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1 JR札幌病院 安藤　利昭 060-0033 札幌市中央区北3条東１丁目 内、他
2 愛心内科・消化器科クリニック 白峰　克彦 060-8503 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階内、消
3 あいの里整形外科 福永　徳三郎 002-8071 札幌市北区あいの里1条4丁目22-20 整、ﾘ
4 アウル内科クリニック 増谷　学 069-0824 江別市東野幌本町２－１８ 内、消
5 青空たけうち内科クリニック 竹内　薫 003-0825 札幌市白石区菊水元町5条2-2-40 内､呼
6 麻生内科クリニック 堀川　博通 001-0039 札幌市北区北39条西5丁目1-15 内
7 厚別耳鼻咽喉科病院 木村　徹男 004-0065 札幌市厚別区厚別西5条1-16-22 耳
8 石垣整形外科医院 石垣　一之 065-0026 札幌市東区北２６条東８丁目１－５ 整、ﾘ
9 ウィミンズクリニック札幌 堀本　正禎 060-0807 札幌市北区北7条西5丁目8-1 内､消

10 美しが丘整形外科 伊藤　肇 004-0834 札幌市清田区真栄4条1丁目2-5 整、放
11 おおさき内科 大崎　博史 001-0907 札幌市北区新琴似7条9丁目6-21 内、消
12 大通公園循環器クリニック 正木　芳孝 060-0042 札幌市中央区大通西５丁目 内、循
13 おおにし内科･リウマチ科クリニック 大西　勝憲 004-0052 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目4-6 内､ﾘ
14 大道内科呼吸器科クリニック 大道　光秀 060-0002 札幌市中央区北２条西４丁目日本生命札幌ビル３階 内、呼
15 大本内科クリニック 大本　晃裕 047-0032 小樽市稲穂４丁目９－１７ 内、ｱ
16 大屋医院 大屋　隆介 003-0862 札幌市白石区川下2条7丁目2-5 内、小
17 大谷地形成外科美容外科ｸﾘﾆｯｸ 浅見　謙二 004-0041 札幌市厚別区大谷地東5丁目679－88 形、美
18 岡本内科クリニック 岡本　敏哉 060-0042 札幌市中央区大通西７丁目２ 内
19 おくやま内科・外科クリニック 奥山　茂樹 061-0217 石狩郡当別町幸町51-32 消､呼
20 小野百合内科クリニック 小野　百合 060-0001 札幌市中央区北1条西3丁目3-27　札幌北1条駅前通りビル7F 内
21 かどの内科・消化器科 門野　豊 060-0005 札幌市中央区北５条西６丁目２－２ 内
23 川西内科胃腸科病院 川西　譲児 064-0081 札幌市中央区南11条西8丁目2-25 内
24 北広島耳鼻咽喉科 秦　正人 061-1133 北広島市栄町１丁目５－３美沢2丁目1-7 耳
25 北見クリニック 北見　公一 060-0004 札幌市中央区北４条西６丁目１ 心内、
26 くく耳鼻咽喉科クリニック 久々湊　靖 007-0842 札幌市東区北４２条東１６丁目 耳、ｱ
27 くらかみ整形外科クリニック 倉上　親治 060-0005 札幌市中央区北5条西2丁目5番地 JRタワーオフィスプラザ札幌８階 整
28 こうの内科 河野　通史 064-0820 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 内、ｱ
29 こくぶクリニック皮膚科形成外科 國分　一郎 004-0813 札幌市清田区美しが丘3条2丁目3-７ 形、皮
30 札幌共立五輪橋病院 大井　雅夫 005-0802 札幌市南区川沿2条1-2-54 内、循
31 紺野整形外科クリニック 紺野　拓志 062-0904 札幌市豊平区豊平4条12丁目1－7 整、ﾘ
32 佐川昭リウマチクリニック 佐川　昭 060-0001 札幌市中央区北１条西７丁目 内､ｱ
33 佐々木内科病院 佐々木　嵩 062-0007 札幌市豊平区美園7条8-33-1 内
34 札幌がん検診センター 手林　明雄 065-0026 札幌市東区北２６条東１４丁目３９９－９ 内、外
35 札幌共立医院 本間　久登 007-0848 札幌市東区北48条東1-1-5 内、消
36 札幌ことに乳腺クリニック 浅石　和昭 063-0812 札幌市西区琴似2条２丁目5-15 乳腺
37 札幌循環器病院 續　雅博 060-0011 札幌市中央区北11条西14-29-15 内､消
38 札幌商工診療所 前口　邦雄 060-0061 札幌市中央区南1条西6丁目１１ 内、婦
39 札幌整形循環器科病院 中下　健 004-0861 札幌市清田区北野1条2-11-30 内､消
40 札幌総合健診センター 横山　進 060-0062 札幌市中央区南2条西2丁目１８－１ 内
41 札幌美容形成外科 本間　賢一 060-0003 札幌市中央区北３条西３丁目 形、美
42 札幌複十字総合健診センター 山下　邦康 060-0808 札幌市北区北8条西3丁目 内、婦
43 札幌フジクリニック 高堀　昴 060-0004 札幌市中央区北4条西5丁目１ 内
44 札幌南三条病院 関根　球一郎 060-0063 札幌市中央区南3条西6-4-2 内､放
45 さんべ耳鼻咽喉科医院 三部　重雄 063-0812 札幌市西区琴似２条４丁目１－１５ 耳
46 船員保険北海道健康管理センター 高橋　亘 060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目　マルイトビル5階 内
47 市立千歳市民病院 堀本 和志 066-8550 千歳市北光１丁目１－１ 内、外
48 相馬耳鼻咽喉科 相馬　新也 047-0032 小樽市稲穂２丁目２２番８号 耳
49 たいら耳鼻咽喉科クリニック 平 篤史 065-0023 札幌市東区北２３条東８丁目2-2-2-1 耳、ｱ
50 高橋内科医院三番通りクリニック 藤田　優子 069-0847 江別市大麻ひかり町32-1 内､呼
51 竹村クリニック 竹村　清一 060-0063 札幌市中央区南３条西１２丁目３２５ 内、胃
52 田代内科呼吸器科クリニック 田代　典夫 064-0811 札幌市中央区南１１条西８丁目2-1ﾄﾞﾐ16中島公園1階 内､呼
53 たねいちリウマチクリニック 種市　幸二 062-0020 札幌市豊平区月寒中央通8丁目4－7 内､ﾘ
54 ちあき内科・呼吸器科クリニック 濱松　千秋 064-0915 札幌市中央区南15条西11丁目１－５ 内、呼
55 ちかま胃腸科内科クリニック 近間　敏治 060-0002 札幌市中央区北２条西３丁目 内、胃
56 月寒東内科クリニック 杉江　広紀 062-0053 札幌市豊平区月寒東３条１６丁目３－１０ 内、放
57 おなかのクリニック 月舘　範行 068-0009 岩見沢市9条東1丁目1-5 内、消
58 寺島整形外科 寺島　嘉昭 002-0857 札幌市北区屯田7条8丁目 ﾘｳ、
59 土居耳鼻咽喉科医院 土居　保幸 061-3213 石狩市花川北３条３丁目９番２号 耳、ｱ
60 とよひら公園内科クリニック 藤本　晶子 062-0904 札幌市豊平区豊平4条11丁目３－５ 内、呼
61 中村記念病院 中村　博彦 060-8570 札幌市中央区南1条西14-291-190 脳、外
62 日本健康倶楽部 北海道支部診療所　　　　　　　小笠原　恒驥 060-0807 札幌市北区北7条西4丁目1-2 内
63 はせ川クリニック 長谷川　靖 004-0873 札幌市清田区平岡3条6-1-53 内､呼
64 浜辺晃循環器科内科クリニック 濱邊　晃 004-0051 札幌市厚別区厚別中央1条6丁目2-15 内、循
65 東札幌病院 照井　健 003-8585 札幌市白石区東札幌３条３丁目７－３５ 内､他
66 日之出内科クリニック 辻永　宏文 060-0061 札幌市中央区南１条西４丁目13 内､麻
67 ひらお耳鼻咽喉科クリニック 平尾　元康 060-0807 札幌市北区北7条西5丁目7-1 耳
68 藤屋医院 藤屋　秀一 063-0803 札幌市西区二十四軒3条5丁目4-28 内、消
69 布施川内科医院 布施川　尚 001-0907 札幌市北区新琴似7条14丁目4-23 内、胃
70 古川内科医院 古川　哲 060-0042 札幌市中央区大通西１丁目 内、呼
71 ふるや内科 古谷　健太郎 002-0854 札幌市北区屯田4条3丁目2-10 内、神
72 北央病院 坂牧　純夫 004-0021 札幌市厚別区青葉町11-2-10 内､他
73 北陵内科病院 井上　善之 063-0802 札幌市西区二十四軒2条4-7-20 内､消
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74 北海道労働保健管理協会健診センター診療所 蜂谷　芳弘 003-0024 札幌市白石区本郷通3丁目南2-13 内、精
75 円山クリニック 道家　充 064-0820 札幌市中央区大通西26丁目３－１６ 内
76 萬田記念病院 萬田　直紀 060-0062 札幌市中央区南2条西1-1-6 内
77 三上整形外科医院 三上　一成 062-0055 札幌市豊平区月寒東5条15丁目4-17 整、ﾘ
78 美加レディースクリニック 金谷　美加 062-0933 札幌市豊平区平岸３条１３丁目５－２２ 産、婦
79 水島胃腸科クリニック 水島　和雄 060-0004 札幌市中央区北４条西５丁目 内、胃
80 みやざき外科・ヘルニアクリニック 宮崎　恭介 060-8503 札幌市中央区北5条西2丁目 外、麻
81 みよしレディースクリニック 三好　正幸 061-1133 北広島市栄町１丁目５－３ 婦
82 メディック北札幌 樋口　正人 001-0857 札幌市北区屯田7条3丁目10-15 内、呼
83 山口整形外科クリニック 山口　秀夫 062-0932 札幌市豊平区平岸２条１４丁目１－２２ 整、ﾘ
84 やましな内科クリニック 山科　賢児 060-0002 札幌市中央区北２条西４丁目 内
85 やまもと耳鼻咽喉科医院 山本　哲夫 005-0003 札幌市南区澄川3条2丁目4-15 耳、ｱ
86 ルミネレディースクリニック 蛯名　紀子 060-0061 札幌市中央区南１条西２丁目南１条Ｋビル３Ｆ 産、婦
87 岩田外科胃腸科 岩田　豊男 001-0027 札幌市北区北27条西3-3-11 内、消
88 阿部内科医院 阿部　環 001-0903 札幌市北区新琴似3条11丁目7-24 内、呼
89 ひまわり内科小児科医院 平井　英幸 002-8066 札幌市北区拓北6条2丁目6-18 内、小
90 赤倉内科クリニック 赤倉　昌己 060-0807 札幌市北区北7条西6丁目2 内
91 青葉産婦人科クリニック 高田　久士 004-0021 札幌市厚別区青葉町６丁目１－９ 産、婦
92 札幌メモリアル眼科 辻　淳 004-0841 札幌市清田区清田1条4丁目5-30 眼
93 ふじのさわ内科クリニック 伊東　佳澄 061-2282 札幌市南区藤野２条２丁目１－１５ 内
94 つきさむ皮膚科クリニック 南場　裕美 062-0020 札幌市豊平区月寒中央通７丁目６－２０ 皮
95 松本内科クリニック 松本　修二 062-0034 札幌市豊平区西岡４条１丁目５-１ 内、消
96 内科・胃腸科平岸台クリニック 宮崎　広亀 062-0937 札幌市豊平区平岸7条14丁目1-38 内､胃
97 北浜胃腸科・内科 北浜　秀一 063-0032 札幌市西区西野2条4丁目3-15 内、胃
98 近内科クリニック 近　祐弘 063-0033 札幌市西区西野3条2丁目1-38 内、他
99 浜坂皮フ科 浜坂　幸吉 063-0061 札幌市西区西町北7丁目1-10 皮

100 二十四軒中央クリニック 有賀　昭俊 063-0802 札幌市西区二十四軒２条４丁目7-17 整､形
101 まきぐち内科･循環器科クリニック 牧口　光幸 063-0811 札幌市西区琴似1条４丁目4-20 内､循
102 琴似産科婦人科クリニック 永井　荘一郎 063-0812 札幌市西区琴似２条３丁目 産、婦
103 東邦内科クリニック 西部　清 060-0001 札幌市中央区北１条西４丁目２－２ 内、胃
104 メディカルプラザ札幌健診クリニック 渡辺　尚吉 060-0005 札幌市中央区北5条西2丁目5番地 JRタワーオフィスプラザ札幌８階 内
105 MPSレディース健診クリニック 土井　澄美 060-0005 札幌市中央区北5条西2丁目5番地 JRタワーオフィスプラザ札幌7階 内､外
106 北海道健診センタークリニック 齋藤　和雄 060-0033 札幌市中央区北３条東１３丁目９９－６ 内
107 宮﨑整形外科医院 宮﨑　誠一 060-0042 札幌市中央区大通西２丁目 整
108 札幌中央ファミリークリニック 高橋　貴美子 060-0061 札幌市中央区南１条西１１丁目 内、神
109 モリタ内科胃腸科クリニック 森田　幸悦 060-0061 札幌市中央区南１条西４丁目５－１ 内、胃
110 蘇春堂形成外科 新冨　芳尚 060-0061 札幌市中央区南１条西４丁目 形、美
111 北海道庁診療所 上原　好雄 060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 内、外
112 静明館診療所 矢崎　一雄 064-0801 札幌市中央区南１条西２３丁目１－５－９０１ 内、神
113 桜井内科・胃腸内科 桜井　智康 060-0062 札幌市中央区南2条西3丁目12-5　江木ビル 内
114 こなり整形外科･内科クリニック 小成　幹久 064-0809 札幌市中央区南９条西７丁目2-26 内､整
115 円山公園内科 薮中　宗之 064-0820 札幌市中央区大通西２８丁目３－２２ 内
116 清水クリニック 清水　泰裕 064-0825 札幌市中央区北５条西２７丁目 内、胃
117 おおぐろ耳鼻咽喉科 大黒　慎二 067-0032 江別市元江別７４３－８ 耳
118 南郷医院 柳　荘一郎 003-0023 札幌市白石区南郷通12丁目北1-25 内、呼
119 札幌乳腺外科クリニック 岡崎　稔 060-0006 札幌市中央区北６条西1９丁目 乳外
120 芦田整形外科 芦田　眞造 060-0005 札幌市中央区南5条東1丁目 整
121 にしはら内科クリニック 笹村　崇子 065-0030 札幌市東区北30条東1丁目4-1 内
122 ていね泌尿器科 鈴木　伸和 006-0816 札幌市手稲区前田6条7丁目1-12 泌
123 手稲病院 澤山　浩之 006-0816 札幌市手稲区前田6条13丁目8-15 内
124 浜田内科消化器科クリニック 浜田　結城 060-0063 札幌市中央区南3条西2丁目1-1　H&Bプラザ4階 内
125 わかばやし内科クリニック 若林　修 062-0933 札幌市豊平区平岸3条6丁目6-24 内
126 北海道銀行医務室 桜間　照喜 060-0042 札幌市中央区大通西4丁目 内
127 富沢内科クリニック 富沢　磨須美 060-0004 札幌市中央区北4条西5丁目　アスティ45ビル6階 内
128 畑俊一内科 畑　俊一 064-0824 札幌市中央区北4条西25丁目2-5 内
129 札幌がん検診センター 山口　由美子 065-0026 札幌市東区北26条東14丁目 内、外
130 琴似駅前内科クリニック 高柳　典弘 063-0812 札幌市西区琴似2条1丁目　タワープラザ2階 内
131 石橋胃腸病院 佐藤　幸作 003-0863 札幌市白石区川下3条4丁目 内
132 坂本医院 坂本　仁 063-0812 札幌市西区琴似2条4丁目3-10 内
133 札幌江仁会病院 山岸　雅彦 064-0951 札幌市中央区宮の森1条17丁目1-25 内
134 新生クリニック 田辺　達雄 065-0010 札幌市東区北10条東6丁目1-35 内、消
135 札幌清田病院 西里　卓次 004-0831 札幌市清田区真栄1条1丁目1-1 内、消
136 中川胃腸科 中川　宗一 060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目 内
137 土田内科・循環器科クリニック 土田　弘毅 064-0810 札幌市中央区南11条西21丁目4-33 内
138 近藤医院 近藤　進 061-0227 石狩郡当別町園生54番地7 内
139 小笠原クリニック札幌病院 小松本　正志 005-0849 札幌市南区石山東7丁目1-28 内
140 さわむら脳神経クリニック 澤村　豊 060-0807 札幌市北7条西5丁目　札幌スカイビル９階 脳
141 風の杜歯科 飯沼　英人 060-0001 札幌市北1条西7丁目　おおわたビル2階 歯
142 みなみハート内科クリニック 西川　美南 003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目１－３４　１F 内
143 わだ内科外科クリニック 和田　隆宜 006-0041 札幌市手稲区金山1条2丁目1-16 内、外
144 札幌駅前しきしま乳腺外科クリニック 敷島　裕之 060-0004 札幌市中央区北4条西3丁目1　札幌駅前合同ビル8階 乳外
145 浦本歯科医院 浦本　英二 001-0027 札幌市北区北27条西4丁目2-10 歯
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146 飛驒内科クリニック 飛驒　昌彦 001-0902 札幌市北区新琴似2条11丁目７－７ 内
147 はやしたくみ女性クリニック 林　巧 064-0820 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 婦
148 くとさん外科胃腸科 皆川 幸範 044-0054 虻田郡倶知安町北4条西3丁目 外
149 道立羽幌病院 奥　雅志 078-4197 苫前郡羽幌町栄町110番地 内、外
150 クラーククリニック 井原　博 060-0807 札幌市北区北7条西7丁目1-32 内
151 いまいホームケアクリニック 今井　浩平 064-0952 札幌市中央区宮の森2条7丁目1-47-302 内
152 あつべつ眼科 吉田　和彦 004-0062 札幌市厚別区西2条4丁目2-10　アクテイブプラザ厚別西1Ｆ 眼
153 さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニック 竹内　淳 060-0807 札幌市北区北7条西2丁目8-1　札幌北ビル2階 内
154 にし歯科クリニック 西　正俊 064-0003 札幌市中央区北3条西4丁目　日本生命ビル3階 歯
155 いとう整形外科病院 伊藤　宇一 060-0062 札幌市中央区南2条西10丁目5番地 整
156 在宅クリニック　そよ風 吉崎　秀夫 004-0866 札幌市清田区北野6条5丁目11番21号 内
157 愛産婦人科 三宅　敏一 006-0004 札幌市手稲区西宮の沢4条2丁目1-1 産、婦
158 みきファミリークリニック 三木 敏嗣 007-0841 札幌市東区北41条東7丁目3-12 内
159 札幌センチュリー病院 河上　純彦 003-0825 札幌市白石区菊水元町5条3丁目5-10 内、外
160 さっぽろ大通内視鏡クリニック 野村　昌史 060-0042 札幌市中央区大通西4丁目6番地1　札幌大通西4ビル5階 内、消
161 ホサナファミリークリニック 一木　崇宏 063-0051 札幌市西区宮の沢1条4丁目4-47 内
162 新発寒ファミリークリニック 加藤　達也 006-0805 札幌市手稲区新発寒5条5丁目6番1号 内、消
163 西成病院 西　研 006-0832 札幌市手稲区曙2条2丁目2番27号 内
164 手稲渓仁会病院 成田　吉明 006-8555 札幌市手稲区前田1条12丁目1番40号 内、他
165 ペウレ耳鼻咽喉科 朝倉　光司 066-0062 千歳市千代田町7丁目1789番地3　ペウレ千歳5階 耳
166 東苗穂病院 星野　豊 007-0803 札幌市東区東苗穂3条1丁目2-18 内
167 いとうひろし内科・糖尿病内科クリニック 伊藤　博史 064-0824 札幌市中央区北4条西29丁目1-14 内
168 医療法人渓仁会　定山渓病院 菅原　啓 061-2303 札幌市南区定山渓温泉西3丁目71 内､ﾘ
169 医療法人社団明日佳　札幌明日佳病院 山岸　雅彦 064-0951 札幌市中央区宮の森1条17丁目1番25号 内､ﾘ
170 医療法人社団　わかはま医院 若浜　理 064-0807 札幌市中央区南7条西17丁目1番15号 内、消
171 おおた内科クリニック 太田　雅彦 063-0812 札幌市西区琴似2条5丁目1-3北幸ビル2階 内
172 医療法人社団　麻生形成外科クリニック 竹野　巨一 001-0040 札幌市北区北40条西4丁目2-1麻生メディカルビル5Ｆ 形
173 札幌耳鼻咽喉科アレルギークリニック 東　英二 060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目1　ﾏﾙｲﾄ札幌ビル2Ｆ 耳、ｱ
174 医療法人社団　あかつき会　石狩すずらん内科 吉田　曉正 061-3207 石狩市花川南七条1丁目3 内、消


