881

医療法人社団 ごとう内科クリニック

北海道札幌市豊平区西岡４条７丁目７－１

011-858-7771

医療法人社団 佐分利内科医院

北海道札幌市白石区本郷通１０丁目南１－２３

011-864-1751

医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院

北海道札幌市厚別区大谷地東１丁目１－１

011-890-1110

むらもと循環器内科

札幌市厚別区厚別中央２条４丁目９－１５新さっぽろ中央メディカルビル３階

011-802-1000

脳神経外科まつばらおさむクリニック

北海道札幌市厚別区厚別西５条１丁目１６－２０ ２階

011-801-7000

医療法人社団 さかうえ内科クリニック

札幌市豊平区豊平７条８丁目２－１ 東光ストア豊平店西館Ａ棟２階

011-824-5757

中の島せつこ内科クリニック

北海道札幌市豊平区中の島１条２丁目３－１５

011-820-3900

医療法人 なかの内科消化器内科クリニック

北海道札幌市南区川沿１４条２丁目１－３

011-571-0725

三浦内科循環器クリニック

北海道札幌市豊平区豊平６条２丁目２－１２

011-821-5726

医療法人社団慈昂会 白石内科クリニック

北海道札幌市白石区中央１条７丁目１０－３０

011-868-2711

医療法人新産健会 スマイル健康クリニック

北海道札幌市豊平区月寒東２条１６丁目１－９６

011-854-8508

医療法人社団桐佑会 札幌藤島クリニック

北海道札幌市厚別区厚別北４条４丁目１－８

011-801-7707

みなみハート内科クリニック

札幌市白石区菊水６条２丁目１－３４ シュタットハウス札幌１階

011-818-3737

平岸脳神経クリニック

北海道札幌市豊平区平岸５条１３丁目４－３

011-818-0055

医療法人社団 にれの杜クリニック

北海道札幌市白石区菊水上町４条２丁目３５９－１

011-833-1120

医療法人豊和会 新札幌豊和会病院

北海道札幌市厚別区大谷地東２丁目５－１２

011-893-7000

医療法人社団日向会 しらかば台月寒東クリニック

北海道札幌市豊平区月寒東３条１６丁目３－１０

011-850-0011

はせがわ内科クリニック

北海道札幌市豊平区月寒西４条１０丁目７－１７

011-851-0610

菊水内科循環器クリニック

札幌市白石区菊水３条２丁目４－１ ニューギン札幌ビル２階

011-827-6688

かたばみ内科ホームクリニック

北海道札幌市南区澄川６条４丁目３－５

011-821-5000

もみじ台クリニック

北海道札幌市厚別区厚別東１条５丁目１８－１５

011-311-2006

月寒のぶおか内科消化器内科

北海道札幌市豊平区月寒東１条４丁目３－８

011-859-7701

医療法人社団越仁会 北野循環器クリニック

北海道札幌市清田区北野６条２丁目１４－１０

011-886-2626

アイリス内科クリニック

北海道札幌市白石区東札幌２条３丁目７－５３

011-826-6255

川下ばく内科

北海道札幌市白石区川下４条５丁目４－１４

011-374-4389

医療法人孝友会 ごう内科クリニック

北海道札幌市白石区栄通２１丁目１－１６

011-850-5050

高木内科医院

札幌市豊平区平岸２条１４丁目１－２２ 今崎メディカルビル４階

011-812-1200

北海道10

実施機関名

所在地

電話番号

札幌南郷循環器クリニック

北海道札幌市白石区南郷通１４丁目北３－２０

011-864-2111

協全内科クリニック

北海道札幌市白石区栄通１７丁目１３－１３

011-852-3181

北郷通り内科クリニック

北海道札幌市白石区北郷３条１４丁目１－３４

011-879-6667

ひらぎし通り整形外科

札幌市豊平区平岸３条５丁目４－２２ 平岸グランドビル新館１階

011-817-6464

小笠原医院

北海道札幌市豊平区平岸２条５丁目１－２６

011-812-1788

医療法人社団もなみ もなみクリニック

北海道札幌市南区川沿５条３丁目２－１

011-578-5775

あんざい内科クリニック

北海道札幌市中央区南１６条西７丁目２－１５

011-511-9073

きちかわクリニック

北海道札幌市中央区南２０条西１４丁目１５７３－８

011-518-5257

中央内科医院

北海道札幌市中央区南７条西１５丁目２－１－１

011-561-6362

うめつ内科 糖尿病･内分泌クリニック

北海道札幌市中央区宮の森３条５丁目２－３５

011-631-8400

コロンビア内科

札幌市中央区北１条西３丁目３ 時計台スクエアビル４階

011-207-2227

船員保険北海道健康管理センター

札幌市中央区北２条西１丁目１ マルイト札幌ビル４・５階

011-218-1655

桜井内科･胃腸内科

札幌市中央区南２条西３丁目１２－５ ＦＣビル南２条 ８階

011-272-1155

宮の森ファミリークリニック

北海道札幌市中央区北５条西２７丁目２－１

011-623-0023

医療法人 かなざわクリニック

札幌市中央区南１条西２丁目 南一条Ｋビル４階

011-251-6544

ゆほな会 はやしたくみ女性クリニック

札幌市中央区大通西２５丁目１－２ ハートランド円山ビル３階

011-640-8845

札幌フジクリニック

札幌市中央区北４条西５丁目１ アスティ４５ビル５階

011-281-4355

行啓通り かこクリニック

北海道札幌市中央区南１４条西８丁目５－１－１０２

011-596-9500

医療法人社団 円山リラクリニック

北海道札幌市中央区南３条西２１丁目２－１１

011-611-1366

医療法人社団 ねむの木クリニック

札幌市中央区南３条西１０丁目１００１－５ 福山南三条ビル６階

011-280-0880

中央メディカルクリニック

北海道札幌市中央区大通西５丁目１１ 大五ビル１階

011-222-0120

豊水総合メディカルクリニック

北海道札幌市中央区南７条西２丁目１－４

011-520-2310

医大前南４条内科

札幌市中央区南４条西１５丁目１－３２ ほくやく南４条ビル３階

011-521-1159

しんたに内科消化器内科

札幌市中央区大通西１７丁目１－２７ 札幌メディケアセンタービル４階

011-643-0335

医療法人菊郷会 愛育病院

北海道札幌市中央区南４条西２５丁目２－１

011-563-2211

道高血圧診療所

北海道札幌市中央区南４条西１３丁目３－１５－１０７

011-561-1981

札幌循環器クリニック 中橋内科クリニック

北海道札幌市中央区南１０条西２１丁目７－１７

011-561-3330

ゆうしん内科クリニック

北海道札幌市中央区南２０条西１６丁目２－１

011-552-7000

医療法人社団 札幌円山腎･泌尿器科クリニック

札幌市中央区大通西２５丁目１－２ ハートランド円山ビル２階

011-614-1155

塚本循環器ハートクリニック

札幌市中央区大通西１７丁目１－２７ 札幌メディケアセンタービル３階

011-623-4810

桑園駅前内科クリニック

札幌市中央区北１０条西１５丁目１－５７ ブランズ札幌桑園駅ウエスト

011-642-3111

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾍﾙｽﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ北海道支部札幌商工診療所

北海道札幌市中央区南１条西５丁目１５－２

011-261-2000

みたに胃腸内科

北海道札幌市中央区南１３条西２２丁目２－１１

011-530-1522

いとうひろし内科・糖尿病内科クリニック

北海道札幌市中央区北４条西２９丁目１－１４

011-213-7593

大通こしやま内科消化器クリニック

札幌市中央区北１条西４丁目１－１ 三甲大通公園ビル１階

011-596-7788

こなり整形外科･内科クリニック

北海道札幌市中央区南９条西７丁目２－２６

011-511-2277

医療法人社団石史山会 札幌スポーツクリニック

札幌市中央区大通東４丁目１－１９ 大通東やまむらセンタービル

011-281-8755

円山内科消化器クリニック

北海道札幌市中央区北１条西２４丁目４－１

011-215-4137

国家公務員共済組合連合会 斗南病院

北海道札幌市中央区北４条西７丁目３‐８

011-231-2121

医療法人社団 富田内科クリニック

札幌市中央区北２条西１丁目１ マルイト札幌ビル２階

011-242-5300

創世内科クリニック

北海道札幌市中央区北１条東３丁目２－２

011-272-7111

医療法人 いけだ内科循環器クリニック

北海道札幌市東区本町１条７丁目１－４６

011-789-0055

新生クリニック

北海道札幌市東区北１０条東６丁目１－３５

011-741-2688

医療法人社団豊生会 丘珠明陽医院

北海道札幌市東区北丘珠３条１丁目２１－２０

011-781-1145

リズミック産婦人科クリニック

札幌市北区北２２条西５丁目１－３２ ボアソルテＮ２２ ２階

011-700-0505

医療法人セレス さっぽろ神経内科病院

北海道札幌市東区北２１条東２１丁目２－１

011-780-5700

北愛医院

札幌市東区北１６条東１６丁目１－１３ 北愛メディカルビル２階

011-783-0736

社会医療法人禎心会禎心会北４４条クリニック

北海道札幌市東区北４４条東８丁目１－６

011-712-5161

社会医療法人禎心会 札幌禎心会病院

北海道札幌市東区北３３条東１丁目３－１

011-712-1131

医療法人社団豊生会 苗穂通りクリニック

北海道札幌市東区伏古６条４丁目１－１８

011-788-6102

よつば家庭医療クリニック

北海道札幌市東区北１２条東４丁目１－１

011-722-7700

北海道11

実施機関名
さっぽろ内科・リウマチ膠原病クリニック

所在地

電話番号

札幌市北区北７条西２０丁目 東京建物札幌ビル３階

011-700-2000

みき内科消化器きたのクリニック

北海道札幌市清田区北野７条５丁目１２－２０

011-887-1771

ちば内科・消化器内科

札幌市中央区南２１条西１１丁目２－３ Ｓ２１メディカルビル２階

011-520-8111

日本健康倶楽部 北海道支部診療所

北海道札幌市北区北７条西４丁目１－２

011-707-1115

さっぽろ健康スポーツ財団 札幌市中央健康づくりセンター

北海道札幌市中央区南３条西１１丁目３３１

011-562-8700

江別市立病院

北海道江別市 若草町６

011-382-5151

高橋内科医院

北海道江別市 大麻扇町３－７

011-386-5222

医療法人社団林内科 あさひ町南大通クリニック

北海道江別市 朝日町３－３０

011-383-9816

医療法人英生会 野幌病院

北海道江別市 野幌町５３－５

011-382-3483

啓史会 おおあさ鈴木ファミリークリニック

北海道江別市 大麻扇町３－４

011-386-5303

江和会 おくの内科胃腸科クリニック

北海道江別市 野幌町２６ 芙蓉第１２ビル４階

011-381-0501

紺野内科医院

北海道江別市 野幌東町１９－５

011-381-5001

医療法人渓和会 江別病院

北海道江別市 野幌代々木町８１－６

011-382-1111

すこやかクリニック新篠津

北海道石狩郡新篠津村 第４６線北１２

0126-57-2334

医療法人健康会 おおあさクリニック

北海道江別市 大麻中町２－１７

011-388-2233

医療法人社団 平賀内科クリニック

北海道江別市 野幌東町２６－２６

011-382-5989

医療法人社団藤花会 江別谷藤病院

北海道江別市 幸町２２

011-382-5111

医療法人社団親寿会 池永クリニック

北海道江別市 文京台東町１１－２４

011-387-1111

医療法人 みはらしクリニック

北海道江別市 元江別８９０－１５

011-384-3184

医療法人社団 とうべつ内科クリニック

北海道石狩郡当別町 西町２１－９

0133-22-1313

医療法人社団箍 田園通りさわざき医院

北海道石狩郡当別町 北栄町１７－１３

0133-25-2055

医療法人友愛会 友愛記念病院

北海道江別市 新栄台４６－１

011-383-4124

勤医協当別診療所

北海道石狩郡当別町 末広１１８－５２

0133-23-3010

医療法人社団みどり会 たぐち内科クリニック

北海道江別市 元町２１－１２

011-389-7855

内科循環器科白樺通りクリニック

北海道江別市 野幌若葉町４０－１１

011-383-7111

ウルトラ内科小児科クリニック

北海道江別市 大麻栄町１１－９

011-688-8801

スウェーデン通り内科・循環器科クリニック

北海道石狩郡当別町 太美町１４８８－３４８

0133-25-3151

えべつ神経内科

北海道江別市 一番町４６－８

011-389-7722

医療法人社団幸心会 江別脳神経外科

北海道江別市 中央町１－１２

011-391-3333

医療法人社団 ゆきざさ循環器内科

北海道江別市 野幌屯田町２３－１９

011-384-1000

医療法人社団 アウル内科クリニック

北海道江別市 東野幌本町２－１８

011-383-3456

はまもと内科クリニック

北海道江別市 上江別東町４－２７

011-788-7636

医療法人社団森野会 緑苑クリニック

北海道江別市 野幌末広町２－１２

011-381-6490

高橋内科医院三番通りクリニック

江別市大麻ひかり町３２－１ 大麻メディカルモール内

011-387-7788

医療法人風のすずらん会 江別すずらん病院

北海道江別市 上江別４４２－１５

011-384-2100

医療法人社団 江別内科クリニック

北海道江別市 元江別本町３５－２

011-381-8900

医療法人社団仁寿会 ささなみ内科クリニック

北海道江別市 野幌町６６－２

011-382-3373

大麻内視鏡内科クリニック

北海道江別市 大麻東町３１－１

011-386-3366

医療法人社団恵愛会 茨戸病院

北海道石狩市 花川東１２８－１４

0133-74-3011

医療法人喬成会 花川病院

北海道石狩市 花川南７条５丁目２

0133-73-5311

医療法人社団 鎌田内科クリニック

北海道石狩市 花川北２条５丁目６０

0133-74-7121

医療法人社団啓仁会 福島医院

北海道石狩市 花川北２条２丁目２０２－２

0133-74-3221

石狩市浜益国民健康保険診療所

北海道石狩市 浜益区浜益３２１

0133-79-3221

医療法人秀友会 いしかり脳神経外科クリニック

北海道石狩市 花川北６条１丁目１９

0133-71-2333

医療法人社団あかつき会 石狩すずらん内科

北海道石狩市 花川南７条１丁目３

0133-73-7776

医療法人財団幸惺会 石狩幸惺会病院

北海道石狩市 花川北７条２丁目２２

0133-71-2855

社会医療法人鳩仁会 あつた中央クリニック

北海道石狩市 厚田区別狩１７

0133-78-2116

医療法人はまなす はまなす医院

北海道石狩市 花畔４条１丁目１４１－１

0133-64-6622

医療法人バークシャー みき内科クリニック

北海道石狩市 花川南７条３丁目４２－１

0133-75-2525

医療法人社団北斗会 北斗内科小児科医院

北海道千歳市 北斗６丁目１－１

0123-23-4320

医療法人社団 尾谷病院

北海道千歳市 新富２丁目５－５

0123-24-5121
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医療法人社団誠仁会 梅ケ丘クリニック

北海道千歳市 梅ケ丘１丁目４－１

0123-22-3755

医療法人社団いずみ会 北星病院

北海道千歳市 清流５丁目１－１

0123-24-1121

医療法人同仁会 向陽台病院

北海道千歳市 若草１丁目１０－１１

0123-28-2288

長都内科クリニック

北海道千歳市 勇舞８丁目２－２

0123-23-7701

医療法人社団豊友会 千歳豊友会病院

北海道千歳市 富丘１丁目６１８－６

0123-24-4191

医療法人同仁会 千歳第一病院

北海道千歳市 東雲町１丁目１１

0123-23-4111

医療法人社団 三上内科呼吸器科クリニック

北海道千歳市 東郊１丁目４－１８ 東郊メディカル１階

0123-40-0350

医療法人資生会 千歳病院

北海道千歳市 桂木１丁目５－６

0123-40-0700

医療法人社団糖翠会 はせがわ内科クリニック

北海道千歳市 北陽１丁目５－３

0123-23-1000

千歳しなの内科

北海道千歳市 信濃２丁目１ しなのビル２階

0123-40-7140

医療法人社団仁尚会 千歳駅北クリニック

北海道千歳市 末広４丁目８－１０－２

0123-27-8000

医療法人社団 古泉循環器内科クリニック

千歳市 千代田町３丁目５ 三丁目セントラルビル４階

0123-40-0022

北海道家庭医療学センター 向陽台ファミリークリニック

北海道千歳市 柏陽４丁目３－５

0123-48-5151

医療法人北晨会 恵み野病院

北海道恵庭市 恵み野西２丁目３－５

0123-36-7555

医療法人社団 岡田内科小児科医院

北海道恵庭市 恵み野西６丁目２０－１

0123-37-1414

医療法人社団 恵庭南病院

北海道恵庭市 住吉町２丁目４－１４

0123-32-3850

医療法人社団 尾形病院

北海道恵庭市 島松仲町１丁目４－１１

0123-37-3737

福原医院

北海道恵庭市 島松東町３丁目１－１５

0123-36-8029

医療法人社団 恵み野内科循環器クリニック

北海道恵庭市 恵み野北３丁目１－１ ＲＢパーク１階

0123-37-4646

医療法人社団 いざわ内科循環器クリニック

北海道恵庭市 有明町４丁目１－１

0123-32-1125

医療法人社団ひこばえの会 恵庭みどりのクリニック

北海道恵庭市 緑町１丁目５－３

0123-32-6766

医療法人北晨会 恵み野病院附属恵庭クリニック

北海道恵庭市 黄金南４丁目１－１

0123-33-0011

かたおか循環器内科クリニック

北海道恵庭市 黄金中央１丁目１３－５

0123-35-1200

小池内科外科クリニック

北海道恵庭市 大町３丁目２－１３

0123-32-3565

医療法人社団 緩和ケアクリニック恵庭

北海道恵庭市 駒場町６丁目１－１

0123-35-3300

くどう内科循環器内科クリニック

北海道恵庭市 白樺町１丁目１－２

0123-35-1800

たかはしかえ内科・循環器クリニック

北海道恵庭市 恵み野里美１丁目１－５

0123-33-8800

えにわ内科・消化器内科クリニック

北海道恵庭市 柏陽町３丁目２９－１０

0123-35-3577

医療法人社団健仁会 恵庭駅前クリニック

北海道恵庭市 黄金中央１丁目４－３

0123-29-7037

恵庭第一病院

北海道恵庭市 福住町１丁目６－６

0123-34-1155

医療法人社団越仁会 宮脇整形外科医院

北海道恵庭市 有明町３丁目１－６

0123-33-4026

医療法人社団 西の里恵仁会病院

北海道北広島市 西の里５０６－１３

011-375-3225

医療法人社団翔仁会 輪厚三愛病院

北海道北広島市 輪厚７０４－１６

011-377-3911

医療法人社団広仁会 高台内科クリニック

北海道北広島市 泉町１丁目２－６

011-372-1001

医療法人社団 Ｈ・Ｎ・メディック北広島

北海道北広島市 共栄町５丁目６－１

011-372-6660

医療法人社団銀杏会 北広島希望ヶ丘病院

北海道北広島市 大曲８０４

011-377-3301

医療法人社団北進会北進内科胃腸科クリニック

北海道北広島市 青葉町３丁目１１－４

011-373-1122

社会医療法人即仁会 広葉クリニック

北海道北広島市 広葉町３丁目９

011-372-3900

医療法人社団 北広島中央クリニック

北海道北広島市 中央１丁目２－７

011-373-3900

きたひろ内科呼吸器科

北海道北広島市 中央５丁目７－１

011-373-1100

医療法人社団 川島内科クリニック

北海道北広島市 大曲中央２丁目２－２４

011-377-2070

北の台クリニック

北海道北広島市 共栄町１丁目１３－２

011-372-8811

医療法人 大曲ファミリークリニック

北海道北広島市 大曲緑ヶ丘１丁目１２－１

011-377-6621

医療法人社団 北広島緑ヶ丘内科

北海道北広島市 美沢２丁目１－９

011-376-8500

社会医療法人即仁会 北広島病院

北海道北広島市 中央６丁目２－２

011-373-5811

医療法人社団 よしき内科消化器クリニック

北海道北広島市 大曲幸町３丁目４－４ ＫＭＲビル２階

011-370-3355

社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院

北海道函館市 五稜郭町３８－３

0138-51-2295

社会福祉法人函館厚生院 函館中央病院

北海道函館市 本町３３－２

0138-52-1231

函館赤十字病院

北海道函館市 堀川町６－２１

0138-51-5315

函館渡辺病院

北海道函館市 湯川町１丁目３１－１

0138-59-2221

特定医療法人 富田病院

北海道函館市 駒場町９－１８

0138-52-1112
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社会福祉法人函館共愛会 共愛会病院

北海道函館市 中島町７－２１

0138-51-2111

医療法人尚仁会 竹田病院

北海道函館市 元町２９－２１

0138-26-5811

社会医療法人仁生会 西堀病院

北海道函館市 中道２丁目６－１１

0138-52-1531

医療法人道南勤医協 函館稜北病院

北海道函館市 中道２丁目５１－１

0138-54-3113

医療法人敬仁会 函館おしま病院

北海道函館市 的場町１９－６

0138-56-2308

函館市医師会病院

北海道函館市 富岡町２丁目１０－１０

0138-43-6000

あらし循環器科内科クリニック

北海道函館市 松川町１５－６

0138-41-2844

医療法人社団 佐藤皮膚科・循環器内科医院

北海道函館市 五稜郭町２８－１

0138-55-7005

医療法人社団 今内科消化器科医院

北海道函館市 本町３０－３６

0138-51-0749

医療法人社団 函館脳神経外科病院

北海道函館市 神山１丁目４－１２

0138-53-6111

医療法人社団 あしの内科医院

北海道函館市 宮前町１７－６

0138-41-2366

医療法人社団慶六会 葛西内科小児科医院

北海道函館市 本町５－１０

0138-52-1757

医療法人社団 中島胃腸科内科クリニック

北海道函館市 湯川町３丁目９－２５

0138-59-1258

医療法人社団 宮本整形外科

北海道函館市 川原町１０－１

0138-55-6115

佐藤内科小児科医院

北海道函館市 桔梗４丁目８－２５

0138-46-1212

中川内科クリニック

北海道函館市 桔梗３丁目１４－３７

0138-46-8008

第一内科医院

北海道函館市 湯川町３丁目２１－５

0138-57-9401

医療法人 函館循環器科内科病院

北海道函館市 花園町２４－５

0138-52-2521

医療法人社団 古河内科

北海道函館市 五稜郭町２０－１５

0138-55-2220

医療法人社団 金井内科クリニック

函館市 湯川町３丁目４０－３ 湯川クリニックビル１階

0138-59-1231

医療法人社団 ほたてクリニック

北海道函館市 時任町８－５ サンクリニックビル３階

0138-54-3387

医療法人雄心会 函館新都市病院

北海道函館市 石川町３３１－１

0138-46-1321

医療法人社団 多田内科医院

北海道函館市 湯川町３丁目３１－６

0138-57-7755

医療法人社団 たけうち内科胃腸科医院

北海道函館市 鍛治２丁目２２－６

0138-55-5500

医療法人社団 協立消化器循環器病院

北海道函館市 美原３丁目２－１６

0138-46-1300

医療法人聖仁会 森内科

北海道函館市 東雲町１１－１

0138-23-7231

富岡町森内科クリニック

北海道函館市 富岡町２丁目５９－１

0138-43-2500

医療法人社団 おいた内科クリニック

北海道函館市 日吉町３丁目３５－６

0138-32-3028

三浦レディースクリニック

北海道函館市 本町２０－１

0138-51-2357

医療法人社団 中島孝内科・循環器科医院

北海道函館市 宝来町８－９

0138-27-2855

医療法人社団 恩村内科医院

北海道函館市 五稜郭町１１－１

0138-51-0669

医療法人社団 高野外科・整形外科

北海道函館市 美原２丁目４３－１３

0138-46-2161

渡部外科クリニック

北海道函館市 日吉町３丁目１６－１１

0138-33-3131

医療法人社団 さとう内科クリニック

北海道函館市 時任町３３－９

0138-53-3166

医療法人社団 本間眼科医院

北海道函館市 亀田本町５５－１

0138-41-6229

小笹内科医院

北海道函館市 若松町３８－１９

0138-22-6856

医療法人社団 えんどう桔梗こどもクリニック

北海道函館市 桔梗５丁目７－１６

0138-47-3011

中島内科循環器科メンタルクリニック

北海道函館市 大森町１９－１３

0138-22-4357

医療法人社団 藤松産婦人科医院

北海道函館市 鍛治２丁目２４－５

0138-55-2280

医療法人神交会 鈴木内科外科クリニック

北海道函館市 本町５－１１

0138-51-2165

医療法人函館友愛会 千葉医院

北海道函館市 富岡町３丁目２９－６

0138-43-1120

西部大山医院

北海道函館市 大町４－３

0138-22-3131

医療法人社団 鹿目内科医院

北海道函館市 谷地頭町２７－１８

0138-23-2323

しもの循環器・内科クリニック

北海道函館市 鍛治２丁目１６－１４

0138-56-5566

医療法人社団 早坂内科クリニック

北海道函館市 本通２丁目２１－２５

0138-31-5200

斉藤内科クリニック

北海道函館市 亀田港町１－６

0138-41-5632

柳川内科胃腸科

北海道函館市 若松町３２－１０

0138-27-7114

医療法人社団 アリエス循環器科内科クリニック

北海道函館市 桔梗５丁目１４－５

0138-47-8811

医療法人社団イースト かたやま内科消化器科

北海道函館市 日吉町２丁目８－１７

0138-32-3221

医療法人社団杜の風五稜郭みやざき勢内科クリニック

北海道函館市 本町２０－１４

0138-32-7008

医療法人社団 山城消化器科内科クリニック

北海道函館市 美原５丁目１９－２

0138-47-7011
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はら内科クリニック

北海道函館市 的場町１－３

0138-52-8282

みなと内科脳外科医院

北海道函館市 亀田港町３８－１５

0138-62-3385

医療法人社団函館敬愛会 好和会クリニック

北海道函館市 西桔梗町２４６－１２９

0138-48-6655

医療法人社団 函館呼吸器内科クリニック

北海道函館市 鍛治１丁目１４－３

0138-35-6666

医療法人道南勤医協 稜北クリニック

北海道函館市 中道２丁目５１－１

0138-54-3116

市立函館南茅部病院

北海道函館市 安浦町９２

0138-25-3511

医療法人社団 杉山クリニック

北海道函館市 浜町３５５

0138-82-3100

市立函館恵山病院

北海道函館市 日ノ浜町１５－１

0138-85-2001

ケアプラザ新函館・たけだクリニック

北海道函館市 宮前町２７－１１

0138-62-3100

医療法人社団 東野内科消化器科クリニック

北海道函館市 八幡町２１－１２

0138-41-1818

医療法人社団清邑会 椴法華クリニック

北海道函館市 新浜町１７１－９

0138-86-2807

医療法人社団山樹会 平山医院

北海道函館市 東雲町６－１１

0138-22-4821

湯の川女性クリニック

北海道函館市 湯川町２丁目１７－８

0138-59-0006

函館西部脳神経クリニック

北海道函館市 豊川町２－４

0138-26-1029

たかひろクリニック

北海道函館市 亀田町１７－２４

0138-43-1161

医療法人社団 ごとう内科胃腸科

北海道函館市 駒場町１６－１４

0138-51-7389

医療法人社団 くまくら柏木クリニック

北海道函館市 柏木町１１－６

0138-31-7700

医療法人社団守一会 北美原クリニック

北海道函館市 石川町３５０－１８

0138-34-6677

ゆのかわ温泉整形外科

北海道函館市 湯川町１丁目６－４

0138-59-2925

社会福祉法人北海道社会事業協会 函館病院

北海道函館市 駒場町４－６

0138-53-5511

はらだ内科消化器科クリニック

北海道函館市 昭和２丁目３７－２０

0138-40-6700

医療法人社団大裕会 竹中内科消化器科

北海道函館市 柏木町２４－２７

0138-51-7700

医療法人社団 榊原循環器科内科クリニック

北海道函館市 大川町１２－２２

0138-43-1222

医療法人社団 関口内科医院

北海道函館市 中道１丁目５－２０

0138-53-6252

菅原内科クリニック

北海道函館市 昭和３丁目３６－１１

0138-34-2221

医療法人雄心会 函館おおてまちクリニック

北海道函館市 大手町１－２１

0138-23-1062

長谷川循環器内科クリニック

北海道函館市 時任町８－５ サンクリニック２階

0138-54-1566

医療法人 亀田病院

北海道函館市 昭和１丁目２３－１１

0138-40-1500

みはら内科クリニック

北海道函館市 本通３丁目９－１４

0138-84-5866

医療法人社団 黒田川添クリニック

北海道函館市 宮前町２０－３

0138-42-5566

医療法人社団秀道会 ひでしま内科クリニック

北海道函館市 北浜町２－２

0138-40-1155

医療法人鴻仁会 深瀬医院

北海道函館市 松川町３０－１２

0138-41-1221

医療法人社団藤紀会 さいとう内科循環器内科医院

北海道函館市 万代町１－１３

0138-45-1118

医療法人社団 弥生坂内科クリニック

北海道函館市 大町４－１０

0138-27-1555

医療法人社団善智寿会 飯田内科クリニック

北海道函館市 柏木町１５－２

0138-32-7000

むとう日吉が丘クリニック

北海道函館市 日吉町２丁目１－２

0138-30-6011

健和会 函館おおむら整形外科病院

北海道函館市 石川町１２５－１

0138-47-3300

函館せんしんクリニック

北海道函館市 昭和４丁目１５－２３

0138-41-6356

医療法人社団向仁会 函館ファミリークリニック

北海道函館市函館市桔梗１丁目１４－１

0138-34-6600

久保田内科医院

北海道函館市 松陰町２８－１８

0138-51-5326

ききょう内科クリニック

北海道函館市 桔梗３丁目３０－７

0138-46-0709

函西会こにし内科・心臓血管クリニック

北海道函館市 末広町３－１５

0138-83-2080

桐花通り呼吸器内科

北海道函館市昭和２丁目１７－９

0138-84-1459

平野内科

北海道函館市湯川町１丁目４０－１５

0138-36-6611

独立行政法人国立病院機構 函館病院

北海道函館市川原町１８－１６

0138-51-6281

函館市医師会 函館市医師会健診検査センター

北海道函館市湯川町３丁目３８－４１

0138-57-6571

八雲総合病院

北海道二海郡八雲町 東雲町５０

0137-63-2185

森町国民健康保険病院

北海道茅部郡森町 字上台町３２６

01374-2-2580

保坂医院

北海道上磯郡知内町 字重内１４－１

01392-5-5037

魚住金婚湯医院

北海道二海郡八雲町 上の湯７

0137-67-2311

小松内科循環器科医院

北海道北斗市 七重浜５丁目１５－１５

0138-49-1151
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長万部町立病院

北海道山越郡長万部町 字長万部１８－４０

01377-2-5611

おおきた内科胃腸科医院

北海道北斗市 七重浜８丁目１７－１

0138-49-5720

医療法人社団慈友会 望ヶ丘医院

北海道亀田郡七飯町 大川３丁目５－２８

0138-65-8111

吉岡診療所 小笠原内科消化器科クリニック

北海道松前郡福島町 字館崎３５０－２７

0139-48-5231

医療法人社団 幾世橋医院

北海道茅部郡森町 字御幸町１３０

01374-2-2202

松前町立松前病院

北海道松前郡松前町 字大磯１７４－１

0139-42-2515

医療法人社団惠翔会 増田クリニック

北海道北斗市 本町２丁目７－８

0138-77-8105

医療法人社団健亮会 光銭医院

北海道上磯郡木古内町 字本町５２－１

01392-2-2233

小児科ひよこクリニック

北海道亀田郡七飯町 大川８丁目１２－１５

0138-65-1311

医療法人社団 大沼公園クリニック

北海道亀田郡七飯町 字大沼町２５８

0138-67-3032

いいだ内科

北斗市 久根別１丁目２６－８ かみいそメディカルビル２階

0138-73-1241

医療法人社団記念義塾会 松前記念クリニック

北海道松前郡松前町 字福山２７３－２

0139-42-2408

医療法人社団 向整形外科クリニック

北海道茅部郡森町 字上台町２２１

01374-2-6711

医療法人社団 村本外科医院

北海道茅部郡森町 字御幸町１１６

01374-2-6070

医療法人社団秋悠会 おおえ内科消化器科

北海道上磯郡木古内町 字本町５５９

01392-2-6080

医療法人社団圭愛会 鎌田医院

北海道茅部郡森町 字港町１８６

01374-2-6958

医療法人正衛会 しいき循環器科内科医院

北海道北斗市 本町６６５－１８

0138-77-1225

医療法人社団 遠藤内科医院

北海道茅部郡森町 字御幸町２９－１

01374-2-2030

医療法人社団 三木内科泌尿器科クリニック

北海道亀田郡七飯町 大中山３丁目２５３－６

0138-65-5000

医療法人社団 宮村内科医院

北海道亀田郡七飯町 本町３丁目１０－４５

0138-65-5151

医療法人社団 丸山内科医院

北海道亀田郡七飯町 大川８丁目６－１

0138-65-0055

ななえ新病院

北海道亀田郡七飯町 本町７丁目６５７－５

0138-65-2525

医療法人雄心会 新都市砂原病院

北海道茅部郡森町 字砂原１丁目３０－５９

01374-8-3131

医療法人社団 函館脳神経外科七飯クリニック

北海道亀田郡七飯町 本町５丁目４－１２

0138-66-6111

八雲町熊石国民健康保険病院

北海道二海郡八雲町 熊石雲石町４９４－１

01398-2-3555

医療法人社団 きむらクリニック

北海道北斗市 本町４９９－６

0138-77-7171

医療法人社団 向井クリニック

北海道亀田郡七飯町 鳴川５丁目１－４

0138-66-2888

医療法人社団 平田博巳内科クリニック

北海道北斗市 七重浜４丁目２７－４０

0138-48-2200

医療法人社団貴優会 くがメディカルクリニック

北海道茅部郡森町 字森川町２７８－８５

01374-2-2039

野畔の花クリニック

北海道亀田郡七飯町 大沼３２２－３

0138-67-5111

藤原内科・こころクリニック

北海道北斗市 追分２丁目５６－１３

0138-48-1556

はるこどもクリニック

北海道亀田郡七飯町 本町６丁目７－４２

0138-65-0500

知内診療所

北海道上磯郡知内町 重内３１－１３０

01392-5-3509

木古内町国民健康保険病院

北海道上磯郡木古内町 字本町７１０

01392-2-2079

医療法人社団 よしだ整形外科

北海道松前郡松前町 字建石４９－５４

0139-42-5770

海老沢医院

北海道北斗市 飯生３丁目１－３６

0138-73-2135

厚沢部町国民健康保険病院

北海道檜山郡厚沢部町新町１４－１

0139-64-3036

奥尻町国民健康保険病院

北海道奥尻郡奥尻町字奥尻４６２

01397-2-3151

乙部町国民健康保険病院

北海道爾志郡乙部町字緑町７０４－１

0139-62-2331

医療法人社団恵愛会 佐々木病院

北海道檜山郡江差町字姥神町３１

0139-52-1070

町立上ノ国診療所

北海道檜山郡上ノ国町字上ノ国２７４－２

0139-55-2017

上ノ国町立石崎診療所

北海道檜山郡上ノ国町字石崎２４３

0139-59-2341

道南勤医協江差診療所

北海道檜山郡江差町字中歌町１９９－６

0139-52-1366

せたな町立国保病院

北海道久遠郡せたな町 北檜山区北檜山３７８

0137-84-5321

岩間医院

北海道瀬棚郡今金町 字今金４８

0137-82-0057

今金町国保病院

北海道瀬棚郡今金町 字今金１７－２

0137-82-0221

医療法人財団明理会 道南ロイヤル病院

北海道久遠郡せたな町 北檜山区北檜山３２２－４

0137-84-5011

せたな町立国保病院 瀬棚診療所

北海道久遠郡せたな町 瀬棚区本町８５０－４

0137-87-2470

せたな町立国保病院 大成診療所

北海道久遠郡せたな町 大成区都２３１

01398-4-5175

医療法人野の花 今金診療所

北海道瀬棚郡今金町 字今金３５９－１２

0137-82-4187

社会福祉法人北海道社会事業協会 小樽病院

北海道小樽市 住ノ江１丁目６－１５

0134-23-6234
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社会福祉法人札幌緑花会 大倉山学院

北海道小樽市 見晴町２０－２

0134-62-2510

中垣内科小児科医院

北海道小樽市 入船２丁目４－８

0134-22-9631

三浦外科肛門科医院

北海道小樽市 最上１丁目３－２

0134-22-6111

医療法人勉仁会 東小樽病院

北海道小樽市 新光２丁目２９－３

0134-54-7111

医療法人社団 消化器科・内科髙橋医院

北海道小樽市 塩谷２丁目１７－１３

0134-26-4131

医療法人社団 阿久津内科医院

北海道小樽市 住ノ江１丁目８－１６

0134-33-5678

医療法人ひまわり会 札樽病院

北海道小樽市 銭函３丁目２９８

0134-62-5851

医療法人社団 太田整形外科医院

北海道小樽市 見晴町８－２４

0134-62-3131

医療法人社団 三ツ山病院

北海道小樽市 稲穂１丁目９－２

0134-23-1289

医療法人社団 桜台クリニック

北海道小樽市 桜２丁目３２－２２

0134-52-1616

おたる泌尿器科クリニック

北海道小樽市 稲穂３丁目７－４ 朝日生命ビル４階

0134-25-7557

医療法人社団 ウェルネス望洋台医院

北海道小樽市 望洋台２丁目２－１３

0134-54-1199

医療法人社団 安達内科医院

北海道小樽市 花園３丁目１９－１７

0134-24-0550

医療法人社団 小野内科医院

北海道小樽市 奥沢２丁目６－１２

0134-22-5792

医療法人社団 島田脳神経外科

北海道小樽市 錦町１－２

0134-22-4310

医療法人社団 錦町医院

北海道小樽市 錦町１－５

0134-22-2929

医療法人社団 板谷内科胃腸科医院

北海道小樽市 富岡１丁目１３－２１

0134-33-0733

医療法人社団 潮見台内科クリニック

北海道小樽市 潮見台１丁目１５－３５

0134-25-5688

医療法人社団 柴田整形外科クリニック

北海道小樽市 長橋２丁目１７－１６

0134-25-5554

医療法人社団 谷口内科医院

北海道小樽市 幸４丁目３０－５

0134-22-6038

医療法人社団 栗栖皮膚科泌尿器科

北海道小樽市 入船１丁目１１－１５

0134-32-5555

医療法人社団敬愛会 本多医院

北海道小樽市 松ヶ技１丁目１８－１０

0134-23-0873

医療法人社団 大橋内科胃腸科クリニック

北海道小樽市 緑２丁目３４－３

0134-22-7089

医療法人社団豊明会 木下病院

北海道小樽市 新光１丁目７－７

0134-54-8714

医療法人社団 松島内科

北海道小樽市 緑１丁目１６－３

0134-33-0551

医療法人社団 小樽皮膚科クリニック

北海道小樽市 稲穂４丁目２－９

0134-33-3210

桂田医院

北海道小樽市 長橋２丁目１７－６

0134-32-5443

勤医協小樽診療所

北海道小樽市 長橋４丁目５－２３

0134-25-5722

医療法人社団清かなつい胃腸科内科クリニック

北海道小樽市 梅ヶ技町２４－１３

0134-31-3131

医療法人社団 髙村内科医院

北海道小樽市 赤岩１丁目１５－１４

0134-23-8141

山口内科クリニック

北海道小樽市 桂岡町２－１８

0134-62-6665

医療法人社団一視同仁会 札樽・すがた医院

北海道小樽市 緑２丁目２９－３

0134-23-8266

医療法人社団 せのた内科クリニック

北海道小樽市 入船１－８－１５

0134-27-7171

医療法人社団 新開レディースクリニック

北海道小樽市 稲穂２丁目９－１１

0134-24-6800

医療法人社団 梅ヶ枝内科・眼科クリニック

北海道小樽市 梅ヶ技町１－３

0134-27-2323

医療法人社団青優会 南小樽病院

北海道小樽市 潮見台１丁目５－３

0134-21-2333

医療法人北光会 朝里中央病院

北海道小樽市 新光１丁目２１－５

0134-54-6543

医療法人 いそがい内科クリニック

北海道小樽市 桜２丁目２５－１９

0134-51-5888

医療法人社団心優会 野口病院

北海道小樽市 稲穂２丁目２２－６

0134-32-3775

医療法人社団北匠会 小樽中央病院

北海道小樽市 入船２丁目２－１８

0134-21-2222

恩賜財団済生会支部 北海道済生会小樽病院

北海道小樽市 築港１０－１

0134-25-4321

医療法人勉仁会 おたる中央通クリニック

小樽市 稲穂２丁目１３－１ 道央ケアセンタービル５階

0134-32-1111

小樽市立病院

北海道小樽市 若松１丁目１－１

0134-25-1211

医療法人社団 本間内科医院

北海道小樽市 稲穂２丁目１９－１３

0134-25-3361

小樽掖済会病院

北海道小樽市 稲穂１丁目４－１

0134-24-0325

太田医院

北海道小樽市 稲穂３丁目１－１７

0134-27-2131

黒松内町国保くろまつないブナの森診療所

北海道寿都郡黒松内町 字黒松内５８６－１

0136-72-3301

蘭越診療所

北海道磯谷郡蘭越町 １５６－４８

0136-57-5424

留寿都診療所

北海道虻田郡留寿都村 字留寿都１５６－２３

0136-46-3774

医療法人 ニセコ医院

北海道虻田郡ニセコ町 字富士見２

0136-44-2201

医療法人社団静和会 昆布温泉病院

北海道磯谷郡蘭越町 字黄金１１８

0136-58-2231
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真狩村野の花診療所

北海道虻田郡真狩村 字真狩１７－１

0136-48-3270

医療法人社団健生会 さとう内科医院

北海道虻田郡倶知安町 北２条西２丁目１８

0136-22-6122

医療法人社団創成会 羊蹄グリーン病院

北海道虻田郡京極町 字更進７８０－２

0136-41-2111

医療法人社団幸和会 くとさん外科胃腸科

北海道虻田郡倶知安町 北４条西３丁目５－１

0136-21-6410

ひまわりクリニックきょうごく

北海道虻田郡京極町 字京極３１６

0136-42-2161

喜茂別町立クリニック

北海道虻田郡喜茂別町 字喜茂別１３－３

0136-33-2225

神恵内村立神恵内診療所

北海道古宇郡神恵内村大字神恵内村１０

0135-76-5226

発足診療所

北海道岩内郡共和町発足１４

0135-74-3009

医療法人社団 北内科クリニック

北海道岩内郡岩内町字高台２－１

0135-62-1457

社会福祉法人北海道社会事業協会 岩内病院

北海道岩内郡岩内町字高台２０９－２

0135-62-1021

医療法人社団 東山クリニック

北海道岩内郡共和町梨野舞納２－２６７

0135-62-7700

医療法人社団 千葉外科医院

北海道岩内郡岩内町字高台１９１－２

0135-62-0981

小沢診療所

北海道岩内郡共和町小沢９５－２５６

0135-72-1160

村立茅沼診療所

北海道古宇郡泊村大字茅沼村７１１－３

0135-75-3651

前田診療所

北海道岩内郡共和町前田１１－１６

0135-73-2211

医療法人社団健仁会 森内科胃腸科医院

北海道余市郡仁木町 北町１丁目６

0135-32-3455

医療法人社団 田中内科医院

北海道余市郡余市町 浜中町２０５－３

0135-22-6125

社会福祉法人北海道社会事業協会 余市病院

北海道余市郡余市町 黒川町１９丁目１－１

0135-23-3126

医療法人社団滋恒会 中島内科

北海道余市郡余市町 黒川町３丁目１０９

0135-22-3866

医療法人社団 勝田内科皮フ科クリニック

北海道余市郡余市町 大川町３丁目１４８

0135-22-3843

勤医協余市診療所

北海道余市郡余市町 黒川町１２丁目４６

0135-22-2861

医療法人社団 佐野内科クリニック

北海道余市郡余市町 黒川町１２丁目８１－６

0135-22-7001

わたなべ内科医院

北海道余市郡余市町 大川町６丁目１２

0135-22-3989

医療法人社団倫仁会 小嶋内科

北海道余市郡余市町 黒川町７丁目１３

0135-22-2245

医療法人社団 池田内科クリニック

北海道余市郡余市町 黒川町９１１－１

0135-23-8811

古平町立診療所 海のまちクリニック

北海道古平郡古平町 大字浜町６４４－１

0135-42-2135

独立行政法人地域医療機能推進機構登別病院

北海道登別市 登別温泉町１３３

0143-84-2165

特定医療法人社団千寿会 三愛病院

北海道登別市 中登別町２４－１２

0143-83-1111

社会医療法人母恋 日鋼記念病院

北海道室蘭市 新富町１丁目５－１３

0143-24-1331

医療法人社団 上田病院

北海道室蘭市 東町２丁目２４‐６

0143-44-3690

東室蘭医院

北海道室蘭市 東町２丁目４－６

0143-44-1650

医療法人 登別すずらん病院

北海道登別市 青葉町３４－９

0143-85-1000

医療法人 若草ファミリークリニック

北海道登別市 若草町４丁目２４－１

0143-86-5180

医療法人社団 鈴木内科

北海道室蘭市 幸町７－３

0143-22-5206

医療法人社団 柳川内科医院

北海道室蘭市 高砂町５丁目７－１２

0143-44-1155

医療法人社団 福永医院

北海道室蘭市 輪西町１丁目２７－１１

0143-44-2320

医療法人社団 あらい内科医院

北海道登別市 若山町４丁目４２－５

0143-86-0338

医療法人社団 西里内科循環器科医院

北海道室蘭市 高砂町２丁目３０－６

0143-45-6117

社会医療法人友愛会 恵愛病院

北海道登別市 鷲別町２丁目３１－１

0143-82-2200

医療法人社団 内科消化器科サンクリニック

北海道登別市 新生町３丁目１１－１１

0143-87-3131

医療法人社団 いくた内科クリニック

北海道室蘭市 港北町３丁目２７－２

0143-55-1900

医療法人社団 くがはら内科クリニック

北海道室蘭市 御前水町２丁目７－２２

0143-22-1010

医療法人社団 白鳥台医院

北海道室蘭市 白鳥台５丁目３－１４

0143-59-2551

医療法人社団楽生会 皆川病院

北海道登別市 中央町３丁目２０－５

0143-88-0111

勤医協 室蘭診療所

北海道室蘭市 輪西町２丁目３－１７

0143-43-1737

医療法人社団 下地内科クリニック

北海道室蘭市 港北町１丁目１１－４

0143-55-7187

母恋内科クリニック

北海道室蘭市 母恋北町１丁目３－１４

0143-23-2006

本輪西ファミリークリニック

北海道室蘭市 本輪西町３丁目３６－９

0143-55-1212

サテライトクリニック知利別

北海道室蘭市知利別町１丁目８－１

0143-47-3500

市立室蘭みなと診療所

北海道室蘭市 海岸町１丁目１０３

0143-23-3710

あとう内科クリニック

北海道室蘭市 宮の森町１丁目１－３８

0143-47-8585
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医療法人至輝会 いわた内科クリニック

北海道登別市 桜木町３丁目２－１５

0143-85-5522

まつもと脳神経外科クリニック

北海道室蘭市 宮の森町１丁目１－３７

0143-46-9001

財団法人 室蘭・登別総合健診センター

北海道室蘭市東町４丁目２０－６

0143-45-5759

総合病院伊達赤十字病院

北海道伊達市 末永町８１

0142-23-2211

豊浦町国民健康保険病院

北海道虻田郡豊浦町 字東雲町１６－１

0142-83-2228

医療法人社団 守谷内科医院

北海道伊達市 鹿島町３１

0142-23-6633

医療法人社団洞仁会 洞爺温泉病院

北海道虻田郡洞爺湖町 洞爺町５４－４１

0142-87-2311

医療法人社団 元町内科クリニック

北海道伊達市 元町７３－３４

0142-25-6611

医療法人社団 洞爺ファミリークリニック

北海道虻田郡洞爺湖町 泉４３－１２

0142-76-3239

社会医療法人慈恵会 聖ヶ丘病院

北海道伊達市 舟岡町２１４－２２

0142-21-5300

社会医療法人慈恵会 聖ヶ丘サテライトクリニック

北海道虻田郡洞爺湖町 高砂町３０

0142-76-4838

医療法人 野村内科循環器科

北海道伊達市 鹿島町６３－５

0142-21-3700

社会福祉法人北海道社会事業協会 洞爺病院

北海道虻田郡洞爺湖町 高砂町１２６

0142-74-2555

だてクリニック

北海道伊達市 松ヶ枝町６０－４

0142-21-6001

医療法人社団 小熊内科医院

北海道伊達市 山下町１５９－７

0142-21-5566

末永町内科クリニック

北海道伊達市 末永町４９－７

0142-22-6622

田辺産婦人科医院

北海道苫小牧市 緑町１丁目２７－１８

0144-32-2296

白老町立国民健康保険病院

北海道白老郡白老町 日の出町３丁目１－１

0144-82-2181

医療法人同和会 追分菊池病院

北海道勇払郡安平町 追分本町１丁目４３

0145-25-2531

苫小牧市保健センター

北海道苫小牧市 旭町２丁目９－７

0144-35-0001

川村クリニック

北海道苫小牧市 有珠の沢町４丁目２０－３１

0144-74-5577

勤医協苫小牧病院

北海道苫小牧市 見山町１丁目８－２３

0144-72-3151

医療法人社団玄洋会 道央佐藤病院

北海道苫小牧市 字樽前２３４

0144-67-0236

社会医療法人延山会 苫小牧澄川病院

北海道苫小牧市 澄川町７丁目９－１８

0144-67-3111

医療法人同樹会 苫小牧病院

北海道苫小牧市 新中野町３丁目９－１０

0144-36-1221

合田内科小児科医院

北海道苫小牧市 音羽町２丁目１７－３

0144-33-9208

苫小牧日翔病院

北海道苫小牧市 矢代町２丁目９－１３

0144-72-7000

医療法人社団眞和會 苫小牧病院

北海道苫小牧市 光洋町３丁目１６－４

0144-72-1201

医療法人社団嵩仁会 苫都病院

北海道苫小牧市 若草町５丁目１０－２１

0144-34-2135

医療法人社団 吉田内科医院

北海道苫小牧市 川沿町４丁目８－２５

0144-73-6233

日本製紙株式会社北海道工場 勇払診療所

北海道苫小牧市 字勇払１４３

0144-56-1576

医療法人社団創亮会 藤田内科クリニック

北海道白老郡白老町 高砂町３丁目１－２６

0144-82-1211

医療法人大島記念会 苫小牧緑ケ丘病院

北海道苫小牧市 清水町１丁目５－７

0144-34-4761

医療法人社団 山下医院

北海道苫小牧市 大成町１丁目７－３

0144-72-8828

医療法人社団誠医会 早来医院

北海道勇払郡安平町 早来大町１４８－１

0145-22-3800

医療法人社団 花輪内科循環器科医院

北海道苫小牧市 三光町５丁目６－１５

0144-36-2555

医療法人社団平成醫塾 苫小牧東病院

北海道苫小牧市 明野新町５丁目１－３０

0144-55-8811

医療法人社団保生会 沖医院

北海道苫小牧市 旭町４丁目４－１５

0144-32-8870

いまい内科クリニック

北海道苫小牧市 双葉町１丁目４－２

0144-37-8686

医療法人社団 苫小牧泌尿器科・循環器内科

北海道苫小牧市 明野新町２丁目１－１２

0144-57-0455

王子総合病院

北海道苫小牧市 若草町３丁目４－８

0144-32-8111

医療法人社団 松沢クリニック

北海道苫小牧市 明野新町５丁目１３－２１

0144-57-7171

医療法人社団清尚会 三上外科整形外科

北海道苫小牧市 元中野町３丁目８－１４

0144-33-7815

方安庵青雲町クリニック

北海道苫小牧市 青雲町２丁目１２－１６

0144-61-5555

医療法人社団 浪岡内科消化器科クリニック

北海道苫小牧市 東開町４丁目２０－１８

0144-51-2811

医療法人社団 柴田内科循環器科

北海道苫小牧市 桜木町１丁目２４－１８

0144-71-2225

医療法人社団 生田医院

北海道白老郡白老町 字萩野７３

0144-83-4126

稲岡内科小児科

北海道苫小牧市 北光町２丁目７－１０

0144-72-5141

医療法人社団 滝上循環器科内科クリニック

北海道苫小牧市 泉町２丁目５－４

0144-37-8011

錦岡医院

北海道苫小牧市 宮前町２丁目３３－４

0144-67-0013

医療法人社団玄洋会 メンタルケアわかくさ

北海道苫小牧市 若草町５丁目１－５

0144-34-2969

北海道19

実施機関名

所在地

電話番号

医療法人社団 にっしん内科クリニック

北海道苫小牧市 日新町２丁目６－４３

0144-71-1500

横山内科消化器科

北海道苫小牧市 川沿町４丁目１－２

0144-74-0011

医療法人社団 さくらファミリークリニック

北海道苫小牧市 東開町３丁目１７－２１

0144-55-6526

吉川医院

北海道苫小牧市 表町５丁目２－３

0144-34-4565

医療法人 すがわら内科呼吸器科

北海道苫小牧市 しらかば町１丁目１８－９

0144-76-7011

医療法人社団 加藤胃腸科内科クリニック

北海道苫小牧市 緑町２丁目５－２０

0144-35-2125

医療法人社団北星会 とまこまい北星クリニック

北海道苫小牧市 拓勇東町４丁目４－６

0144-57-8000

医療法人社団健厚会 あつまクリニック

北海道勇払郡厚真町 京町１５

0145-27-2422

とよた腎泌尿器科クリニック

北海道苫小牧市 元中野町２丁目１７－１２

0144-31-2000

医療法人社団 苫小牧東部脳神経外科

北海道苫小牧市 北栄町２丁目２７－２７

0144-53-5000

三好内科胃腸科クリニック

北海道苫小牧市 豊川町３丁目６－１

0144-75-7711

みなかみ医院

北海道苫小牧市 新中野町３丁目５－１８

0144-32-2335

阿部内科医院

北海道苫小牧市 本町１丁目５－１２

0144-36-0066

医療法人 苫小牧消化器外科

北海道苫小牧市 北栄町３丁目５－１

0144-51-6655

医療法人社団苫仁会 桜木ファミリークリニック

北海道苫小牧市 桜木町２丁目２５－１

0144-71-2351

北海道リハビリテーションセンター診療所

北海道白老郡白老町 字竹浦１３３

0144-87-2611

医療法人社団心交会 たかぎ内科・循環器内科

北海道苫小牧市 北栄町１丁目２２－３３

0144-53-7700

医療法人社団並木会 渡邉医院

北海道勇払郡安平町 早来大町１１６－４

0145-22-2250

総合病院浦河赤十字病院

北海道浦河郡浦河町東町ちのみ１丁目２－１

0146-22-5111

勤医協厚賀診療所

北海道沙流郡日高町字厚賀１０９

01456-5-2711

平取町国民健康保険病院

北海道沙流郡平取町字本町６７－１

01457-2-2201

日高町立門別国民健康保険病院

北海道沙流郡日高町門別本町２９－９

01456-2-5311

社会医療法人恵和会 三和医院

北海道様似郡様似町大通２丁目１－１

0146-36-3101

新ひだか町立三石国民健康保険病院

北海道日高郡新ひだか町三石町本町２１４

0146-33-2232

勤医協浦河診療所

北海道浦河郡浦河町築地２丁目１－２

0146-22-2501

医療法人静仁会 静仁会静内病院

日高郡新ひだか町静内こうせい町１丁目１０－２７

0146-42-0701

新ひだか町立静内病院

北海道日高郡新ひだか町静内緑町４丁目５－１

0146-42-0181

医療法人社団静愛会 山田クリニック

北海道日高郡新ひだか町静内旭町１丁目３０－２７

0146-43-0008

えりも町国民健康保険診療所

北海道幌泉郡えりも町字本町２１０－１

01466-2-2265

医療法人社団 仲川内科胃腸科医院

北海道日高郡新ひだか町静内御幸町２丁目４－１２

0146-42-0345

医療法人社団 駒木クリニック

北海道日高郡新ひだか町静内青柳町１丁目９－２１

0146-45-0123

日高町立日高国民健康保険診療所

北海道沙流郡日高町栄町東1丁目３０３－２

01457-6-2155

新冠町立国民健康保険診療所

北海道新冠郡新冠町字中央町５－１４

0146-47-2411

浦河町立荻伏診療所

北海道浦河郡浦河町荻伏町３４－３７

0146-25-2458

労働者健康安全機構 北海道中央労災病院

北海道岩見沢市 ４条東１６丁目５

0126-22-1300

岩見沢市立総合病院 市民健康センター

北海道岩見沢市 ９条西７丁目２

0126-22-1650

小玉内科医院

北海道岩見沢市 ２条東１丁目

0126-22-0473

医療法人社団北陽会 牧病院

北海道岩見沢市 ３条西５丁目９

0126-22-0043

医療法人北翔会 岩見沢北翔会病院

北海道岩見沢市 １０条西２１丁目１－１

0126-32-2188

医療法人社団 竹内医院

北海道岩見沢市 ６条西２丁目４

0126-22-0134

医療法人社団 竹内内科循環器科

北海道岩見沢市 美園５条３丁目２－１

0126-22-2273

医療法人社団 中央医院

北海道岩見沢市 ６条西６丁目５－２

0126-22-0472

医療法人社団エリヤ会 北五条医院

北海道岩見沢市 北４条西１０丁目４－７

0126-22-2377

医療法人社団久佑会 得地内科医院

北海道岩見沢市 ３条西６丁目１１

0126-23-1515

医療法人社団健伸会 東町ファミリー・クリニック

北海道岩見沢市 東町１条８丁目９３２－７４

0126-24-5771

医療法人社団健伸会 栗沢町美流渡診療所

北海道岩見沢市 栗沢町美流渡錦町９３

0126-46-2122

医療法人北翔会 朝日医院

北海道岩見沢市 朝日町５０

0126-46-2305

医療法人社団 石塚内科医院

北海道岩見沢市 ５条東１１丁目４５

0126-22-1718

かまだクリニック

北海道岩見沢市 ３条西４丁目３

0126-24-8910

医療法人萌佑会 岩見沢脳神経外科

北海道岩見沢市 ８条西１９丁目８－６

0126-20-1001

医療法人社団明日佳 岩見沢明日佳病院

北海道岩見沢市 志文町２９７－１３

0126-25-5670

北海道20

実施機関名

所在地
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医療法人社団優祥会 大川内科医院

北海道岩見沢市 幌向南２条３丁目３１０－５０

0126-26-2300

医療法人社団 森川内科クリニック

北海道岩見沢市 ６条東１丁目１０－３

0126-33-5600

岩見沢市立栗沢病院

北海道岩見沢市 栗沢町南本町３０

0126-45-2351

医療法人社団すずかけ会 松藤医院

北海道岩見沢市 ２条西４丁目８

0126-22-3251

医療法人社団 さとうキッズクリニック

岩見沢市 大和１条９丁目１－１ 大和タウンプラザ

0126-20-0310

医療法人Ｋ＆Ｋ ほろむいクリニック

北海道岩見沢市 幌向南１条３丁目３３４－４

0126-26-6622

海老原医院

北海道岩見沢市 日の出台１丁目１６－２１

0126-23-3000

栗山赤十字病院

北海道夕張郡栗山町朝日３丁目２

0123-72-1015

国保町立南幌病院

北海道空知郡南幌町元町２丁目２－１

011-378-2111

町立長沼病院

北海道夕張郡長沼町中央南２丁目２－１

0123-88-2321

国保由仁町立病院

北海道夕張郡由仁町馬追１

0123-83-2031

長岡外科整形外科医院

北海道夕張郡栗山町中央３丁目２３６

0123-72-1171

医療法人やわらぎ みどり野医院

北海道空知郡南幌町栄町１丁目１－２０

011-378-2648

池田内科クリニック

北海道夕張郡長沼町銀座南２丁目２－１７

0123-88-2155

医療法人社団 牧野内科医院

北海道夕張郡由仁町中央１９

0123-83-2020

つぎたてクリニック

北海道夕張郡栗山町字継立３６３－４９

0123-77-2277

医療法人社団緑稜会 長沼内科消化器科

北海道夕張郡長沼町西町１丁目８－１６

0123-82-5333

市立三笠総合病院

北海道三笠市 宮本町４８９－１

01267-2-3131

医療法人社団幾生会 南そらち記念病院

北海道三笠市 岡山５０６－８

01267-6-8211

おくやま内科・外科クリニック

北海道石狩郡当別町 幸町５１－３２

0133-27-5522

市立美唄病院

北海道美唄市 西２条北１丁目１－１

0126-63-4171

労働者健康安全機構 北海道せき損センター

北海道美唄市 東４条南１丁目３－１

0126-63-2151

医療法人社団慶北会 花田病院

北海道美唄市 大通東１条北２丁目２－５

0126-68-8700

国民健康保険月形町立病院

北海道樺戸郡月形町 字月形１４６６－１

0126-53-2241

医療法人社団 井門内科医院

北海道美唄市 東１条北１丁目２－８

0126-63-4535

医療法人社団宏仁会 しろした病院

北海道美唄市 大通西１条北１丁目１－３１

0126-63-2780

なかむら内科・消化器内科クリニック

北海道美唄市 東１条南３丁目２－１２

0126-22-8383

医療法人社団 なかさか医院

北海道美唄市 西１条南２丁目１－５

0126-63-2019

砂川市立病院

北海道砂川市西４条北３丁目１－１

0125-54-2131

歌志内市立病院

北海道歌志内市字神威２６９

0125-42-3185

奈井江町立国民健康保険病院

北海道空知郡奈井江町字奈井江１２

0125-65-2221

小林産婦人科医院

北海道砂川市西３条北３丁目１－９

0125-52-4520

浦臼町立診療所

北海道樺戸郡浦臼町字ウラウシナイ１８３－１８１

0125-68-2101

上砂川町立診療所

北海道空知郡上砂川町字上砂川２２－１６

0125-62-4088

医療法人社団 村山内科医院

北海道砂川市東２条北５丁目１－５

0125-54-0888

勤医協上砂川診療所

北海道空知郡上砂川町字上砂川町１９８－３

0125-62-2204

医療法人社団 明円医院

北海道砂川市空知太東１条３丁目１－１４

0125-53-2100

医療法人社団和漢全人会 花月クリニック

北海道樺戸郡新十津川町字花月２０１－６８

0125-74-2021

医療法人社団慈佑会 方波見医院

北海道空知郡奈井江町字奈井江町１３３

0125-65-2016

勤医協神威診療所

北海道歌志内市字中村２６－２

0125-42-2025

岸本内科消化器科クリニック

北海道空知郡奈井江町奈井江町２０３－５

0125-66-2001

医療法人 砂川慈恵会病院

北海道砂川市西１条南１１丁目２ー１０

0125-54-2300

滝川市立病院

北海道滝川市 大町２丁目２－３４

0125-22-4311

武田医院

北海道滝川市 本町１丁目２－１８

0125-23-2039

医療法人社団 鈴木内科クリニック

北海道滝川市 黄金町西３丁目１－３０

0125-23-2753

シーザーズ・メディ・ケア 神部ペインクリニック・内科病院

北海道滝川市 栄町３丁目４－２７

0125-22-2021

医療法人優仁会 若葉台病院

北海道滝川市 江部乙町１４５２－１

0125-75-2266

男澤医院

北海道滝川市 朝日町西２丁目１－５

0125-23-3183

医療法人圭仁会 佐藤病院

北海道滝川市 泉町１３５－１５

0125-24-0111

医療法人社団久保会 久保会医院

北海道滝川市 本町１丁目４－２４

0125-22-3363

医療法人社団新緑会 文屋内科消化器科医院

北海道滝川市 空知町２丁目４－１０

0125-23-5195

北海道21
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こしお整形外科クリニック

北海道滝川市 空知町３丁目７－１８

0125-26-1154

石田クリニック

北海道滝川市 有明町２丁目４－４５

0125-24-2125

医療法人圭仁会 佐藤医院

北海道滝川市 一の坂町東２丁目１－１

0125-23-3255

医療法人社団 おおい内科循環器クリニック

北海道滝川市 東町３丁目１－２

0125-23-8880

脳神経よしだクリニック

北海道滝川市 空知町２丁目１０－１５

0125-26-2600

あかびら市立病院

北海道赤平市 本町３丁目２

0125-32-3211

佐々木内科クリニック

北海道赤平市 東文京町２丁目１

0125-32-5516

医療法人北武会 野口病院

北海道芦別市 北２条西１丁目７

0124-22-2032

藤島医院

北海道芦別市 北１条東１丁目６

0124-22-2962

勤医協 芦別平和診療所

北海道芦別市 北２条西１丁目２

0124-22-2685

橋本内科医院

北海道芦別市 北１条東２丁目１０

0124-22-3291

旭川赤十字病院

北海道旭川市 曙１条１丁目１－１

0166-22-8111

市立旭川病院

北海道旭川市 金星町１丁目１－６５

0166-24-3181

医療法人回生会 大西病院

北海道旭川市 ４条通１１丁目右３号

0166-26-2171

医療法人 唐沢病院

北海道旭川市 ４条通９丁目左８号

0166-23-3165

北海道療育園

北海道旭川市 春光台４条１０丁目

0166-51-6524

とびせ小児科内科医院

北海道旭川市 末広２条１丁目１－１２

0166-52-0111

医療法人清陵会 藤井病院

北海道旭川市 旭町１条３丁目８４１－１３８

0166-51-1411

医療法人歓生会 豊岡中央病院

北海道旭川市 豊岡７条２丁目１－５

0166-32-8181

小倉内科医院

北海道旭川市 ３条通１３丁目５８１－１

0166-23-4697

医療法人社団 旭川圭泉会病院

北海道旭川市 東旭川町下兵村２５２

0166-36-1559

医療法人元生会 森山病院

北海道旭川市 ８条通６丁目左１０号

0166-22-4151

医療法人社団 池田内科医院

北海道旭川市 末広１条５丁目１－２４

0166-52-1241

医療法人社団 高畑整形外科医院

北海道旭川市 永山３条２２丁目２－５

0166-47-3311

医療法人社団 博愛内科クリニック

北海道旭川市 永山２条１６丁目５－１１

0166-48-5111

医療法人社団 清水内科医院

北海道旭川市 １条通２５丁目４８９－１０８

0166-34-2617

医療法人社団 内科循環器科はやしクリニック

北海道旭川市 神居３条５丁目１－１

0166-61-3414

医療法人社団 さとう整形外科・胃腸科医院

北海道旭川市 東光３条３丁目３－１３

0166-32-6322

医療法人社団 はやし内科胃腸科小児科医院

北海道旭川市 豊岡１３条５丁目１－３

0166-33-2277

道北勤医協旭川医院

北海道旭川市 神楽３条４丁目２－４

0166-61-1117

医療法人修彰会 沼崎病院

北海道旭川市 ８条通８丁目４３

0166-23-2090

医療法人社団 今本内科医院

北海道旭川市 永山２条２０丁目７－１０

0166-48-2562

医療法人社団旭豊会 旭川三愛病院

北海道旭川市 永山４条６丁目３－２４

0166-47-6666

医療法人社団 斉藤外科胃腸科医院

北海道旭川市 豊岡８条５丁目２－５

0166-34-0666

医療法人社団 はらだ病院

北海道旭川市 １条通１６丁目右７号

0166-23-2780

医療法人社団二心会杉本こども・内科クリニック

北海道旭川市 永山７条５丁目１－６

0166-47-1339

医療法人社団創成 旭川南病院

北海道旭川市 神楽岡１４条７丁目１－１

0166-65-2220

医療法人社団 さかじり内科医院

北海道旭川市 豊岡６条４丁目１１－６

0166-32-3461

医療法人社団 東光中央医院

北海道旭川市 東光１０条２丁目３－１

0166-33-6161

医療法人社団 菊池外科医院

北海道旭川市 ４条通１２丁目左１号

0166-23-4213

医療法人社団 ふくい内科小児科医院

北海道旭川市 東光４条６丁目３－５

0166-32-8200

医療法人社団正豊会 東郷整形外科医院

北海道旭川市 豊岡１２条６丁目１－５

0166-32-3223

医療法人社団 佐藤内科小児科医院

北海道旭川市 住吉４条２丁目１－５

0166-51-0962

医療法人社団 尾崎内科小児科医院

北海道旭川市 忠和５条５丁目１－１６

0166-61-1965

医療法人社団東旭川宏生会 林医院

北海道旭川市 東旭川南１条５丁目８－２０

0166-36-1021

医療法人社団恵英会 長南クリニック

北海道旭川市 東５条６丁目４－８

0166-24-4494

医療法人社団あけぼの循環器科内科クリニック

北海道旭川市 曙１条５丁目１－１

0166-25-2102

医療法人社団 旭川循環器科内科クリニック

北海道旭川市 ５条通９丁目右５号

0166-25-6325

医療法人社団 佐藤内科医院

北海道旭川市 豊岡４条３丁目２－２

0166-32-3366

医療法人社団慶友会 吉田病院

北海道旭川市 ４条西４丁目１－２

0166-25-1115

医療法人社団 柴田医院

北海道旭川市 春光３条８丁目１０－２０

0166-51-3067

北海道22
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医療法人社団 旭川泌尿器科クリニック

北海道旭川市 末広１条４丁目１－３

0166-53-7007

医療法人社団博彰会 佐野病院

北海道旭川市 末広３条３丁目１－１５

0166-52-1177

医療法人社団聖美会 五十嵐クリニック

北海道旭川市 東鷹栖１条１丁目６３５－１７４

0166-57-2120

医療法人社団博彰会 末広中央クリニック

北海道旭川市 末広３条４丁目１－５

0166-53-8800

わたなべ内科医院

北海道旭川市 豊岡１２条６丁目５－１０

0166-35-8118

医療法人社団 大山内科医院

北海道旭川市 東光７条６丁目１－１６

0166-33-7676

医療法人社団萌生会 サンビレッジクリニック

北海道旭川市 神居２条１８丁目１６－１６

0166-61-5500

ひしやま外科皮膚科クリニック

北海道旭川市 東光８条１０丁目１－９

0166-35-8888

産婦人科内科あべクリニック

旭川市 １条通８丁目右７号 西武パーキングビル５階

0166-25-3900

坪倉循環器科内科クリニック

北海道旭川市 ３条通３丁目左６号

0166-22-6515

医療法人社団豊和会 豊岡産科婦人科医院

北海道旭川市 豊岡４条１丁目１－１０

0166-31-6801

医療法人社団 緑が丘クリニック

北海道旭川市 緑が丘東４条１丁目３－１５

0166-66-2002

医療法人社団啓昌会 おおしま内科

北海道旭川市 ４条西７丁目１－４

0166-24-3888

医療法人社団幾晃会 木原循環器科内科医院

北海道旭川市 ４条通２２丁目１１８

0166-35-5555

医療法人社団真佑会旭川消化器肛門クリニック

北海道旭川市 末広東１条３丁目１－６

0166-54-1788

医療法人社団 滝山内科医院

北海道旭川市 神居２条１２丁目２－１３

0166-61-0988

旭川リハビリテーション病院

北海道旭川市 緑が丘東１条１丁目１－１

0166-65-0101

若山クリニック

北海道旭川市 旭町２条１３丁目２９７－９

0166-51-3686

山下内科循環器科クリニック

北海道旭川市 神楽岡６条５丁目２－１

0166-66-1800

医療法人社団 とびさわ呼吸器科・内科

北海道旭川市 春光４条７丁目４－１６

0166-53-2010

おうみや内科クリニック

北海道旭川市 東光１４条５丁目６－６

0166-39-3636

医療法人社団みどりの里リバータウンクリニック

北海道旭川市 旭神２条３丁目６－２５

0166-66-0766

医療法人恒貴会 神居やわらぎ泌尿器科

北海道旭川市 神居３条９丁目１－３

0166-63-2225

医療法人社団 真口内科小児科医院

北海道旭川市 緑町１７丁目２１４８－４８

0166-54-1221

医療法人社団 みずうち産科婦人科

北海道旭川市 豊岡４条３丁目２－３

0166-31-6713

医療法人社団健和会 和田産婦人科医院

北海道旭川市 ４条通１５丁目右８号

0166-23-3521

医療法人フクダ 旭川メディハイルペインクリニック

北海道旭川市 末広５条７丁目１－１

0166-57-8810

医療法人社団 春光台クリニック

北海道旭川市 春光台４条３丁目１３－１７

0166-59-2828

医療法人社団功和会 佐久間病院

北海道旭川市 ５条通７丁目左７号

0166-22-1111

医療法人社団恩和会 旭川高砂台病院

北海道旭川市 高砂台１丁目１－２２

0166-61-5700

医療法人社団 鈴木内科クリニック

北海道旭川市 神居７条１２丁目１－２

0166-61-6663

医療法人恵心会 北星ファミリークリニック

北海道旭川市 錦町１９丁目２１６６－２８７

0166-53-0011

医療法人 中島病院

北海道旭川市 ４条通１６丁目１１５２

0166-24-1211

医療法人社団 いとう内科歯科クリニック

北海道旭川市 川端町４条６丁目４－１９

0166-52-0239

医療法人健康会 くにもと病院

北海道旭川市 曙１条７丁目２－１

0166-25-2241

医療法人元生会 森山メモリアル病院

北海道旭川市 旭町２条１丁目３１

0166-55-2000

道北勤医協旭川北医院

北海道旭川市 大町２条１４丁目９２－２６

0166-53-2111

医療法人社団 パワーズ内科胃腸科クリニック

北海道旭川市 永山１１条４丁目１１９－５１

0166-46-1919

医療法人社団 南４条クリニック

北海道旭川市 南４条２２丁目３－４８

0166-31-3132

医療法人社団 みやざき内科・小児科クリニック

北海道旭川市 末広東１条１丁目２－５

0166-54-7171

医療法人社団 石川内科

北海道旭川市 東光６条３丁目３－１１

0166-35-8811

いなだ泌尿器科クリニック

北海道旭川市 豊岡１３条６丁目６－１３

0166-33-7777

医療法人仁友会 豊岡内科整形外科クリニック

北海道旭川市 豊岡３条６丁目１７６－１０７

0166-35-0561

医療法人社団 にしきまち通りクリニック

北海道旭川市 錦町１６丁目２６６１－８

0166-46-8100

医療法人恒貴会 東光やわらぎ泌尿器科

北海道旭川市 東光３条６丁目１－１

0166-37-0300

医療法人社団 たちばなクリニック

北海道旭川市 錦町１５丁目２９０３－２１

0166-55-2240

医療法人社団杏仁会 大雪病院

北海道旭川市 永山３条７丁目１－５

0166-48-6661

岩田病院

北海道旭川市 ４条通１３丁目右５号

0166-23-2201

大田内科・消化器科クリニック

北海道旭川市 東旭川南１条１丁目２－７

0166-36-8338

道北勤医協一条クリニック

北海道旭川市 東光１条１丁目１－１６

0166-34-1136

医療法人社団 並木通りクリニック

北海道旭川市 春光３条７丁目７－１

0166-59-7390

北海道23
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医療法人丸谷会 丸谷病院

北海道旭川市 ４条通５丁目右１号

0166-25-1111

医療法人健祈会 松本呼吸器・内科クリニック

北海道旭川市 末広２条６丁目６－１０

0166-50-3311

森本内科医院

北海道旭川市 ４条通１６丁目右８号

0166-23-5732

寺澤内科・胃腸科クリニック

北海道旭川市 忠和４条６丁目３－８

0166-60-3855

医療法人社団慈成会 東旭川病院

北海道旭川市 東旭川北１条６丁目６－５

0166-36-2240

道北勤医協 ながやま医院

北海道旭川市 永山５条１１丁目２－２０

0166-46-2211

しだ内科医院

北海道旭川市 旭町１条１５丁目２１４６

0166-51-1717

医療法人社団 及川医院

北海道旭川市 豊岡４条８丁目３－１

0166-35-2661

永山池田クリニック

北海道旭川市 永山３条２２丁目３－５

0166-40-1230

医療法人恵生会 整形外科内科吉田医院

旭川市 ３条通９丁目５５１－２ ダイメックスビル１階

0166-29-1021

うすき医院

北海道旭川市 神居２条１丁目１－１２

0166-63-1025

医療法人社団慶友会 Ｋｅⅰクリニック

北海道旭川市 ４条西４丁目２－１６

0166-24-1551

医療法人社団 神楽岡医院

北海道旭川市 神楽岡５条６丁目４－１６

0166-66-3003

医療法人仁友会 北彩都病院

北海道旭川市 宮下通９丁目２－１

0166-26-6411

なかの呼吸器科内科クリニック

北海道旭川市 １条通１８丁目１８９－１

0166-34-1159

医療法人社団 はしづめクリニック

北海道旭川市 豊岡９条７丁目２－４

0166-38-3210

東光クリニック

北海道旭川市 東光９条３丁目１－１４

0166-37-4800

医療法人社団 おおき内科クリニック

北海道旭川市 春光５条５丁目１－８

0166-51-5445

旭川レディースクリニック

旭川市 ３条通２丁目４２９，６８３ 十字屋ビル２階

0166-25-3110

医療法人社団 四条はらだ医院

北海道旭川市 ４条通１８丁目８３６－１

0166-32-1810

医療法人恒伸会 しんとみ内科クリニック

北海道旭川市 新富２条１丁目１－１４

0166-21-3600

サクラ咲くクリニック

北海道旭川市 宮前通１条４丁目１２－３４

0166-39-3488

千代田クリニック

北海道旭川市 東光１条６丁目２－３

0166-31-7821

平澤循環器・内科クリニック

北海道旭川市 １条通２３丁目１１１－３７

0166-33-2700

医療法人社団元気会 忠和クリニック

北海道旭川市 忠和５条６丁目１７－８

0166-69-2500

まつい内科クリニック

北海道旭川市 緑が丘３条３丁目１－６

0166-65-1629

医療法人社団淳彩会 永山循環器科クリニック

北海道旭川市 永山７条４丁目２－１

0166-47-3838

村上内科小児科医院

北海道旭川市 神楽岡１４条３丁目２－２

0166-65-2235

医療法人社団 都丸内科クリニック

北海道旭川市 永山７条１０丁目１－１

0166-46-0038

むとう内科医院

北海道旭川市 宮下通７丁目 旭川駅前ビル５階

0166-25-3355

医療法人呼吸器内科・内科とおるクリニック

北海道旭川市 豊岡２条７丁目４－１２

0166-38-8088

医療法人 クリスタル橋内科クリニック

旭川市 １条通６丁目７８－１ クリスタルビル２階、３階

0166-22-9600

道北勤医協一条通病院

北海道旭川市 東光１条１丁目１－１７

0166-34-2111

あさひまちクリニック

北海道旭川市 旭町２条４丁目１２－２１７

0166-51-3330

医療法人元生会 愛生病院

北海道旭川市 東旭川町共栄２２３－６

0166-34-3838

医療法人健祈会 永山内科・呼吸器内科クリニック

北海道旭川市 永山４条１０丁目２－１６

0166-46-5511

独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター

北海道旭川市 花咲町７丁目４０４８

0166-51-3161

北海道中央病院

北海道深川市 西町１－７

0164-22-2135

深川市立病院

北海道深川市 ６条６－１

0164-22-1101

医療法人圭仁会 東ヶ丘病院

北海道深川市 音江町字音江２５７－２

0164-25-2755

北竜町立診療所

北海道雨竜郡北竜町 字和１９－６

0164-34-2331

成田医院

北海道深川市 ３条６－１６

0164-23-5566

児島医院

北海道深川市 ２条９－３

0164-23-2827

医療法人社団 深川内科クリニック

北海道深川市 ５条２－１４

0164-23-5511

医療法人アンリー・デュナン会 新雨竜第一病院

北海道雨竜郡雨竜町 字尾白利加９１－１

0125-77-2121

医療法人社団厚北会 吉本病院

北海道深川市 ３条２５－１９

0164-22-7130

医療法人アンリー・デュナン会 深川第一病院

北海道深川市 あけぼの町１－１

0164-23-3511

医療法人社団 みきた整形外科クリニック

北海道深川市 ５条９－５

0164-26-2626

吉田医院

北海道深川市 ２条８－２３

0164-23-2521

妹背牛町

北海道雨竜郡妹背牛町 字妹背牛３６１－２２

0164-32-2475

医療法人社団 たかはし内科消化器内科

北海道深川市 ４条９－１８

0164-22-2022

北海道24

実施機関名

所在地

電話番号

深川市立納内診療所

北海道深川市 納内町３丁目８－８８

0164-24-2411

町立沼田厚生クリニック

北海道雨竜郡沼田町 南１条３丁目７－２

0164-35-2321

幌加内町立幌加内診療所

北海道雨竜郡幌加内町 字幌加内４９４１－１

0165-35-2321

渋江医院

北海道空知郡上富良野町 栄町２丁目２－５

0167-45-2013

上富良野町立病院

北海道空知郡上富良野町 大町３丁目２－１５

0167-45-3171

医療法人社団 かわむら整形外科医院

北海道富良野市 末広町６－２０

0167-22-4341

渡部医院

北海道富良野市 本町１－１０

0167-22-2025

医療法人社団 ふらの西病院

北海道富良野市 桂木町２－７７

0167-23-6600

医療法人社団紫岳会 小玉外科医院

北海道空知郡上富良野町 宮町４丁目１－２５

0167-45-3808

南富良野町立幾寅診療所

北海道空知郡南富良野町 字幾寅６１７－４７

0167-52-2414

医療法人社団 内海内科クリニック

北海道富良野市 弥生町６－３１

0167-39-1133

社会福祉法人北海道社会事業協会 富良野病院

北海道富良野市 住吉町１－３０

0167-23-2181

村立占冠診療所

北海道勇払郡占冠村 字中央

0167-56-2369

ふらの消化器・内科クリニック

北海道富良野市 幸町９－１２

0167-56-7058

山部診療所

北海道富良野市 山部東町７－３４

0167-56-7088

国民健康保険中富良野町立病院

北海道空知郡中富良野町 西町３－２５

0167-44-2020

村立トマム診療所

北海道勇払郡占冠村 字上トマム２４１６

0167-57-2024

美瑛町立病院

北海道上川郡美瑛町 中町３丁目８－３５

0166-68-7111

東神楽町国民健康保険診療所

北海道上川郡東神楽町 南１条西１丁目３－３

0166-83-2423

比布町立ぴっぷクリニック

北海道上川郡比布町 中町１丁目２－１０

0166-85-2222

医療法人社団 美瑛循環器・内科クリニック

北海道上川郡美瑛町 北町２丁目２－１７

0166-68-7711

医療法人社団 ひじり野小池クリニック

北海道上川郡東神楽町 ひじり野北１条３丁目１－１

0166-83-5580

医療法人社団元気クラブ 当麻内科ペインクリニック

北海道上川郡当麻町 ４条西３丁目１７－２１

0166-84-7517

国民健康保険上川医療センター

北海道上川郡上川町 花園町１７５

01658-2-1231

国民健康保険町立和寒病院

北海道上川郡和寒町 字西町１１１

0165-32-2103

町立下川病院

北海道上川郡下川町 西町３６

01655-4-2039

ＪＡ北海道厚生連 美深厚生病院

北海道中川郡美深町 字東１条南３丁目３

01656-2-1631

国民健康保険剣淵町立診療所

北海道上川郡剣淵町 仲町２８－１

0165-34-2030

士別市立病院

北海道士別市 東１１条５丁目３０２９－１

0165-23-2166

瀬尾医院

北海道中川郡美深町 東１条北１丁目１３

01656-2-1758

医療法人社団三愛会 名寄三愛病院

北海道名寄市 西１条北５丁目１－１９

01654-3-3911

医療法人社団 片平外科脳神経外科

北海道名寄市 大通南３丁目４－１

01654-3-3375

医療法人社団 名寄中央整形外科

北海道名寄市 西２条南６丁目１０

01654-3-2006

名寄東病院

北海道名寄市 東６条南５丁目９１－３

01654-3-2188

医療法人社団 たに内科クリニック

北海道名寄市 西８条南１１丁目２８－１５９

01654-3-1223

音威子府村立診療所

北海道中川郡音威子府村 字音威子府５０９－８８

01656-5-3321

船津医院

北海道士別市 東２条北４丁目１２

0165-23-2674

中川町立診療所

北海道中川郡中川町 字中川３８２－１

01656-7-2018

士別市立あさひクリニック

北海道士別市 朝日町中央４０２９

0165-28-3333

名寄市風連国民健康保険診療所

北海道名寄市 風連町本町７６－１

01655-3-2545

士別市立多寄医院

北海道士別市 多寄町３７線西１

0165-26-2106

道北クリニック

北海道士別市 東１条１５丁目３１４４－１６６

0165-23-1111

増毛町立市街診療所

北海道増毛郡増毛町畠中町５丁目１７６－１

0164-53-1811

医療法人社団萌樹会 川上内科医院

北海道留萌市錦町４丁目３－３６

0164-43-6451

医療法人社団心優会 留萌記念病院

北海道留萌市開運町１丁目６－１

0164-42-0271

留萌市立病院

北海道留萌市東雲町２丁目１６

0164-49-1011

荻野病院

北海道留萌市大町３丁目２８－１

0164-42-1406

医療法人 藤田クリニック

北海道留萌市宮園町１丁目４－２

0164-42-1660

社会医療法人孝仁会 留萌セントラルクリニック

北海道留萌市栄町１丁目５－１２

0164-43-9500

ＪＡ北海道厚生連 苫前厚生クリニック

北海道苫前郡苫前町字古丹別１８７

0164-65-3535

医療法人社団 たけうち内科循環器内科医院

北海道留萌市高砂町３丁目６－５

0164-42-8820

北海道25

実施機関名

所在地

電話番号

医療法人社団慈恵会 わたべ整形外科医院

北海道留萌市栄町３丁目１－１２

0164-42-5011

医療法人社団幸萌会 西原腎・泌尿器科クリニック

北海道留萌市花園町１丁目５-１４

0164-56-1678

医療法人羽仁会 加藤病院

北海道苫前郡羽幌町南６条５丁目１３－１

0164-62-1005

遠別町立国保病院

北海道天塩郡遠別町 字本町１丁目３

01632-7-2211

枝幸町国民健康保険病院

北海道枝幸郡枝幸町 北栄町１４７４－１

0163-62-2111

礼文町国民健康保険船泊診療所

礼文郡礼文町 大字船泊村字ウエンナイホ４１３

0163-87-2771

浜頓別町国民健康保険病院

北海道枝幸郡浜頓別町 旭ヶ丘３丁目３

01634-2-2203

猿払村国民健康保険病院

北海道宗谷郡猿払村 鬼志別北町２８

01635-2-3331

中頓別町国民健康保険病院

北海道枝幸郡中頓別町 字中頓別１７５

01634-6-1131

利尻島国保中央病院

北海道利尻郡利尻町 沓形字緑町１１

0163-84-2626

道北勤医協 宗谷医院

北海道稚内市 末広３丁目６－５

0162-24-1117

天塩町立国民健康保険病院

北海道天塩郡天塩町 字川口５６９９－３

01632-2-1058

社会医療法人禎心会 稚内禎心会病院

北海道稚内市 栄１丁目２４－１

0162-29-4311

枝幸町国民健康保険歌登診療所

北海道枝幸郡枝幸町 歌登南町４０３

0163-68-2341

幌延町立診療所

北海道天塩郡幌延町 １条北２丁目１－１８

01632-5-1221

えきまえ診療所

北海道稚内市 中央２丁目１３－１３

0162-73-6660

クリニック森の風

北海道稚内市 潮見３丁目６－３２

0162-34-6565

置戸赤十字病院

北海道常呂郡置戸町字置戸７７

0157-52-3321

北見赤十字病院

北海道北見市北６条東２丁目１

0157-24-3115

千葉循環呼吸クリニック

北海道北見市公園町１３９－４

0157-23-3111

守谷記念整形外科医院

北海道北見市中央三輪５丁目４２７－１０

0157-36-2277

医療法人ケイ・アイ さこう・リハビリクリニック

北海道北見市北５条西４丁目７－１

0157-23-3709

医療法人社団宏仁会 みやけ医院

北海道北見市本町３丁目７－２１

0157-24-4976

訓子府クリニック

北海道常呂郡訓子府町東町３８３－２

0157-47-3311

おのでら医院

北海道北見市留辺蘂町栄町８４

0157-42-3111

医療法人社団煌生会 北見循環器クリニック

北海道北見市東三輪３丁目１７－１

0157-31-5800

医療法人社団 ばんば医院

北海道北見市大通東５丁目１

0157-23-7755

医療法人ケイ・アイ オホーツク海病院

北海道北見市端野町二区７９３－１

0157-67-6000

医療法人社団 みやまクリニック

北海道北見市美山町南５丁目１３６－１１

0157-26-3336

医療法人社団 為山堂内科医院

北海道北見市大通西４丁目３－２

0157-23-3115

清月クリニック

北海道北見市清月町８－１

0157-68-1568

オホーツク勤労者医療協会オホーツク勤医協北見病院

北海道北見市常盤町５丁目７－５

0157-26-1300

やまでらクリニック

北海道北見市高栄東町２丁目１３－１５

0157-66-3434

医療法人治恵会 北見中央病院

北海道北見市とん田東町３８３

0157-24-3100

医療法人社団拓美会 玉越病院

北海道北見市光西町１９５

0157-24-3323

医療法人社団北星会 大内医院

北海道北見市北２条西３丁目１６

0157-24-0001

医療法人社団邦栄会 本間内科医院

北海道北見市寿町５丁目１－１０

0157-26-6471

医療法人社団 西谷内科医院

北海道北見市北２条西６丁目１－１

0157-23-6687

医療法人社団秀峰会 望月医院

北海道北見市春光町２丁目１３９－３

0157-24-6188

医療法人社団 わだ小児科・循環器内科医院

北海道北見市幸町１丁目２-２０

0157-24-7333

藤江内科クリニック

北海道北見市三楽町１３４－１

0157-32-7303

医療法人社団 德竹医院

北海道北見市大通東１丁目５－２－１

0157-23-2916

医療法人社団 酒井内科クリニック

北海道北見市高栄東町４丁目１－１１

0157-32-7536

松原医院

北海道北見市双葉町２丁目２－５

0157-32-6078

いわもと循環器クリニック

北海道北見市寿町３丁目３－１０

0157-26-1030

医療法人社団久仁会 白川整形外科内科

北海道北見市桜町５丁目１７－１

0157-24-7770

医療法人社団 木村内科小児科医院

北海道北見市留辺蘂町東町３５－１

0157-67-2080

とまべちクリニック

北海道北見市寿町１丁目１－２４

0157-22-6050

医療法人社団悠々会 北見消化器クリニック

北海道北見市北４条東３丁目１４

0157-23-6560

さかきばら泌尿器科

北海道北見市とん田西町３０７－１

0157-32-7331

ＪＡ北海道厚生連 常呂厚生病院

北海道北見市常呂町字常呂５７３－２

0157-54-1611

北海道26

実施機関名

所在地

電話番号

医療法人社団雄俊会 おんねゆ診療所

北海道北見市留辺蘂町温根湯温泉４４０－１－２

0157-45-2340

竹江整形外科医院

北海道北見市とん田東町４７１－２

0157-69-2800

愛し野内科クリニック

北海道北見市端野町三区３６６－６

0157-67-6565

医療法人社団雄俊会 あいのない診療所

北海道北見市相内町６５－３９

0157-37-2810

古屋泌尿器科医院

北海道北見市寿町２丁目４－３

0157-61-2288

医療法人 あしの医院

北海道北見市南仲町１丁目４－１２

0157-68-1380

小林病院

北海道北見市北３条西４丁目２

0157-23-5171

医療法人 北見北斗病院

北海道北見市北５条西１丁目６

0157-23-3225

医療法人社団高翔会 北星記念病院

北海道北見市中央三輪２丁目３０２－１

0157-51-1234

滝上町国民健康保険病院

北海道紋別郡滝上町 字サクルー原野１６０５

0158-29-2220

小林整形外科

北海道紋別市 真砂町２丁目３－２５

0158-23-6116

大原病院

北海道紋別市 幸町４丁目１－１６

0158-23-3151

さかき・もんまクリニック

北海道紋別市 幸町７丁目１－５

0158-24-5115

医療法人社団耕仁会 曽我クリニック

北海道紋別市 大山町４丁目１４－１

0158-23-6811

雄武町国民健康保険病院

北海道紋別郡雄武町 字雄武１４８２－２

0158-84-2517

医療法人社団雄山会 山口クリニック

北海道紋別郡雄武町 字雄武１４６６－３

0158-84-2776

医療法人社団 幸栄病院

北海道紋別市 幸町６丁目１－８

0158-24-3365

紋別市立上渚滑診療所

北海道紋別市 上渚滑町更生２９１－３

0158-25-2331

武田医院

北海道紋別市 花園町４丁目７－１３

0158-23-2840

興部町国民健康保険病院

北海道紋別郡興部町 字興部１３２２－２３

0158-82-2310

広域紋別病院

北海道紋別市 落石町１丁目３－３７

0158-24-3111

生田原診療所

北海道紋別郡遠軽町 生田原３５０

0158-45-2676

医療法人縁紡会 遠軽共立病院

北海道紋別郡遠軽町 大通北１丁目３

0158-42-5215

みずしま内科クリニック

北海道紋別郡遠軽町 大通南１丁目４－１８

0158-42-3214

クリニックさろま

北海道常呂郡佐呂間町 字永代町１７６－１

01587-6-7611

美幌町立国民健康保険病院

北海道網走郡美幌町 字仲町２丁目３８－１

0152-73-4111

丸玉産業㈱ 津別病院

北海道網走郡津別町 字幸町６１

0152-76-2121

医療法人社団 平間医院

北海道網走郡美幌町 東１条北３丁目４

0152-72-1881

医療法人社団 田畠医院

北海道網走郡美幌町 字新町２丁目３

0152-73-2035

医療法人社団 田中医院

北海道網走郡美幌町 字西１条北３丁目１

0152-73-2913

医療法人社団 工藤医院

北海道網走郡美幌町 字西１条北４丁目５

0152-73-3356

医療法人社団 玉川医院

北海道網走郡美幌町 字稲美９０－１３４

0152-75-2780

北海道療育園美幌療育病院

北海道網走郡美幌町 字美富９

0152-73-3145

大空町東藻琴診療所

北海道網走郡大空町 東藻琴３８３－３１

0152-66-2611

医療法人社団双心会 女満別中央病院

北海道網走郡大空町 女満別西４条４丁目１－２９

0152-74-2181

斜里町国民健康保険病院

北海道斜里郡斜里町 青葉町４１

0152-23-2102

つくしケ丘医院

北海道網走市 つくしケ丘５丁目１０－１４

0152-44-1181

医療法人社団 水柿内科医院

北海道斜里郡斜里町 港町１５－３２

0152-23-5275

金川医院

北海道網走市 南２条西２丁目

0152-43-2884

小清水赤十字病院

北海道斜里郡小清水町 字小清水６４５－１６

0152-62-2121

医療法人社団 青沼医院

北海道網走市 潮見８丁目５－１０

0152-44-2277

医療法人社団 網走中央病院

北海道網走市 南６条東１丁目７

0152-44-8611

医療法人社団 角谷こどもクリニック

北海道網走市 潮見５丁目１２０－５

0152-61-2332

社会医療法人明生会 桂ヶ丘クリニック

北海道網走市 桂町４丁目７－１１

0152-61-6161

医療法人社団 後藤田医院

北海道網走市 新町１丁目２－７

0152-44-6811

医療法人社団朗愛会 こが病院

北海道網走市 字潮見１５３－１

0152-61-0101

医療法人社団 南５条クリニック藤田整形外科内科

北海道網走市 南５条西２丁目３

0152-44-7305

医療法人社団 中山医院

北海道網走市 南２条西１丁目７－２

0152-44-7227

医療法人社団刀圭会 協立病院

北海道帯広市 西１６条北１丁目２７

0155-35-3355

公益財団法人北海道医療団 帯広西病院

北海道帯広市 西２３条南１丁目１２９

0155-37-3330

十勝勤医協帯広病院

北海道帯広市 西９条南１２丁目４

0155-21-4111
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医療法人社団 ながい内科医院

北海道帯広市 西２１条南３丁目４－４

0155-36-5578

医療法人社団 西田内科医院

北海道帯広市 西１７条南３丁目５０－９

0155-35-8181

医療法人社団 長屋内科胃腸科医院

北海道帯広市 西１３条南１４丁目２

0155-25-0303

医療法人社団 高橋内科医院

北海道帯広市 西７条南２６丁目１３

0155-24-3223

小関内科医院

北海道帯広市 西１９条南２丁目２７－１２

0155-36-3535

医療法人社団 イワタクリニック

北海道帯広市 西１２条北２丁目４－８

0155-36-7556

医療法人社団 福井皮膚科医院

北海道帯広市 西６条南１５丁目２０

0155-25-4404

医療法人社団 河野外科医院

北海道帯広市 西５条南２８丁目１－６

0155-27-1677

医療法人 新緑通りはやし内科

北海道帯広市 西１６条南４丁目４４－１

0155-33-0077

医療法人社団 新井病院

北海道帯広市 西１条南１５丁目６

0155-24-6767

社会医療法人北斗 北斗病院

北海道帯広市 稲田町基線７－５

0155-48-8000

医療法人社団 林内科クリニック

北海道帯広市 西１４条南３４丁目４－４

0155-48-7711

２０条小児科内科クリニック

北海道帯広市 西２０条南３丁目２９－２

0155-35-8612

横手内科クリニック

北海道帯広市 西２２条南４丁目２０－７

0155-35-7155

公益財団法人北海道医療団 帯広第一病院

北海道帯広市 西４条南１５丁目１７－３

0155-25-3121

医療法人社団博愛会 開西病院

北海道帯広市 西２３条南２丁目１６－２７

0155-38-7200

社会福祉法人北海道社会事業協会 帯広病院

北海道帯広市 東５条南９丁目２

0155-22-6600

医療法人啓仁会 十勝胃腸クリニック

北海道帯広市 西１条南１１丁目１ ケアビル２階

0155-24-1331

医療法人社団 さとう内科循環器科クリニック

北海道帯広市 西２条南２３丁目１０－１

0155-24-3103

医療法人社団 満岡内科循環器クリニック

北海道帯広市 大空町３丁目１４－３

0155-48-9111

十勝勤医協白樺医院

北海道帯広市 白樺１６条西２丁目

0155-38-3500

医療法人社団ぶどうの会 いのちの木クリニック

北海道帯広市 南の森西９丁目１３－１

0155-49-3622

医療法人社団 いしだ内科・循環器科

北海道帯広市 西２４条南３丁目３１－１２

0155-37-0011

医療法人社団 大正クリニック

北海道帯広市 大正本町２８３－３

0155-63-3001

帯広東内科循環器科クリニック

北海道帯広市 東１３条南６丁目１－２５

0155-27-0808

いちやなぎ内科消化器科

北海道帯広市 東４条南６丁目１９

0155-66-6767

西村内科クリニック

北海道帯広市 西５条南３７丁目２－２３

0155-47-4787

医療法人社団 進藤医院

北海道帯広市 東４条南１１丁目８

0155-23-3251

社会医療法人北斗 あおぞらクリニック

北海道帯広市 西１８条南４丁目１５－１０

0155-36-7777

医療法人社団たかはし内科・呼吸器内科クリニック

帯広市 西３条南４丁目１４ 三条メディカルセンタービル３階

0155-20-5656

医療法人社団 帯広南の森クリニック

北海道帯広市 南の森西４丁目４－２

0155-49-3400

山川内科医院

北海道帯広市 西１条南１１丁目２０

0155-24-3181

内科・循環器ハートサウンズもりクリニック

北海道帯広市 西１８条南３丁目１－２１

0155-58-5077

あおやま内科クリニック

北海道帯広市 西２１条南５丁目３５－１４

0155-38-3131

あがた内科循環器クリニック

北海道帯広市 西１８条南３１丁目４－２

0155-49-0200

医療法人社団 しばた腎泌尿器科クリニック

北海道帯広市 西１８条南２丁目１１－７

0155-67-1414

おがわ循環器内科クリニック

北海道帯広市 清流東１丁目１－１５

0155-49-0088

医療法人社団隆仁会 おく内科消化器クリニック

北海道帯広市 西５条南２１丁目２－２

0155-66-6170

黒澤病院

北海道帯広市 大通南４丁目１

0155-24-2200

清水赤十字病院

北海道上川郡清水町 南２条２丁目１

0156-62-2513

公立芽室病院

北海道河西郡芽室町 東４条３丁目５

0155-62-2811

足寄町国民健康保険病院

北海道足寄郡足寄町 南２条３丁目１

0156-25-2155

鹿追町国民健康保険病院

北海道河東郡鹿追町 東町１丁目３８

0156-66-2031

十勝いけだ地域医療センター

北海道中川郡池田町 西２条５丁目２５

015-572-3181

大樹町立国民健康保険病院

北海道広尾郡大樹町 暁町６－２

01558-6-3111

士幌町国民健康保険病院

北海道河東郡士幌町 字士幌西２線１６７

01564-5-2106

陸別町国民健康保険関寛斎診療所

北海道足寄郡陸別町 字陸別東２条３丁目１

0156-27-2135

浦幌町立診療所

北海道十勝郡浦幌町 字幸町７３－１

015-576-2449

忠類診療所

北海道中川郡幕別町 忠類幸町１１－１

01558-8-2053

医療法人啓仁会 啓仁会病院

北海道上川郡清水町 御影本通５丁目９

0156-63-3131

公益財団法人北海道医療団 音更病院

北海道河東郡音更町 緑陽台南区２－６

0155-31-7111
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広尾町国民健康保険病院

北海道広尾郡広尾町 公園通南４丁目１

01558-2-3111

医療法人社団 大庭医院

北海道広尾郡大樹町 ２条通３２－１

01558-6-3174

中札内村立診療所

北海道河西郡中札内村 西２条南３丁目２３

0155-67-2012

医療法人社団 柏木内科医院

北海道中川郡幕別町 札内青葉町３１１

0155-56-5151

医療法人社団 はまだ内科医院

北海道河西郡芽室町 西３条３丁目１－１

0155-62-0700

医療法人社団 景山医院

北海道中川郡幕別町 錦町１１７

0155-54-2350

医療法人社団 田中医院

北海道河東郡音更町 木野大通東１５丁目２－５

0155-31-2682

十勝勤医協 柳町医院

北海道河東郡音更町 柳町北区１

0155-30-3111

医療法人社団 なかお内科

北海道河西郡芽室町 本通４丁目２５

0155-62-2035

医療法人蒼生 くりばやし医院

北海道中川郡池田町 字東２条７－１０

015-572-3000

医療法人 前田クリニック

北海道上川郡清水町 南１条４丁目１

0156-62-2032

医療法人社団 藤田クリニック

北海道中川郡池田町 大通６丁目１３

015-572-6020

本別町国民健康保険病院

北海道中川郡本別町 西美里別６－８

0156-22-2025

医療法人社団犖羅館 新得診療所

北海道上川郡新得町 ５条南２丁目１８－８

0156-64-5887

医療法人社団慈弘会 森クリニック

北海道広尾郡大樹町 字大樹６－２２

01558-6-5811

医療法人前田クリニック サホロクリニック

北海道上川郡新得町 西２条南３丁目２－３

0156-64-2001

医療法人徳洲会 帯広徳洲会病院

北海道河東郡音更町 木野西通１４丁目２－１

0155-32-3030

緑町クリニック

北海道中川郡幕別町 緑町２１－５５

0155-54-6900

みやざわ循環器・内科クリニック

北海道河東郡鹿追町 新町１丁目８－１

0156-66-1213

医療法人社団 あおばクリニック

北海道河西郡芽室町 東７条６丁目３－１０

0155-62-2711

医療法人社団翔嶺館 十勝の杜病院

北海道中川郡幕別町 字千住１９３－４

0155-56-8811

とかち内科循環器科クリニック

北海道河東郡音更町 木野西通１５丁目５－９１

0155-31-3113

音更役場前クリニック

北海道河東郡音更町 大通８丁目４

0155-42-2681

ホームケアクリニックあづま

北海道足寄郡足寄町 南５条３丁目１、２

0156-25-5050

すずらんの里 おとふけホームケアクリニック

北海道河東郡音更町 すずらん台仲町１丁目１－３

0155-30-0505

しんどう医院

北海道足寄郡足寄町 北１条３丁目６

0156-25-2558

木野東クリニック

北海道河東郡音更町 木野大通東２丁目１－６

0155-67-8277

クリニックつつみ

北海道広尾郡広尾町 西１条７丁目１０－１

01558-2-0223

医療法人社団翔嶺館 音更宏明館病院

北海道河東郡音更町 木野大通東１７丁目１－６

0155-32-3311

ほんべつ循環器内科クリニック

北海道中川郡本別町 南１丁目６－１０

0156-22-8888

広尾ファミリークリニック

北海道広尾郡広尾町 東１条１４丁目１１－１

01558-2-2700

豊川小児科内科医院

河東郡音更町 木野西通８丁目１－１４ ＪＡ木野高齢者福祉施設すずらん１階

0155-32-2310

社会医療法人北斗 新得クリニック

北海道上川郡新得町 ３条南５丁目１

0156-69-5151

社会医療法人北斗 上士幌クリニック

北海道河東郡上士幌町 字上士幌東３線２４０－７３

01564-2-2010

総合病院釧路赤十字病院

北海道釧路市 新栄町２１－１４

0154-22-7171

独立行政法人労働者健康安全機構 釧路労災病院

北海道釧路市 中園町１３－２３

0154-22-7191

まき内科胃腸科医院

北海道釧路市 錦町５丁目２－９

0154-23-3651

医療法人扶恵会 釧路中央病院

北海道釧路市 黒金町８丁目３

0154-31-2111

道東勤医協 釧路協立病院

北海道釧路市 治水町３－１４

0154-24-6811

市立釧路総合病院

北海道釧路市 春湖台１－１２

0154-41-6121

道東勤医協 桜ケ岡医院

北海道釧路市 桜ケ岡２丁目２６－５

0154-91-7111

医療法人 東北海道病院

北海道釧路市 若竹町７－１９

0154-23-3425

医療法人社団悟啓会 中沢医院

北海道釧路市 鳥取大通５丁目８－１１

0154-51-1001

釧路市医師会健診センター

釧路市 錦町２丁目４ フィッシャーマンズワーフＭＯＯ５階

0154-25-4774

社会医療法人孝仁会 星が浦病院

北海道釧路市 星が浦大通３丁目９－１３

0154-54-2500

医療法人 太平洋記念みなみ病院

北海道釧路市 春採７丁目９－９

0154-46-3162

医療法人社団 新橋肛門科クリニック

北海道釧路市 新橋大通２丁目２－２

0154-25-3535

医療法人社団 文苑日向小児科

北海道釧路市 文苑１丁目４１－１１

0154-39-2255

医療法人社団藤花会 釧路谷藤病院

北海道釧路市 双葉町３－１５

0154-22-7111

医療法人社団サンライブ 杉元内科医院

北海道釧路市 中園町２４－１０

0154-22-2261

医療法人社団 足立産科婦人科医院

北海道釧路市 中園町８－１４

0154-25-7788
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医療法人社団 ふくしま医院

北海道釧路市 浦見４丁目２－２

0154-41-8666

医療法人社団美生会 釧路第一病院

北海道釧路市 鳥取大通４丁目１１－１０

0154-51-2121

医療法人社団 伊勢内科医院

北海道釧路市 浪花町７丁目２

0154-22-2788

医療法人社団 山田緑ヶ岡クリニック

北海道釧路市 緑ケ岡６丁目１６－１９

0154-47-3636

医療法人社団明眸会 カケハシ眼科内科

北海道釧路市 共栄大通９丁目２－７

0154-22-3151

医療法人社団 エタニィティ芦野クリニック

北海道釧路市 芦野２丁目１－８

0154-38-1233

道東勤医協 協立すこやかクリニック

北海道釧路市 治水町６－３０

0154-24-8405

医療法人社団 山本クリニック

北海道釧路市 文苑４丁目６６－８

0154-39-3101

医療法人社団エクジスタン 中田内科医院

北海道釧路市 若竹町１３－１

0154-22-3100

医療法人社団泰生会 堀口クリニック

北海道釧路市 鳥取大通３丁目１１－８

0154-51-3827

医療法人社団東綸会 さい内科クリニック

北海道釧路市 昭和中央３丁目２１－１１

0154-53-5071

市立釧路国民健康保険音別診療所

北海道釧路市 音別町中園２丁目９７－１

01547-6-2150

社会医療法人孝仁会 釧路孝仁会記念病院

北海道釧路市 愛国１９１－２１２

0154-39-1222

医療法人社団 林田クリニック

北海道釧路市 新富町１－７

0154-24-7173

依田内科医院

北海道釧路市 愛国東２丁目２－１１

0154-36-1283

医療法人社団香寿会 柴田内科医院

北海道釧路市 春採４丁目１１－４

0154-41-5221

しろやま内科クリニック

北海道釧路市 城山１丁目２－１７

0154-41-1177

ちば内科クリニック

北海道釧路市 大楽毛２丁目２－２７

0154-64-6650

市立釧路国民健康保険阿寒診療所

北海道釧路市 阿寒町中央１丁目７－８

0154-66-3031

すどう内科クリニック

北海道釧路市 東川町３－１１

0154-21-8222

ほり内科クリニック

北海道釧路市 松浦町１２－３

0154-22-1241

やひろクリニック

北海道釧路市 若竹町１４－５

0154-65-8086

標茶町立病院

北海道川上郡標茶町 開運４丁目１

015-485-2135

町立厚岸病院

北海道厚岸郡厚岸町 住の江１丁目１

0153-52-3145

鶴居村立鶴居診療所

北海道阿寒郡鶴居村 鶴居西６丁目１

0154-64-2122

布施医院

北海道川上郡弟子屈町 朝日１丁目５－９

015-482-2667

渡辺医院

北海道釧路郡釧路町 曙３丁目１１－４

0154-37-8181

つるい養生邑病院

北海道阿寒郡鶴居村 字雪裡原野北２２線西１１

0154-64-2321

医療法人恵朋会 田渕耳鼻咽喉科医院

北海道釧路郡釧路町 睦２丁目１－３

0154-37-8733

医療法人社団 田中医院

北海道厚岸郡厚岸町 真栄１丁目８２

0153-52-7155

医療法人社団信診連 遠矢クリニック

北海道釧路郡釧路町 河畔７丁目５１

0154-40-5111

医療法人社団信診連 弟子屈クリニック

北海道川上郡弟子屈町 湯の島３丁目１－１０

015-482-2220

医療法人社団 森田医院

北海道白糠郡白糠町 東２条北１丁目２－９７

01547-2-3678

社会医療法人孝仁会 新くしろクリニック

北海道釧路郡釧路町 睦２丁目１－６

0154-37-6333

医療法人社団ラムピリカ セセッカ診療所

北海道白糠郡白糠町 西庶路西１条南３丁目３－２８

01547-5-8288

医療法人社団智美会 吉川メディカルクリニック

北海道釧路郡釧路町 睦２丁目１－２

0154-39-0777

市立根室病院

北海道根室市 有磯町１丁目２

0153-24-3201

町立別海病院

北海道野付郡別海町 別海西本町１０３－９

0153-75-2311

町立別海病院西春別駅前診療所

北海道野付郡別海町 西春別駅前栄町６０

0153-77-2350

岡田医院

北海道根室市 花咲町２丁目１３

0153-24-2651

根室市立歯舞診療所

北海道根室市 歯舞４丁目４０

0153-28-2014

富沢内科医院

北海道標津郡中標津町 西５条北２丁目２

0153-72-2516

根室共立病院

北海道根室市 花園町４丁目１

0153-24-4736

標津町国民健康保険標津病院

北海道標津郡標津町 北１条西５丁目６－１－１

0153-82-2111

医療法人樹恵会石田病院

北海道標津郡中標津町 りんどう町５－６

0153-72-9112

道東勤医協ねむろ医院

北海道根室市 曙町３丁目３

0153-22-2563

町立中標津病院

北海道標津郡中標津町 西１０条南９丁目１－１

0153-72-8200

トキワ医院

北海道根室市 常盤町２－４

0153-24-3221

社会医療法人孝仁会 知床らうす国民健康保険診療所

北海道目梨郡羅臼町 栄町１００－８３

0153-87-2116

医療法人社団裕敬会 江村精神科内科病院

北海道根室市 有磯町２丁目２５

0153-22-2811

医療法人晴生会さっぽろ南病院

北海道札幌市南区川沿１４条１丁目５番１号

011-571-5103
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札幌そうせいイーストクリニック

札幌市中央区南１条東１丁目３番地パークイースト札幌５階

011-233-0701

医療法人社団水色の木もれ陽 肝臓クリニック札幌

札幌市中央区北１1条西１５丁目２-１ 桑園メディカルプラザ３階

011-708-8080

栄町消化器・内視鏡内科クリニック

北海道札幌市東区北４０条東１５丁目２番５号

011-711-7149

あさひかわ福祉生協銀座通内科クリニック

北海道旭川市３条通１５丁目８２０番地の１

0166-24-2233

豊頃町立豊頃医院

北海道中川郡豊頃町茂岩栄町１０７－１７

015-574-2020

医療法人社団三慈会釧路三慈会病院

北海道釧路市幣舞町４番３０号

0154-41-2299

旭川市医師会健康管理診療所

北海道旭川市金星町1丁目1-50

0166-24-1360

町立別海病院尾岱沼診療所

北海道野付郡別海町尾岱沼潮見町213-4

0153-86-2625

壮瞥町保健センター

北海道有珠郡壮瞥町字滝之町284－2

0142-66-2340

（公財）北海道対がん協会札幌がん検診センター

北海道札幌市東区北２６条東１４丁目１番１５号

011-748-5511

（公財）北海道対がん協会旭川がん検診センター

北海道旭川市末広東２条６丁目６番１０号

0166-53-7111

（公財）北海道対がん協会釧路がん検診センター

北海道釧路市愛国東２丁目３番１号

0154-37-3370

ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院

北海道旭川市1条通24丁目111-3

0166-33-7171

ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院

北海道帯広市西6条南8丁目1

0155-24-4161

ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院

北海道札幌市中央区北3条東8丁目5

011-261-5331

ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院

北海道紋別郡遠軽町大通北3丁目1-5

0158-42-4101

ＪＡ北海道厚生連網走厚生病院

北海道網走市北6条西1丁目9

0152-43-3157

ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院

北海道虻田郡倶知安町北4条東1丁目2

0136-22-1141

ＪＡ北海道厚生連摩周厚生病院

北海道川上郡弟子屈町泉2丁目3-1

01548-2-2241

むかわ町鵡川厚生病院

北海道勇払郡むかわ町美幸町1丁目86

0145-42-2033

ＪＡ北海道厚生連美深厚生病院

北海道中川郡美深町東1条南3丁目3

01656-2-1631

ＪＡ北海道厚生連丸瀬布厚生病院

北海道紋別郡遠軽町丸瀬布新町274

0158-47-3131

ＪＡ北海道厚生連常呂厚生病院

北海道北見市常呂町字常呂573番地2

0152-54-1611

町立沼田クリニック

北海道雨竜郡沼田町南1条3丁目7-2

0164-35-2321

ＪＡ北海道厚生連苫前厚生クリニック

北海道苫前郡苫前町字古丹別187

0164-65-3535

公益財団法人北海道労働保健管理協会

北海道札幌市白石区本郷通3丁目南2番13号

011-862-5088

公益財団法人北海道結核予防会

札幌市北区北8条西3丁目28番地札幌エルプラザ５Ｆ

011-700-1331

パブリックヘルスリサーチセンター北海道支部札幌商工診療所

北海道札幌市中央区南1条西5丁目15-2

011-261-2010

社会医療法人ピエタ会 石狩病院

北海道石狩市花川北3条3丁目6番地1

0133-74-7575

北海道労働保健管理協会札幌総合健診センター

札幌市中央区南2条西2丁目２－１８－１ ＮＢＦ札幌南2条ビル

011-222-0710

医療法人 新産健会 スマイル健康クリニック

北海道札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-96

011-854-8508

医療法人社団慶友会 吉田病院

北海道旭川市４条西４丁目１－２

0166-25-1115

医療法人社団慶友会 Ｋｅⅰクリニック

北海道旭川市４条西４丁目２－１６

0166-24-1551
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