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第１章 総則  

第１節 計画の概要

（仮称）札幌市災害医療救護活動計画は、札幌市地域防災計画に基づき、札幌市において地震な

どの大規模災害が発生した場合に、市民の生命を守るために最優先で行われるべき医療救護活動を

迅速かつ効果的に行うため、関係職員が果たすべき役割とその業務内容について、具体的な作業手

順等を示したものである。特に、医療救護活動が重要である発災直後から急性期まで（約 1 週間）
に主眼を置いている。

第２節 計画の体系と構成

    札幌市地域防災計画  

       第２章 災害予防計画 

第９節 医療・衛生・環境の体制づくり 

       第３章 災害応急対策計画 

第６節 応急医療・救護 

        札幌市災害医療救護活動計画  

        札幌市避難場所基本計画  

        関係規程等  

■規程 

   ・札幌市災害対策本部の組織及び運営等に関する規程 

   ・札幌市災害対策本部の組織及び運営等に関する規程事務取扱要領 

・札幌市災害時基幹病院制度実施要綱 

・札幌市災害時基幹病院指定要領 

・札幌市災害時基幹病院指定対象病院 

・札幌市災害時基幹病院等連絡会議実施要綱 

      ■協定 

       ・札幌市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関する協定 

（医師会、薬剤師会、歯科医師会） 

       ・札幌市地域防災計画に基づく災害時における医薬品等の供給等に関する協定

（北海道医薬品等卸売業協会） 

・災害時における柔道整復師の救護活動に関する協定 

（北海道柔道整復師会札幌ブロック） 

      ■マニュアル等 

       ・札幌市災害医療救護活動用アクションカード 

・札幌市医療救護班マニュアル～活動の指針～ 

・避難場所運営マニュアル 

・災害時における医薬品等の供給・管理等に関する要領（北海道） 
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第３節 各組織の体系図

１ 災害医療救護活動組織図

札幌市災害対策本部は、札幌市長を本部長とし、各部及び各区災害対策本部で構成される。医療

救護活動は、主に情報の集約・管理及び総合調整を一元的に行う医療対策本部のほか、各区応急救

護センター、応急救護所及び現場応急救護所並びに避難所応急救護所などが連携することにより対

応する。

≪災害医療救護活動組織図（特に関係が深い部を抜粋）≫

２ 医療救護体制全体像

DMAT等の医療救護班は、医療対策本部の指揮下で活動し、主に①現場応急救護所、②応急救
護センター内の応急救護所、③避難所応急救護所及び巡回診療、④医療機関支援、⑤広域搬送で医

療救護活動を実施する。また、災害の発生に伴い生じた患者は、軽症傷病者は診療可能な医療機関、

中等症傷病者は救急告示医療機関及び二次救急医療機関、重症傷病者は札幌市災害時基幹病院にて

対応する。
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≪医療救護体制全体図≫

≪医療救護班派遣体制図≫
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≪患者フロー図≫

３ 各部の役割

札幌市災害対策本部の組織及び運営等に関する規程事務取扱要領別表２及び別表４のうち、医療

救護活動と関係が深い組織に係る役割を以下に抜粋した。

組織（班名） 所掌事務

保健福祉部

■保健福祉庶務班

（保）総務部、保）

保護自立支援担当

部、保）監査指導室）

・災害救助法に基づく申請事務に関すること

・ボランティアの受入れ及び配置計画に関すること

・避難場所運営に係る総合調整に関すること

・要配慮者避難支援対策に関すること

■高齢保健福祉班

（保）高齢保健福祉

部、保）保険医療部）

・高齢者福祉施設の被害状況把握及び入所者等の救護対策に関すること

・在宅高齢者の救護対策に関すること

■障がい保健福祉班

（保）障がい保健福

祉部）

・障がい者福祉施設の被害状況把握及び入所者等の救護対策に関すること

・在宅障がい者の救護対策に関すること
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■保健所班

（保）健康企画課）

・保健所業務の統括及び調整に関すること

・避難場所等への巡回診療に係る総合調整及び保健指導計画に関すること

・他都市からの医療応援職員及び医療従事者の受入並びに配備計画に関す

ること

■医療調整班

（保）医療政策課）

・医療対策本部の設置及び運営管理に関すること

・医療機関、医師会等の医療関係団体、民間医療関係企業等との連絡調整

及び支援要請に関すること

・市内医療機関の被害状況及び診療の可否等医療関係情報の収集及び提供

に関すること

・被災医療機関の収容患者の転院搬送に係る調整に関すること

・医療救護班の編成及び配備計画に関すること

・医薬品、医療資器材、血液等の調達、供給及び管理に関すること

・応急救護センターとの医療救護活動に係る連絡調整に関すること

・各区における医療救護活動に係る総括、総合調整に関すること

消防部

■警防班

・消防部隊の編成、配置及び運用に関すること

・消防部隊の出動指令、管制等に関すること

・救急及び救助活動に関すること

・消火、救助、救急活動の着手に関すること

・消火、救助、救急活動方針の決定に関すること

■消防署班 ・災害情報の収集及び報告に関すること

・救急及び救助活動に関すること

・災害現場における緊急避難対策に関すること

・区本部との連絡調整に関すること

・管内の警防活動に係る特命事項に関すること

・消火、救助、救急活動の着手に関すること

・区域内の消火、救助、救急活動方針の決定に関すること

・応援要否の決定に関すること

・予備隊の編成による消火、救助、救急活動の着手に関すること

各区

■総務・情報班

（総務企画課、戸籍

住民課）

・区本部の庶務及び区本部各班との連絡調整に関すること

・区の区域における災害対策の総合調整に関すること

・区本部内各班からの災害情報などの処理、集計に関すること

・区本部各班からの被害状況報告（速報及び中間報告）の処理、集計等に

関すること

・応急対策活動状況の集約に関すること

・区民への災害に係る広報誌等の作成に関すること

・緊急輸送車両等の確保に関すること

・区災害対策計画の立案及び実施に関すること
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■避難所班

（保健福祉課、介護

障がい担当課、保険

年金課）

・避難場所の開設及び運営管理に関すること

・住民の安否確認及び避難者名簿の作成に関すること

・避難者への情報提供及び広聴に関すること

・避難者の健康管理に係る保健医療班等との連絡調整に関すること

・災害ボランティアの連絡調整に関すること

■救援班

（保護課）

・遺体安置所の設置に関すること

・要介護避難者の安全確保に関すること

・在宅高齢者、在宅障害者等の要介護住民の安否確認に関すること

・身元不明に係る病人及び死亡者の取扱いに関すること

■保健医療班

（健康・子ども課、

生活衛生担当課）

・応急救護センターの設置及び運営管理に関すること

・応急救護所の設置及び運営管理に関すること

・管内における医療救護班との連絡調整に関すること

・管内医療関係情報の把握に関すること

・応急医薬品、医療資器材の受入、払出等に関すること

・避難場所等への巡回診療等の調整に関すること

・管内要保健指導対象者の把握等に関すること

・防疫活動に関すること

・保健所との連絡調整に関すること

・保健指導に関すること

４ 関係機関の役割

機関 活動内容

札幌市医師会 ○協定に基づき、医師、看護師等からなる医療救護班を編成し、応急救護所、

避難所等において医療救護活動を実施する。

【業務内容】

・傷病者に対する診断及び応急処置

・後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定

・助産  ・死亡の確認等  ・その他必要な業務

札幌歯科医師会 ○協定に基づき、歯科医師、歯科衛生士等からなる医療救護班を編成し、応急

救護所、避難所等において医療救護活動を実施する。

【業務内容】

・歯科医療を要する傷病者に対する診断及び応急処置

・避難所等における軽易患者に対する歯科医療の実施

・後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定

・死亡の確認等  ・その他の必要な業務

札幌薬剤師会 ○協定に基づき、薬剤師を応急救護センター等に派遣し、応急救護所、避難所

等において医療救護活動を実施する。
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【業務内容】

・救護所等における医師の処方に基づく調剤及び服薬指導

・医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け及び管理

・その他医療救護班の指揮者が指示する事項

・その他必要な業務

北海道柔道整復師

会札幌ブロック

○協定に基づき、柔道整復活動を実施する。

【業務内容】

・柔道整復師救護班の編成及び派遣 

・救護所等における柔道整復の施術及び応急手当に必要な労務の提供 

・衛生材料等の提供 

北海道医薬品卸売

業協会

○協定に基づき、医薬品等の供給及び運搬等を実施する。

災害拠点病院 ○災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度な診療機能や

広域搬送への対応機能や医療救護班の派遣機能などを有し、災害時に必要な医

療支援を行うための拠点施設。

○主に災害現場から重症傷病者の受け入れを行う。

札幌市災害時基幹

病院

○札幌市消防局等の行政機関及び他の医療機関の収容要請に基づき搬送され

てくる重症傷病者に対し、収容能力に応じ可能な限り重症傷病者の受け入れを

行うとともに、緊急手術等の必要な医療を提供することを役割としている。

○主に他の医療機関または避難所等から重症傷病者の受け入れを行う。

札幌市災害時精神

科医療機関病院

○精神科医療を必要とする本人や家族、救急隊、医療救護班、ＤＰＡＴ（災害

派遣精神医療チーム）、警察、その他精神保健医療福祉活動に従事する関係機

関等からの依頼に応え、第一受入医療機関の役割を担う。

二次救急医療機関 ○主に入院治療を必要とする、救急患者等への診療を行う病院で、循環器・呼

吸器、消化器、小児、けが・災害の外科、泌尿器、脳神経外科の科目ごとに毎

日、当番病院を設定している。

○主に中等症傷病者の受け入れを行う。

救急告示医療機関 ○救急病院等を定める省令に基づき北海道が指定している病院等であり、札幌

市のけが・災害医療機関制度に参加している病院では、外科・整形外科・形成

外科・脳神経外科等の診療科目を有し、災害時等には傷病者の初期救急に対応

することが求められる。

○主に中等症傷病者の受け入れを行う。

上記以外の医療機

関

○医療機関が通常通り稼働しない可能性もある中、大量の傷病者の受け入れ等

を行うことが想定されるため、医療機関は可能な限り傷病者の受け入れを行う

ことが求められる。

○広域災害救急医療情報システム（EMIS）に施設情報を入力する。
○主に軽症傷病者の受け入れを行う。
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救急安心センター

さっぽろ

○市民からの問い合わせに対し、医療機関の案内や、症状に応じた緊急度判定

により、応急処置の助言や各消防本部（指令室等）への電話転送などを行う。

北海道 ○北海道医療保健福祉調整本部を設置し、道内の医療保健福祉活動を総合調整

する。

○救護班の派遣等についての調整を行う「救護班派遣等調整本部」を設置する。

DMAT ○北海道が出動要請を行い、災害現場等で医療救護活動を実施する。

○北海道に DMAT調整本部が設置され、必要に応じて被災地に DMAT活動拠
点本部が設置される。

〇状況に応じて、医療機関の情報収集、医療機関支援、転院搬送、避難所スク

リーニングなどを行う。

○DMAT は、医師１名、看護師２名、業務調整員１名の４名を基本に構成さ
れる。

DMATロジスティ
ックチーム

○主に病院支援や情報収集等のロジスティクスを専門とした活動を行う

医療救護班 ○DMAT、札幌市医師会、日本赤十字社、JMATなど、様々な医療関係団体に
より構成される。

○医療救護班は、DMAT に準じ、医師、看護職、業務調整員等による１隊４
～５名程度を基本とし、状況に応じて臨機応変に構成される。

〇札幌市医療救護班マニュアルに基づき、医療救護活動を行う。

北海道災害医療コ

ーディネーター※

○北海道医療保健福祉調整本部に参画し、医療ニーズの把握、保健医療活動チ

ームの派遣調整等医療救護活動全般に係る調整

○地域災害医療コーディネーターと情報共有を行う。

地域災害医療コー

ディネーター※

○医療対策本部に参画し、医療ニーズの把握、保健医療活動チームの派遣調整

等医療救護活動全般に係る調整

○DMAT 活動拠点本部や北海道災害医療コーディネーターとの連絡、調整を
行う。

※北海道災害医療コーディネーター、地域災害医療コーディネーターについては、北海道において、

役割等を議論しているところであり、今後変更となる可能性がある。
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第２章 札幌市医療対策本部  

第１節 札幌市医療対策本部の概要

 １ 医療対策本部の役割

   医療対策本部では、札幌市の災害医療救護活動に係る情報の集約・管理及び総合調整を一元的

に行う。

２ 指揮命令系統

医療対策本部長は、保）保健所長をもって充てる。副本部長は、保）医療政策担当部長をもっ

て充て、本部長を補佐するとともに医療救護活動を統括する。また、地域災害医療コーディネー

ターが参画し、医学的見地からの助言や医療救護活動等の調整を行う。なお、医療対策本部内に

おける情報共有のため、一日数回程度の打合せの機会を設けることが望ましい。

≪医療対策本部指揮命令系統図≫

３ 構成員及び各担当の役割

保健所長、医療政策担当部長及び医療調整班をもって構成し、消防部及び（一社）札幌市医師

会等の関係機関並びに地域災害医療コーディネーターが参画する。なお、次の表は、役割及び業

務を一例として示したものであり、職員の参集状況等により柔軟に対応する必要がある。
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構成員 役割 業務

保健福祉部

 保健所長

医療政策担当部長

 医療調整班

■保健所長

○本部長

○保健所業務の総括

○医療対策本部の総括

■医療政策担当部長

○副本部長

（医療救護統括責任者）

○本部長の補佐

○医療救護活動の統括、各担当の情報集約

○医療対策本部の人員配置、組織編制

○災害時医療従事者の把握、確保

■医療政策課長 ○医療政策課業務の総括、各担当の情報集約

○報道機関対応（医療機関情報に関することを除く）

○医療関係団体との連絡調整

■医務薬事・医療安全担当課長 ○医務薬事・医療安全担当課業務の総括、各担当の情報

集約

○報道機関対応（医療機関情報に関すること）

■医療企画係長 ○医療企画係業務の総括

○各担当の情報集約

○関係各班との連絡調整

○札幌市防災支援システムへの情報入力

■医療企画係（災害医療担当） ○各担当の情報集約

○本部運営に必要な人員・物資等の調達

○災害対策本部会議資料の作成

■救急医療担当係長 ○救急医療担当係業務の総括

○情報連絡員(リエゾン)、医療救護班調整担当の総括
○情報連絡員(リエゾン) ○北海道（DMAT調整本部）への参画

○市災害対策本部への参画

（○DMAT活動拠点本部等への参画）
○救急安心センターさっぽろとの連絡調整

○医療救護班調整担当 ○医療救護班の受入、配備計画の作成及び派遣調整

○患者の転院搬送に係る調整

■医務係長 ○医務係業務の総括

○情報集約・整理担当、情報記録担当の総括

○情報集約・整理担当 ○医療機関情報の収集

○広域災害救急医療情報システム（EMIS）※1の代行入力

○応急救護センター、応急救護所情報の収集

○医療需要の把握

○札幌市防災支援システム、J-SPEED※2等による情報収集

○情報記録担当 ○クロノロジー※3の作成

■医療安全担当係長 ○医療安全担当係業務の総括

○市民相談・広報担当の総括
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○市民相談・広報担当 ○市民からの問い合わせ対応

○医療機関情報に係る広報の作成・発信

■薬事係長 ○薬事係業務の総括

○医薬品等担当、物資等調整担当の総括

○医薬品等担当 ○医薬品、医療資器材、医療ガス、血液製剤の要請に関

する調整

○物資等調整担当 ○医療機関からの物資等（医薬品等を除く）要請に関す

る調整

消防部 ■消）警防部

○消防連絡調整員

○消防部との連絡調整

○消防部所有情報の共有

関係機関 ■札幌市医師会 ほか ○札幌市透析医会との連絡調整

○透析医療機関に係る総合調整

○所属団体との連絡調整

○所属団体における災害時医療従事者の確保

地域災害医療コ

ーディネーター

※今後整備予定

■地域災害医療コーデ

ィネーター

○医療ニーズの把握、保健医療活動チームの派遣調整等

医療救護活動全般に係る調整

○関係機関との連絡調整

○北海道災害医療コーディネーターとの情報共有

※１：広域災害救急医療情報システム(EMIS)とは、災害時に被災した都道府県を越えて医療に係
る総合的な情報を共有し、被災地域での迅速かつ適切な医療・救護に関わる各種情報の集約・

提供を行うシステムのこと

※２：J-SPEED とは、どこで・どのような患者を・何人診療したかを簡単に閲覧することが可能
な災害医療チームの標準診療日報のこと

※３：クロノロジー（Chronology）とは、情報を時系列に並べたもの。また、情報を時系列に沿っ
てホワイトボードなどに書き出し、整理する手法

４ 設置時期及び場所

（仮称）札幌市医療対策本部設置運営要綱に基づき設置する。

【設置時期】

 札幌市災害対策本部条例に基づき、札幌市災害対策本部が設置された場合

 保）保健所長が、災害に係る医療の調整を必要と認めた場合

  【設置場所】

札幌市保健所庁舎内に設置する。ただし、これにより難いと保健所長が認める場合は、保健

所長が適当と認める場所に設置する。

  【札幌市災害対策本部の設置規準】

 本市域内で震度５弱以上の地震が発生した場合

 札幌市に、気象警報又は洪水警報が発表され、市長が総合的な災害対策を実施する必要が

あると認める場合

 札幌市に、気象特別警報が発表された場合
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 北海道電力株式会社泊発電所に関して、内閣総理大臣が、原子力災害対策特別措置法第 15
条第２項に規定する原子力緊急事態宣言をした場合又は市長が総合的な原子力災害対策を

実施する必要があると認める場合

 本市域内で大規模な火災、爆発その他の重大な災害が発生し、市長が総合的な災害対策を

実施する必要があると認める場合。

 ５ 職員の動員及び配備

   「札幌市災害対策本部の組織及び運営等に関する規程」及び「洪水・土砂災害に係る札幌市緊

急災害対策実施本部の設置及び運営等に関する基準」に基づき、下表のとおり対応する。なお、

参集場所は保健所とする。

配備の

種類
配備基準 配備職員 活動内容

第一非常

配備

 本市域内で震度５弱の地震が発生した場合

 札幌市に気象警報又は洪水警報が発表され、

局地的に災害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合               ほか

医療政策担当部の係

長職以上全職員、医

療企画係（災害医療

担当者）

本計画に基づき

対応

第二非常

配備

 本市域内で震度５強の地震が発生した場合

 複数の区の区域で相当規模の災害が発生し、

又は発生するおそれがある場合

 札幌市に気象特別警報が発表された場合

                  ほか

医療政策担当部全職

員（非常勤職員等を

除く）

本計画に基づき

対応

第三非常

配備

 本市域内で震度６弱以上の地震が発生した

場合

 本市域の全域に甚大な被害をもたらす災害

が発生し、又は発生するおそれがある場合

                  ほか

医療政策担当部全職

員（非常勤職員等を

除く）

本計画に基づき

対応

緊急災害

対策実施

本部

 洪水・土砂災害に係る避難準備情報・高齢者

等避難開始の発令基準に達した場合、または達す

ると見込まれる場合

 その他、洪水・土砂災害に係る体制として市

長が必要と認めた場合

医療政策担当部の係

長職以上全職員、医

療企画係（災害医療

担当者）

本計画を準用し

対応

（参考）

警戒配備

※医療対策

本部の設置

なし

 本市域内で震度４の地震が発生した場合

 札幌市に大雨若しくは暴風に関する気象警

報又は洪水警報が発表された場合   ほか

医務薬事・医療安全

担当課長

警戒配備体制に

おける保健福祉

局対応マニュア

ルに基づき対応
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第２節 医療対策本部の活動内容

 １ 主な関係機関との連絡調整

関係機関 医療対策本部から関係機関 関係機関から医療対策本部

市災害対策本部

（情報連絡員

（リエゾン））

■対応者：医療企画係長

・照会等に対する回答

■対応者：市民相談・広報担当

・医療機関情報の発信

■対応者：物資等調整担当

・医療機関からの物資、ライフライン

等の支援要請に対する要請（緊急性が

高いもの）

・医療救護活動に関する照会等

・支援要請に対する回答

保健福祉庶務班

（総務課）

■対応者：医療企画係（災害医療担当）

・医療従事者（ボランティア）の派遣

要請

■対応者：物資等調整担当

・医療機関からの物資、ライフライン

等の支援要請に対する要請（緊急性が

高いもの）

・医療従事者（ボランティア）の派遣

・支援要請に対する回答

保健所班

（健康企画課）

■対応者：医療企画係（災害医療担当）

・災害対策本部会議資料の送付

・庁舎設備の維持管理に係る要請

・医療従事者（他都市からの医療応援

職員ほか）の派遣要請

■対応者：物資等調整担当

・医療機関からの物資、ライフライン

等の支援要請に係る要請

■対応者：情報集約・整理担当

・巡回診療及び保健指導情報の収集

・医療対策本部設営に必要な設備等の

提供

・医療従事者（他都市からの医療応援

職員ほか）の派遣

・支援要請に対する回答

・巡回診療及び保健指導結果の提供

感染症対策班

（感染症総合対策課）

■対応者：医薬品等担当

・医薬品・医療資器材の調整、手配 ・医薬品・医療資器材の要請

応急救護センタ

ー

・応急救護所

・避難所応急救護所

■対応者：情報集約・整理担当

■対応者：市民相談・広報担当

・医療機関情報の発信

■対応者：医薬品等担当

・応急救護（サブ）センター、応急救

護所、避難所応急救護所の設置、運営

状況報告

・医療救護活動状況の報告
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・医薬品、医療資器材の調整、手配

■対応者：医療救護班調整担当

・医療救護班の派遣

・医薬品、医療資器材の要請

・医療救護班等の派遣要請

・現場応急救護

所

・夜間急病セン

ター応急救護所

■対応者：情報集約・整理担当

■対応者：市民相談・広報担当

・医療機関情報の発信

■対応者：医薬品等担当

・医薬品、医療資器材の調整、手配

■対応者：医療救護班調整担当

・医療救護班の派遣

・応急救護所の設置、運営状況報告

・医薬品、医療資器材の要請

・医療救護班の派遣要請

消防部 ■対応者：消防連絡調整員

・医療対策本部把握情報（医療機関の

被災状況等）の提供

・医療救護活動に係る情報の提供

北海道

（情報連絡員

（リエゾン））

■対応者：医療救護班調整担当

・医療需要の報告

■対応者：医薬品等担当

・医薬品、医療資器材、医療ガスの要

請

■対応者：物資等調整担当

・医療機関からの物資、ライフライン

等の支援要請に対する要請（特に緊急

性が高いもの）

・医療救護班（DMAT等）の派遣

・医薬品、医療資器材、医療ガスの調

整、手配

・支援要請に対する回答

・札幌市災害時基幹病院

・救急告示医療機関

・二次救急医療機関

・その他病院

■対応者：情報集約・整理担当

・医療機関の被災状況、診療可否状況

の調査

・被災状況、傷病者の受け入れ、診察

可否等の情報提供

医療機関（上記

施設含む）

■対応者：医療救護班調整担当

■対応者：情報集約・整理担当

■対応者：物資等調整担当

・支援要請に対する回答

・医療救護班の派遣要請

・被災状況、傷病者の受け入れ、診察

可否等の情報提供

・物資等の支援要請

医療関係団体

・札幌市医師会

・札幌歯科医師会

・札幌薬剤師会

■対応者：医療救護班調整担当

・医療救護班、柔道整復師班等の派遣

要請

■対応者：医薬品等担当

・医療救護班等の派遣可否情報の提供
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・北海道柔道整復師会

・北海道医薬品

卸売業協会

・医薬品、医療資器材の要請

■対応者：情報集約・整理担当

■対応者：市民相談・広報担当

・医療機関情報の発信

・医薬品、医療資器材に係る情報提供

・医療機関の被災状況、傷病者の受け

入れ、診察可否等の情報提供

医療救護班 ■対応者：医療救護班調整担当

・医療救護班の派遣依頼

■対応者：情報集約・整理担当

・医療救護活動に係る情報の提供

北海道災害医療

コーディネータ

ー

■対応者：地域災害医療コーディネーター

・札幌市における医療救護体制全般の

情報提供

・医療救護活動に係る情報の提供

２ 医療機関情報の把握・整理

   病院及び有床診療所は、国が整備する広域災害救急医療情報システム（EMIS）に、被災状況
等必要項目を入力する。医療対策本部及び関係機関は、医療機関での入力が難しいと判断した場

合、下表に基づき情報を収集し、代行入力を行う。

   なお、電話による情報収集が難しい医療機関については、DMATに情報を提供し、必要に応じ
て DMATによる現地調査等の対応を依頼する。

   また、保）医療政策課は、年１回程度、医療機関情報を下表の施設区分及び区ごとに整理し、

更新する。

  【情報収集優先順位及び確認担当】

優先順位 施設 確認担当

１ 札幌市災害時基幹病院 医療対策本部

２ 救急告示医療機関 医療対策本部、札幌市医師会

３ 二次救急医療機関 医療対策本部、札幌市医師会

４ 透析医療機関 医療対策本部、札幌市医師会

５ 精神科医療機関 障がい保健福祉班

６ 上記以外の病院 医療対策本部

７ 〃  有床診療所 DMAT 
８ 〃  無床診療所 札幌市医師会

 ３ 医療機関情報の発信

医療機関情報の収集には相当数の時間を要することから、発信する情報は一部の医療機関を抜

粋したものとし、発信できない医療機関情報は、救急安心センターさっぽろ等を通じて案内する

ことを基本とする。また、情報発信は下表のとおり行うこととし、大部分の医療機関が復旧する

までは、毎正時に発信することを目標とする。
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なお、札幌市災害時基幹病院については、軽症傷病者等を大量に受け入れることにより、重症

傷病者の受け入れが制限されることがないよう、情報発信を行う際には特に配慮すること。

  【情報発信】

情報発信先 発信する医療機関情報 発信手段

・市民

・マスメディア

【軽症・中等症傷病者】

・救急告示医療機関

・二次救急医療機関

【その他】

・透析医療機関

・札幌市公式ホームページ

・Yahoo!防災速報
・ツイッター（総）広報課アカウント）

・札幌市災害対策本部会議資料

・資料配布（投げ込み）

情報発信先 発信する医療機関情報 発信手段

・庁内関係部局

・救急安心センターさっぽろ

・関係団体

・札幌市災害時基幹病院

【軽症・中等症傷病者】

・救急告示医療機関

・二次救急医療機関

【重症傷病者】

・札幌市災害時基幹病院

【その他】

・透析医療機関

・必要に応じて他の医療機関

・電話

・イントラメール

・ＦＡＸ

・防災行政無線

・防災支援システム

４ 医療救護班、柔道整復師救護班の調整

応急救護センター、各応急救護所から医療救護班、柔道整復師救護班の要請があった場合は、

札幌市医師会等の関係団体に派遣を依頼するほか、北海道に医療需要情報を報告し、DMAT 等
の派遣を検討してもらう。また、避難所等で、歯を含めた口腔及び顎の負傷、義歯の紛失や損傷、

口腔内の衛生状態の悪化等に対応するため、保健所班と協議のうえ、札幌歯科医師会に対する医

療救護班の派遣を検討する。さらに、医薬品等の管理を行うにあたり、応急救護センターと協議

のうえ、札幌薬剤師会に対する救護班の派遣を検討する。

５ 医療機関からの各種物資、ライフライン等の支援要請

   原則、医療機関の自助努力により対応するよう案内するが、各種物資、ライフライン等の支援

要請に対し、下図の経路に基づき、関係機関等に支援を要請する。
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≪支援要請体制図≫

 【電気】

    電力会社、自衛隊などにより、移動電源車が用意される場合がある。移動電源車を設置する

ためには、広い設置場所が必要となり、設置工事に数時間かかることや、プラグの形状が一致

する必要があるなどの要件があるが、必要に応じて優先順位を決定し要請する。

  【水道】

    ポンプにより水をくみ上げている施設が多いため、電気が不通となると水も使えなくなる施

設が多く存在する。電気の復旧を優先するほか、必要に応じて患者搬送についても検討する。

  【燃料】

    近隣のガソリンスタンドなどで調達することを基本とするが、対応が難しい場合は、市が整

備する「災害時における燃料等供給の協力に関する協定」に基づき、調達を要請する。なお、

協定締結先の業者は、夜間対応が難しい場合があるため、緊急の際には、国や北海道等の関係

機関に支援を要請することも検討する。

  【医薬品、医療資器材】

    北海道が定める「災害時における医薬品等の供給・管理等に関する要領」に基づき対応する。

医薬品等卸売販売業者に供給要請するよう案内することを基本とする。医薬品等卸売業者から

の供給が困難な場合は、北海道医務薬務課に支援を要請するよう案内する。なお、北海道が備

蓄していない医薬品等の要請があった場合は、市の協定「札幌市地域防災計画に基づく災害時

における医薬品等の供給等に関する協定」に基づき、医療対策本部より北海道医薬品等卸売業

協会に要請する。
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【医療ガス】

    北海道が定める「災害時における医薬品等の供給・管理等に関する要領」に基づき対応する。

医薬品等卸売販売業者に供給要請するよう案内することを基本とする。医薬品等卸売業者から

の供給が困難な場合は、北海道医務薬務課に支援を要請するよう案内する。

  【血液製剤】

    北海道が定める「災害時における医薬品等の供給・管理等に関する要領」に基づき対応する。

   北海道赤十字血液センターに供給要請するよう案内する。

  【医療従事職員】

    医療従事職員の不足の連絡を受けた場合は、医療救護班や DMAT による支援を検討する。

６ 応急救護所等からの医薬品、医療資器材の支援要請

札幌市医師会、札幌歯科医師会、札幌薬剤師会の医療救護班が応急救護所等に派遣された場

合は、「札幌市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関する協定」により、原則、市が

医薬品等を支給することとしているため、医療対策本部より北海道医務薬務課に供給要請する。

北海道が備蓄していない医薬品等の要請があった場合は、市の協定「札幌市地域防災計画に基づ

く災害時における医薬品等の供給等に関する協定」に基づき、北海道医薬品等卸売業協会に要請

する。

   なお、DMAT 等は、原則、必要な医薬品等を持参することになっているが、応急救護所等で医

薬品等が不足し、応急救護センターから供給要請があった場合、感染症対策班から防疫活動用薬

剤等の要請があった場合などにも同様の対応を行う。

７ 患者の転院搬送の調整

   医療機関からの転院搬送は、要請元医療機関が転院先医療機関に受入の了解を得ること、医療

機関所有の車両を用いることを基本とするが、対応が難しい場合には、DMAT 等に支援を要請す

る。また、車両が不足する場合は、消防部と調整し、「大規模災害等発生時における傷病者の搬

送業務に関する協定」に基づく対応を検討する。

※参考：中等症傷病者及び重症傷病者について、応急救護所から医療機関への患者搬送を行う

際には、消防救急車による対応を基本とする。
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第３章 応急救護センター

第１節 応急救護センター、応急救護所、応急救護サブセンターの概要

１ 応急救護センター、応急救護所及び応急救護サブセンターの役割

   応急救護センターは、各区保健センター内に設置し、区災害対策本部、保健所及び外部機関と

の連絡調整、医療情報の収集、医療救護班の編成・派遣等、区単位の医療救護活動を総括する。

応急救護センターの設置と同時に、応急救護センター内には、発災現場から搬送された傷病者の

トリアージ、応急手当等を行い、重症傷病者を災害時基幹病院等の医療機関に搬送するための応

急救護所を設置する。また、特定の地区に被害が集中している場合など、現地に職員を派遣して

業務を行った方が良いと判断される場合等には、近隣の学校等に応急救護センターを補完する応

急救護サブセンターを設置する。

２ 指揮命令系統

応急救護センター長は、原則、区）保健福祉部長または区）保健担当部長をもって充てる。副

センター長は、区）健康・子ども課長をもって充て、センター長を補佐するとともに区内の医療

救護活動を統括する。

≪応急救護センター指揮命令系統図≫
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３ 構成員及び役割

次の表は、役割及び業務を一例として示したものであり、職員の参集状況等により柔軟に対応

する必要がある。また、各係長は、各担当の総括を行うこととしているが、どの係長がどの担当

を総括するか事前に決めておくことが望ましい。

構成員 役割 業務

区）保健福祉部

保健福祉部長

保健担当部長

 保健医療班

■保健福祉部長または保

健担当部長

 ○応急救護センター長

○応急救護センター、応急救護所及び応急救護サブセ

ンターの設置

○応急救護センター、応急救護所及び応急救護サブセ

ンターの総括

■健康・子ども課長

 ○副センター長

（医療救護統括責任者）

○健康・子ども課業務の総括、各担当の情報集約

○応急救護センター、応急救護所及び応急救護サブセ

ンターの人員配置、組織編制

○医療従事者の把握・管理

■生活衛生担当課長 ○生活衛生担当課業務の総括、各担当の情報集約

■保健予防係長 ○保健予防係業務の総括、各担当の情報集約

○区災害対策本部ほか関係各班との連絡調整

■健やか推進係長 ○健やか推進係業務の総括

○各担当の総括

■家庭児童相談担当係長 ○家庭児童相談担当係業務の総括

○各担当の総括

■子ども家庭福祉係長

■子ども家庭福祉担当係長

○子ども家庭福祉係業務の総括

○各担当の総括

■生活衛生係長

■生活衛生担当係長

○生活衛生係業務の総括

○各担当の総括

○総務担当 ○本部運営に必要な人員・物資等の調達

○庁舎内設備の維持管理

○医療救護班調整担当 ○医療救護班の受入、配備計画の作成及び派遣調整

○情報整理担当 ○医療関係情報の収集

○医療需要の把握

○市民相談・広報担当 ○区民からの問い合わせ対応

○医療機関情報に係る広報の発信

○医薬品等担当 ○医薬品、医療資器材に関する調整

○避難所調整担当 ○避難所への巡回診療、保健指導の調整

○避難所応急救護所との連絡調整

○応急救護所担当 ○応急救護所における応急手当

○患者搬送の調整

○感染症予防担当 ○感染症予防活動の実施

○消毒の指導
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４ 設置時期及び設置場所

応急救護センター及び応急救護所は、区災害対策本部が設置された場合、または、区）保健福

祉部長若しくは保健担当部長が災害に係る医療の調整を必要と認めた場合に設置する。また、必

要に応じて、応急救護センターの機能を補完する応急救護サブセンターを設置する。

応急救護センターの設置場所は各区保健センター内とし、必要に応じて応急救護センター内に

応急救護所を設置する。また、応急救護サブセンターは近隣の学校等に設置する。

なお、設置予定の建物等に被害があり、使用不能な場合には、区災害対策本部と協議のうえ、

設置場所を選定する。

また、保健医療班は、発災後速やかに応急救護センター、応急救護所、応急救護サブセンター

の設置の有無等について、医療対策本部に報告する。

≪応急救護所レイアウト図（参考：会議室等に開設する場合）≫

第２節 応急救護センター、応急救護サブセンターでの活動内容

１ 主な関係機関との連絡調整

関係機関 応急救護センターから関係機関 関係機関から応急救護センター

区災害対策本部 ■対応者：保健予防係長

・医療機関情報の提供

・医療救護活動状況の報告



22 

■対応者：総務担当

・本部運営に係る応援職員の派遣要請

・庁舎設備の維持管理に係る要請

・応援職員の派遣

・応急救護センター設営に必要な設備

等の提供

医療対策本部 ■対応者：保健予防係長

・応急救護センター、応急救護所等の

設置・運営状況報告

■対応者：医療救護班調整担当

・医療救護班等の派遣要請

・医療救護活動状況の報告

■対応者：情報連絡担当

・区内医療機関の被災状況の報告

■対応者：医薬品等担当

・医薬品、医療資器材の要請

・応急救護センターへ医療救護班等の

派遣

・医療機関情報の提供

・医薬品、医療資器材の供給

保健所班 ■対応者：避難所調整担当

・避難所への巡回診療及び保健指導に

係る連絡調整及び結果の報告

・避難所応急救護所との連絡調整

・避難所への巡回診療及び保健指導に

係る連絡調整

避難所班 ■対応者：避難所調整担当

・避難所への巡回診療及び保健指導の

連絡調整

・避難所応急救護所への医療救護班の

派遣調整

・避難所応急救護所の状況報告

・避難所応急救護所における医療需要

の報告

感染症対策班 ■対応者：感染症予防担当

・防疫活動用薬剤、資材等の要請 ・防疫活動用薬剤、資材等の供給

２ 医療機関情報の把握、発信

主に医療機関情報の収集は医療対策本部からの情報提供によるものとするが、医療対策本部に

おける情報収集は相当数の時間を要するため、避難者からの聞き取りなどにより、独自で情報収

集に努めるものとする。また、医療機関情報を区民に広く周知するため、応急救護センター内で

の掲示、区ホームページでの発信などを行う。

なお、医療機関情報の収集は、第２章第２節の３「医療機関情報の把握・整理」に基づき、主

に医療対策本部が行うこととしており、電話等による重複の情報収集は医療機関の負担にもつな

がるため極力避けること。

３ 医療救護班の配置調整及び活動状況の報告

応急救護センター内の応急救護所、避難所応急救護所等における医療需要を把握し、医療救護

班の配備計画を作成する。配備計画を基に医療対策本部に医療救護班の派遣を要請し、医療対策

本部をとおして医療救護班が派遣された際には、受入先と調整するとともに、医療救護活動状況
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を収集し、医療対策本部に報告する。

４ 医薬品、医療資器材の調整

   医薬品、医療資器材は、原則、医療救護班が携行するが、応急救護所及び避難所応急救護所に

て不足が生じた場合には、医療対策本部に要請する。医療対策本部をとおして手配された際には、

受入れ、払出し及び保管の管理を行う。

 ５ 避難所における巡回診療及び保健指導に係る調整

   避難所の巡回診療及び保健指導について、総合調整を行う保健所班及び避難所の運営管理を行

う避難所班と調整し対応する。巡回診療は医師職が行うが、必要に応じて、医療対策本部に医療

救護班の派遣を要請する。

第３節 応急救護所での活動内容

１ 主な関係機関との連絡調整

関係部 応急救護所から 応急救護所へ

医療対策本部 ■対応者：応急救護所担当

・医療機関情報の提供

消防部 ■対応者：応急救護所担当

・患者搬送の調整

２ 応急手当

   医療救護班等が到着するまでの間、負傷者への応急手当を行い、医療救護班等が到着した後は、

医療救護班等の補助を行う。また、対応記録は、災害医療チームの標準診療日報である J-SPEED
を活用することが望ましい。

   なお、応急救護所で行う医療行為に伴う費用は無償とする。

 ３ 患者搬送

中等症傷病者及び重症傷病者について、医療機関への患者搬送の調整を行う。基本的には、消

防救急車を利用するものとするが、車両が不足する場合は、消防部と調整し、「大規模災害等発

生時における傷病者の搬送業務に関する協定」に基づく対応を検討する。なお、搬送先として、

重症傷病者は、札幌市災害時基幹病院、中等症傷病者は、救急告示医療機関または二次救急医療

機関から選定する。
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第４章 その他の救護所

第１節 現場応急救護所の概要及び活動内容

１ 指揮命令系統

発災現場においては、消防部が医療救護活動の調整などのコーディネートを行う。

２ 構成員及び役割

構成員 役割

消防部 ○現場応急救護所における応急手当

○医療従事者の把握・管理

○患者の搬送

３ 設置期間及び設置場所

災害の規模に応じ、必要に応じて発災現場等に現場応急救護所を設置する。

４ 現場応急救護所での活動内容

必要に応じ、医療対策本部に対し、医療救護班の派遣要請を行う。また、負傷者への応急手当

を行い、医療機関へ患者を搬送する。

第２節 避難所応急救護所の概要及び活動内容

１ 構成員及び役割

構成員 役割

市職員

（救護ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

○避難所内への救護室の設置

○病人、けが人、災害時要援護者への対応

○災害時要援護者相談窓口の設置

○遺体の安置

２ 設置期間及び設置場所

救護グループの担当が、施設管理者と協議の上、必要に応じて避難所内に応急救護所を設置す

る。

３ 避難所応急救護所での活動内容

札幌市が策定した「避難場所運営マニュアル」に基づき対応する。避難所応急救護所では、応

急処置を行うが、対応できない場合には、速やかに保健センター内に設置される応急救護センタ

ー等に応援を要請する。また、災害時要援護者のうち、避難所での生活が困難な方については、

設備のある別の避難所や福祉避難所への移転、病院への収容を検討し区災害対策本部に要請する。
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第３節 夜間急病センター応急救護所の概要及び活動内容

１ 指揮命令系統

夜間急病センター応急救護所長は、札幌市医師会長が指定する者とする。

２ 構成員及び役割

構成員 役割

札幌市医師会 ○夜間急病センター応急救護所における応急手当

○患者の搬送

３ 設置時期及び設置場所

札幌市災害対策本部が設置された場合、必要に応じて夜間急病センター（札幌市中央区大通西

19 丁目）内に設置する。

４ 夜間急病センター応急救護所での活動

発災現場から搬送された傷病者のトリアージ、応急手当等を行い、医療機関へ患者を搬送する。

また、必要に応じ、医療対策本部に対し、医療救護班の派遣要請を行う。
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第５章 その他

第１節 患者の対応

１ 慢性腎不全患者

医療対策本部は、集約した医療機関情報を札幌市医師会、札幌市透析医会に提供し、関係医療

機関への連絡調整及び受入交渉等に係る協力を要請することにより対応する。また、医療対策本

部は、ホームページ等により透析医療機関の情報を発信する。

 ２ 在宅呼吸療法患者

医療対策本部は、保健所班等の関係各班と情報を共有する。また、保健福祉局において、市か

ら在宅酸素取扱事業者等に協力を要請し、対応する仕組みを検討している。

第２節 情報伝達体制

１ 概要

   災害に係る情報は、正確かつ迅速に送受信する必要がある。情報を送受信する際は、必ず発信

日時、送受信者氏名を伝達することが求められる。

２ 伝達手段

   災害時に使用しうる通信手段は以下のとおりである。なお、災害の種類や被害の規模などによ

って情報通信手段の優先順位はあらかじめ特定できないことから、そのとき使用可能な通信手段

を臨機応変に活用する。

 固定回線（電話・FAX）

 災害時優先電話

 札幌市防災行政無線

各局区、防災関係機関、災害時基幹病院、札幌市医師会、札幌歯科医師会、札幌薬剤師会等

等に設置（危機管理対策室イントラページに掲載）

 札幌市医師会緊急連絡システム

札幌市医師会が整備するシステムであり、登録済みの医療機関等に対して電子メールにて緊

急連絡を行う。

 広域災害救急医療情報システム（EMIS）
    災害時に被災した都道府県を越えて医療機関の稼動状況など災害医療に関わる情報を共有

し、被災地域での迅速且つ適切な医療・救護に関わる各種情報を集約・提供する。

 札幌市防災支援システム

    庁内間で各種被害状況等を共有する。

 電子メール

第３節 医薬品等の供給体制

１ 概要

   医療機関からの供給要請については、原則、医薬品等卸売販売業者を案内する。医薬品等卸売
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販売業者による供給が困難な場合は、北海道医務薬務課を案内し、北海道の備蓄医薬品等により

対応する。また、応急救護所等からの供給要請については、医療対策本部が一元的に集約・管理

を行い、北海道医務薬務課または北海道医薬品卸売業協会に要請し、供給された際には、支援要

請を受けた応急救護所等へ配分等の調整を行う。

２ 救急セット

   保）医療政策課は、応急救護所において必要となる医療資器材として、各区保健センターに救

急セットを配置し、災害対応にて使用した場合は更新する。また、平時における管理及び有効期

限切れ等に伴う更新は、保）医療政策課及び各区保健センターで協議のうえ対応する。

３ 補給医薬品等の搬送

   「災害時における医薬品等の供給・管理等に関する要領」に基づき、医療救護活動実施機関か

ら医薬品等の供給要請を受けた医薬品等卸売販売業者及び北海道赤十字血液センターは、自らが

保有するまたは調達した車両等により、救護所等へ医薬品等を搬送する。また、北海道の備蓄医

薬品等が供給される際には、原則、医薬品等備蓄業者の車両によることを基本とする。

北海道医薬品等卸売業協会に要請した医薬品等の搬送は、原則、同協会の会員各社が行うこと

とするが、車両等が不足する場合は、札幌市が（一社）札幌ハイヤー協会と締結している「災害

時における緊急輸送等に関する協定」に基づき、医療対策本部にて車両等の確保を行う。

第４節 保健医療調整会議

発災後 3 日以内を目途に、医療対策本部のほか、保健福祉部関係各班、消防部、北海道、関係機

関等による情報共有を目的として、保健医療調整会議を開催する。その後も必要に応じて開催を検

討する。

第５節 平時からの備え

保）医療政策課は、地域災害医療コーディネーターと協力し、医療機関向けの研修等により災害

医療救護活動に係る周知、啓発を行う。また、災害医療救護活動に関わる職員は、広域災害救急医

療情報システム（EMIS）の入力やクロノロジーの作成に係る研修等を積極的に受講するなどし、

職員の災害対応能力の向上に努める必要がある。

また、保）医療政策課は、本計画等の関係規程について適宜見直すとともに、関係機関との連携

体制を確保する。

 関係各課は、本計画のみならず、独自のマニュアル等を整備することにより、災害時医療救護活

動を円滑に行えるように備えることが望ましい。



関係機関連絡先

■行政機関

名称 所在地 担当窓口 電話番号 FAX番号 防災行政無線番号

札幌市災害対策本部 中央区北１条西２丁目　札幌市役所
札幌市危機管理対策室危機管理対策部
危機管理対策課

011-211-3062 011-218-5115 052、053、054

札幌市医療対策本部 中央区大通西19丁目　WEST19
札幌市保健福祉局保健所
医療政策課

011-622-5162 011-622-5168 112

中央区応急救護センター 中央区南３条西11丁目　中央区役所分庁舎
札幌市中央区保健福祉部
健康・子ども課

011-511-7222 011-511-8499 147

北区応急救護センター 北区北25条西６丁目１－１　北保健センター
札幌市北区保健福祉部
健康・子ども課

011-757-1185 011-757-1187 149

東区応急救護センター 東区北10条東７丁目　東保健センター
札幌市東区保健福祉部
健康・子ども課

011-711-3211 011-711-3217 151

白石区応急救護センター 白石区南郷通１丁目南８－１　白石区複合庁舎
札幌市白石区保健福祉部
健康・子ども課

011-862-1881 011-864-2050 153

厚別区応急救護センター 厚別区厚別中央１条５丁目３－２　厚別保健センター
札幌市厚別区保健福祉部
健康・子ども課

011-895-1881 011-895-5922 270

豊平区応急救護センター 豊平区平岸６条10丁目１－１　豊平保健センター
札幌市豊平区保健福祉部
健康・子ども課

011-822-2469 011-822-4111 276

清田区応急救護センター 清田区平岡１条１丁目２－１　清田区総合庁舎
札幌市清田区保健福祉部
健康・子ども課

011-889-2047 011-889-2405 282

南区応急救護センター 南区真駒内幸町１丁目３－２　南保健センター
札幌市南区保健福祉部
健康・子ども課

011-581-5211 011-582-4564 159

西区応急救護センター 西区琴似２条７丁目１－20　西保健センター
札幌市西区保健福祉部
健康・子ども課

011-621-4241 011-641-0392 161

手稲区応急救護センター 手稲区前田１条11丁目１－10　手稲区庁舎
札幌市手稲区保健福祉部
健康・子ども課

011-681-2478 011-681-4937 163

北海道保健福祉部
総務課

中央区北3条西6丁目 政策調整グループ 011-204-5242 011-232-8368

北海道保健福祉部
地域医療推進局地域医療課

中央区北3条西6丁目 救急医療グループ 011-204-5250 011-232-4472

北海道保健福祉部
地域医療推進局医務薬務課

中央区北3条西6丁目 医務薬務グループ 011-204-5993 011-232-4108

救急安心センターさっぽろ 中央区南4条西10丁目 監督員 011-242-7119 011-241-7331

■医療関係団体

名称 所在地 電話番号（代表電話） FAX番号 防災行政無線番号

札幌市医師会 中央区大通西19丁目1 011-611-4181 011-643-1511 554



札幌歯科医師会 中央区南7条西10丁目 011-511-1543 555

札幌薬剤師会 豊平区平岸1条8丁目5-12 北海道薬事会館 011-814-5556 011-814-0093 572

北海道柔道整復師会札幌ブロック 中央区大通西18丁目１番地15 011-642-6163 011-642-5908

北海道医薬品卸売業協会 中央区南2条西12丁目324-2　ヴィラ・プリンス4階　401号 011-522-8463 011-522-8463

■札幌市災害時基幹病院

名称 所在地 電話番号 FAX番号 防災行政無線番号

札幌医科大学附属病院 中央区南1条西16丁目291番地 011-611-2111 011-621-8059 556

市立札幌病院 中央区北11条西13丁目1-1 011-726-2211 011-726-7912 056

JA北海道厚生連
札幌厚生病院

中央区北3条東8丁目5番地 011-261-5331 011-271-5320 557

NTT東日本札幌病院 中央区南1条西15丁目 011-623-7000 011-623-8000 558

北海道大学病院 北区北14条西5丁目 011-716-1161 011-706-7627 559

勤医協中央病院 東区東苗穂5条1丁目9-1 011-782-9111 011-781-0680 560

札幌東徳洲会病院 東区北33条東14丁目3番1号 011-722-1110 011-723-5631 561

北海道がんセンター 白石区菊水4条2丁目3番54号 011-811-9111 011-832-0652 562

JCHO札幌北辰病院 厚別区厚別中央2条6丁目2-1 011-893-3000 011-893-4001 563

札幌徳洲会病院 厚別区大谷地東1丁目1-1 011-890-1110 011-896-2202 956

JCHO北海道病院 豊平区中の島1条8丁目3番18号 011-831-5151 011-821-3851 564

KKR札幌医療センター 豊平区平岸1条6丁目3-40 011-822-1811 011-841-4572 957

自衛隊札幌病院 南区真駒内17 011-581-3101 011-581-3121 955

北海道医療センター 西区山の手5条7丁目1番1号 011-611-8111 011-611-5820 567

北海道大野記念病院 西区宮の沢2条1丁目16番1号 011-665-0020 011-665-0242 958

手稲渓仁会病院 手稲区前田1条12丁目1-40 011-681-8111 011-685-2998 568



総　数 一　般 療　養 精　神 結核 感染

特定医療法人　平成会
平成会病院

札幌市中央区北1
条西18丁目1番1

82 82 外・リハ・放・形・麻・消内・呼内 011-631-0333

時計台記念病院
札幌市中央区北1
条東1丁目2番地3

250 250
内・循内・消内・糖尿病内科・整・リハ・形・
婦・脳外・眼・精・麻・放・リウ・外・緩和ケア
内科・血管外科・腎臓内科・泌

○ 011-251-1221

ＪＲ札幌病院
札幌市中央区北3
条東1丁目1番地

312 312

内・精・小・外・整・皮・泌・肛門外科・産婦・
眼・耳・放・歯外・麻・リウ・呼内・呼吸器外
科・循内・血管外科・消内・腎臓内科・乳腺外
科・病理診断科・糖尿病内科

○ 011-208-7150

ＪＡ北海道厚生連札幌
厚生病院

札幌市中央区北3
条東8丁目5番地

519 519

内・呼内・消内・循内・小・外・整・皮・泌・産
婦・眼・耳・リハ・放・麻・脳神経内科・心外・
精・緩和ケア・「糖尿病・内分泌内科」、血液内
科、化学療法内科、消化器外科、病理診断科

○ 011-261-5331

国家公務員共済組合連
合会　斗南病院

札幌市中央区北
４条西７丁目３
－８

283 283

消内・腫瘍内科・呼内・リウ・「糖尿病・内分泌
内科」・循内・血液内科・内・消外・呼外・内視
鏡外科・乳外・心・整・形・皮・泌・婦・婦（生
殖医療）・眼・耳・頭頸部外科・麻・放射線診断
科・放射線治療科・リハ・病理診断科

○ 011-231-2121

医療法人社団正心会
岡本病院

札幌市中央区北7
条西26丁目3番1
号

217 28 189 内・精・神・呼・消・循 011-611-2351

医療法人札幌円山整形
外科病院

札幌市中央区北7
条西27丁目1番3
号

110 110 リウ・整・リハ・麻 ○ 011-612-1133

医療法人桑園中央病院
札幌市中央区北8
条西16丁目28番
35号

68 38 30
内・外・泌・リハ・放・麻・皮・循内・血管外
科・形・糖尿病内科

011-621-1023

札幌渓仁会リハビリ
テーション病院

札幌市中央区北
１０条西１７丁
目３６－１３

143 143 内・リハ 011-640-7012

市立札幌病院
札幌市中央区北
11条西13丁目1番
1号

747 701 38 8

内・精・神内・リウ・小・外・整・形・脳外・呼
外・小外・皮・泌・産婦・眼・耳・リハ・麻・呼
内・消内・消化器外科・循内・腎臓内科・血液内
科・腫瘍内科・乳腺外科・病理診断科・救急科・
歯外・心外・糖尿病内分泌内科・新生児内科・緩
和ケア内科・感染症内科・腎臓移植外科・放射線
診断科・放射線治療科

○ 011-726-2211

札幌循環器病院
札幌市中央区北
11条西14丁目29
番15号

89 89 内・消内・循内・腎臓内科（人工透析） 011-747-5821

医療法人社団健心会
桑園病院

札幌市中央区北
12条西15丁目1番
30号

156 156 心内・精・神 011-716-2497

札幌南一条病院
札幌市中央区南1
条西13丁目317番
地1

147 147
内・呼内・消内・循内・腎臓内科・糖尿病内科・
放・リハ・血管外科・人工透析内科

011-271-3711

社会医療法人　医仁会
中村記念病院

札幌市中央区南1
条西14丁目291番
地190

499 499
内・循内・神内・「糖尿病・代謝内科」・外・消
化器外科・消内・整・心外・脳外・眼・耳・リ
ハ・放・麻・病理診断科・小児神経内科

○ 011-231-8555

ＮＴＴ東日本札幌病院
札幌市中央区南1
条西15丁目290番
地

301 301

精・呼内・消内・循内・小・外・消化器外科・呼
吸器外科・整・皮・泌・産婦・眼・耳・放・麻・
心外・腎臓内科・人工透析内科・「血液・腫瘍内
科」・糖尿病内分泌内科・リウ・病

○ 011-623-7000

札幌医科大学附属病院
札幌市中央区南1
条西16丁目291番
地

938 890 42 6

内・精・循・小・外・整・形・脳外・心外・皮・
泌・産婦・眼・耳・リハ・歯・歯外・麻・脳神経
内科・矯歯・救・病・呼外・放射線治療科・放射
線診断科

○ 011-611-2111

許可病床数（使用許可ベース）
標 ぼ う 診 療 科 目 電 話 番 号

救急告
示

<病院 H30.10.1現在>

所 在 地病 院 名 称
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総　数 一　般 療　養 精　神 結核 感染
許可病床数（使用許可ベース）

標 ぼ う 診 療 科 目 電 話 番 号
救急告

示

<病院 H30.10.1現在>

所 在 地病 院 名 称

医療法人萬田記念病院
札幌市中央区南2
条西1丁目1番地

89 89 内・消内・糖尿病内科・腎臓内科・眼 011-231-4032

医療法人社団いとう整
形外科病院

札幌市中央区南2
条西10丁目5番地

80 80 内・整・リハ・麻 ○ 011-241-5461

一般財団法人　札幌同
交会病院

札幌市中央区南2
条西19丁目291番
地

166 118 48 内・消内・リハ・放・リウ、循内 011-611-9131

札幌南三条病院
札幌市中央区南3
条西6丁目4番2号

99 99 内・呼外・呼内・消内・脳外・麻・放 011-233-3711

創成東病院
札幌市中央区南3
条東3丁目13番地

94 47 47 内・胃腸内科（内視鏡）・リハ 011-222-2117

医療法人菊郷会　愛育
病院

札幌市中央区南4
条西25丁目2番1
号

164 164
内・消内・循内・血液内科・外・整・小・乳腺外
科・リハ・麻酔・糖内

○ 011-563-2211

医療法人大空　札幌ス
スキノ病院

札幌市中央区南6
条西8丁目5番地

50 50 内・消内・呼内・透内・循内・外・消外・リハ 011-512-2000

医療法人社団清和会
南札幌病院

札幌市中央区南9
条西7丁目1番23
号

94 94
内・呼内・消内・循内・リハ・糖尿病内科・腎臓
内科

011-511-3368

札幌中央病院
札幌市中央区南9
条西10丁目1番50
号

180 180
内・呼内・呼外・消内・消化器外科・循内・外・
整・心外・リハ・リウ・麻・腎臓内科・形・糖尿
病・内分泌内科・泌

○ 011-513-0111

医療法人社団銀杏会
川西内科胃腸科病院

札幌市中央区南
11条西8丁目2番
25号

85 85 内・胃内・消内・内視鏡内科・緩和ケア内科 011-511-2060

医療法人社団心和会
心和病院

札幌市中央区南
13条西20丁目1番
6号

40 40 内・循内・リハ・麻・ペインクリニック内科 011-551-4184

医療法人藻友会　札幌
いしやま病院

札幌市中央区南
15条西10丁目4番
1号

89 89 肛門外科・内視鏡外科（大腸・胃） 011-551-2241

医療法人社団慶愛会
札幌花園病院

札幌市中央区南
15条西15丁目1番
30号

227 227 内・精・神 011-561-6131

医療法人社団　土田病
院

札幌市中央区南
21条西9丁目2－
11

134 42 92
内・呼内・消内・消化器外科・循内・外・整・リ
ハ・放・肛門外科・内分泌外科・救急科

○ 011-531-7013

医療法人社団慈藻会
平松記念病院

札幌市中央区南
22条西14丁目1番
20号

228 228 内・精・心内 011-561-0708

医療法人社団札幌外科
記念病院

札幌市中央区南
23条西15丁目1番
30号

99 99
内・消内・消化器外科・外・整・小外・肛門外
科・放・麻・リハ・循内・循環器外科

○ 011-563-0151

社会医療法人北海道循
環器病院

札幌市中央区南
27条西13丁目1番
30号

95 95
内・呼内・消内・循内・外・心外・リハ・麻・
放・内分泌・糖尿病内科

011-563-3911

慈啓会病院
札幌市中央区
旭ヶ丘5丁目6番
50号

235 92 44 99
内・精・リハ・老年内科・消内・放射線診断科・
漢内

011-561-8292

札幌西円山病院
札幌市中央区円
山西町4丁目7番
25号

603 420 183 内・神内・リハ・歯・循 011-642-4121

医療法人北仁会　旭山
病院

札幌市中央区双
子山 4丁目3番33
号

374 374 内・精・心内 011-641-7755

医療法人社団明日佳
札幌明日佳病院

札幌市中央区宮
の森 1条17丁目1
番25号

243 243 内・リハ・歯 011-641-8813

医療法人讃生会　宮の
森記念病院

札幌市中央区宮
の森 3条7丁目5
番25号

92 92 内・消内・循内・腎臓内科・外・脳外・リハ 011-641-6641

医療法人社団恵和会
宮の森病院

札幌市中央区宮
の森1237番地1

240 240 内・歯 011-611-2211

中央区計 39 8,661 6,196 1,098 1,353 6 8 14

医療法人社団　太黒胃
腸内科病院

札幌市北区北11
条西3丁目1番15
号

60 60 内・胃腸内科 011-716-9161
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総　数 一　般 療　養 精　神 結核 感染
許可病床数（使用許可ベース）

標 ぼ う 診 療 科 目 電 話 番 号
救急告

示

<病院 H30.10.1現在>

所 在 地病 院 名 称

札幌マタニティ・ウイ
メンズホスピタル

札幌市北区北13
条西4丁目2番23
号

52 52 小・産・婦 011-746-5505

北海道大学病院
札幌市北区北14
条西5丁目

944 874 70

内・消内・循内・血液内科・腫瘍内科・精・神
内・小・小外・整・形・脳外・循環器外科・消化
器外科・呼吸器外科・皮・泌・産・「乳腺・内分
泌内科」・眼・耳・リハ・放・放射線診断科・放
射線治療科・歯・矯歯・小歯・歯外・麻・救

○ 011-716-1161

社会医療法人秀眸会
大塚眼科病院

札幌市北区北16
条西4丁目2-17

52 52 内・眼 011-747-5211

松田整形外科記念病院
札幌市北区北１
８条西4丁目1番
35号

60 60 リウ・整・リハ・麻・歯・歯外 ○ 011-746-3666

医療法人社団　心優会
中江病院

札幌市北区北22
条西7丁目18番地
2番1号

280 280 内・精・心内・歯 011-716-7181

長生会病院
札幌市北区北25
条西16丁目2番1
号

120 28 92 内・消 011-726-4835

社会医療法人　北腎会
坂泌尿器科病院

札幌市北区北30
条西14丁目3番1
号

40 40 循・泌・麻 011-709-1212

社会医療法人北楡会
開成病院

札幌市北区北33
条西6丁目2番35
号

108 108 内・消内・血液内科・外・麻 011-757-2201

医療法人社団憲仁会
牧田病院

札幌市北区新琴
似1条2丁目6番25
号

57 57 内・呼・アレ 011-761-4835

医療法人研成会　札幌
鈴木病院

札幌市北区新琴
似3条1丁目1番27
号

163 163 内・心内・精・神・胃・循内・神内 011-709-5511

医療法人　麻生整形外
科病院

札幌市北区新琴
似8条2丁目2番5
号

53 53 整・リハ・麻 ○ 011-764-3311

医療法人社団　北札幌
病院

札幌市北区新琴
似9条1丁目1番1
号

95 35 60 内・呼吸気内科・循内・消内・外・整 ○ 011-756-1111

晴生会さっぽろ病院
札幌市北区新川1
条1丁目1番23号

93 46 47 内・リハ 011-716-8155

医療法人　新川新道整
形外科病院

札幌市北区新川5
条4丁目2番8号

72 32 40
整・リハ・麻・ペインクリニック外科・漢方内
科・リウ・内

○ 011-763-0110

特定医療法人朋友会
石金病院

札幌市北区新川
714番地2

210 210 内・精・神 011-762-4111

社会医療法人延山会
北成病院

札幌市北区新川
西3条2丁目10番1
号

138 54 84 内・呼・消・循・放 011-764-3021

医療法人社団栄杜会
小原病院

札幌市北区屯田9
条12丁目5-1

145 145 内・精・神 011-771-0881

医療法人社団　札幌百
合の会病院

札幌市北区百合
が原11丁目186

136 48 88
内・消内・呼内・循内・リハ・糖尿病内科・内分
泌内科

011-771-1501

医療法人社団　荒木病
院

札幌市北区篠路3
条2丁目1番92号

148 27 121 内・精・神 011-771-5731

社会医療法人康和会
札幌しらかば台篠路病
院

札幌市北区篠路7
条4丁目2番15号

180 60 120 内・消内・リハ 011-773-0711

医療法人社団　五稜会
病院

札幌市北区篠路9
条6丁目2番3号

193 193 内・心内・精・消内 011-771-5660

医療法人社団翔嶺館
札幌優翔館病院

札幌市北区東茨
戸２条２丁目８
番２５号

144 96 48
内・外・消内・循内・呼内・リハ・神経精神科・
人工透析外科

011-772-9211

北海道医療大学病院
札幌市北区あい
の里2条5丁目

24 24
内・消内・呼内・循内・小・皮・整・耳・心内・
歯・小歯・矯歯・歯外・眼

011-778-7575

北区計 24 3,567 1,779 606 1,182 0 0 5
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天使病院
札幌市東区北12
条東3丁目1-1

260 260

内・呼内・消内・循内・外・小児外科・乳外・産
婦・小・麻・整・耳・眼・精・放・血液内科・
「糖尿病・代謝内科」・肝臓内科・人工透析内
科・形

○ 011-711-0101

医療法人社団誠心会
誠心眼科病院

札幌市東区北15
条東18丁目5番15
号

23 23 眼 011-785-3111

医療法人社団札幌道都
病院

札幌市東区北17
条東14丁目3番2
号

188 188
内・呼内・消内・消化器外科・循内・神内・外・
肛門外科・リハ・形・放・麻

011-731-1155

医療法人育愛会　札幌
東豊病院

札幌市東区北17
条東15丁目3番1
号

67 67 小・産・婦・麻 011-704-3911

医療法人セレス　さっ
ぽろ神経内科病院

札幌市東区北２
１条東２１丁目
２番１号

62 62 神内、内、ペインクリニック内科、リハ 011-870-5700

医療法人札幌麻生脳神
経外科病院

札幌市東区北22
条東1丁目1番40
号

145 145 神内・脳外・リハ・放 ○ 011-731-2321

医療法人社団我汝会
さっぽろ病院

札幌市東区北24
条東1丁目3番7号

50 50 整・リハ・麻 011-753-3030

社会医療法人社団愛心
館　愛心メモリアル病
院

札幌市東区北27
条東1丁目1番15
号

71 71 循内・人工透析内科・外・心外・眼・皮 ○ 011-752-3535

北光記念病院
札幌市東区北27
条東8丁目1番6号

145 145 内・消内・循内・心外・放・腎臓内科 011-722-1133

医療法人啓生会病院
札幌市東区北27
条東20丁目5番25
号

211 211 精・心内 011-781-9321

札幌東和病院
札幌市東区北30
条東18丁目8番1
号

210 210 内・リハ・放 011-784-1118

医療法人徳洲会　札幌
東徳洲会病院

札幌市東区北33
条東14丁目3番1
号

325 325

内・呼内・消内・腎臓内科・循内・小・外・消化
器外科・整・脳外・心外・皮・形・耳・リハ･
眼・麻・歯外・病理診断科・肛門外科・救急科・
乳腺外科・放射線診断科・放射線治療科・「血
液・腫瘍内科」・泌・頭頸部外科

○ 011-722-1110

社会医療法人耳鼻咽喉
科麻生病院

札幌市東区北40
条東1丁目1番7号

35 35 耳・気・麻・歯外 011-731-4133

北海道泌尿器科記念病
院

札幌市東区北41
条東1丁目1番25
号

40 40 泌・放・麻 011-711-1717

特定医療法人とこはる
東栄病院

札幌市東区北41
条東16丁目3番14
号

52 52
内・消内・糖尿病内科・小児科（感染症・アレル
ギー疾患）

011-782-0111

社会医療法人禎心会
札幌禎心会病院

札幌市東区北33
条東1丁目3番1号

279 279

内・神内・形・脳外・心外・婦・歯・リハ・麻・
歯外・消内・循内・腫内・消外・乳外・放射線診
断科・放射線治療科・頭頸部外科・病理診断科・
ペインクリニック外科・呼吸器内科

○ 011-712-1131

札幌心臓血管クリニッ
ク

札幌市東区北49
条東16丁目8番1
号

85 85 内・循内・心臓内科・心外・麻 ○ 011-784-7847

医療法人社団豊生会
東苗穂病院

札幌市東区東苗
穂3条1丁目2番18
号

161 60 101
内・呼内・消内・循内・神内・腎臓内科（人工透
析）・リハ・歯・老年脳神経外科・心外・放

011-784-1121

勤医協中央病院
札幌市東区東苗
穂5条1丁目9番1
号

450 450

内・外・整・麻・放射線治療科・眼・婦・リハ・
精・心外・呼外・泌・乳腺外科・肛門外科・呼
内・消内・循内・消化器外科・緩和ケア内科・リ
ウ・「糖尿病・内分泌内科」・腎臓内科・肝臓外
科・膵臓外科・放射線診断科・病理診断科・救急
科・血液内科・脳神経内科

○ 011-782-9111

医療法人社団英仁会
札苗病院

札幌市東区東苗
穂7条2丁目8番20
号

54 24 30 内・消内・循内・リハ 011-783-3311

医療法人社団大蔵会
札幌佐藤病院

札幌市東区伏古2
条4丁目10番15号

244 244
内・心内・精・神経精神科・整・リハ・歯・小
歯・歯外

011-781-5511
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社会医療法人朋仁会
整形外科北新東病院

札幌市東区伏古5
条3丁目3番2号

60 60 整・リハ・麻 ○ 011-782-8339

医療法人彰和会　北海
道消化器科病院

札幌市東区本町1
条1丁目2番10号

199 199
内・消内・消化器外科・外・腫瘍内科・肛門外
科・放・麻・病理診断科・緩和ケア内科

011-784-1811

社会医療法人社団三草
会　クラーク病院

札幌市東区本町2
条4丁目8番20号

225 225 内・消内・循内・リウ・整・泌・リハ・麻 ○ 011-782-6160

東区計 24 3,641 2,845 341 455 0 0 9

医療法人社団三樹会病
院

札幌市白石区東
札幌2条3丁目6番
10号

99 99 皮・泌・放・麻 011-824-3131

医療法人東札幌病院
札幌市白石区東
札幌3条3丁目7番
35号

243 243

内・呼内・消内・循内・糖尿病内科・血液内科・
腫瘍内科・緩和ケア内科・心内・外・消化器外
科・「胃・大腸・肛門外科」・乳腺外科・内分泌
外科・放・歯・歯外・麻

011-812-2311

医療法人社団明日佳
白石明日佳病院

札幌市白石区東
札幌5条5丁目2番
5号

99 99 内・循内・リハ・歯 011-823-5151

医療法人社団明珠会
札幌白石産科婦人科病
院

札幌市白石区東
札幌5条6丁目6番
28号

41 41 産・婦・麻・新生児内科 011-862-7211

社会医療法人北楡会
札幌北楡病院

札幌市白石区東
札幌6条6丁目5番
1号

281 281

内・消内・呼内・循内・血液内科・腎臓内科・糖
尿病代謝内科・緩和ケア内科・外・腎臓移植外
科・整・泌・小・放・麻・歯・肛門外科・消化器
外科

○ 011-865-0111

医療法人社団同仁会
長野病院

札幌市白石区中
央3条5丁目4番30
号

282 282 内・精・心内 011-861-1037

医療法人杏医会　札幌
呼吸器科病院

札幌市白石区栄
通3丁目3番35号

52 52 内・呼内・消内・循内・アレ・リハ 011-853-5311

医療法人社団豊武会
幌東病院

札幌市白石区本
郷通7丁目南4番
30号

240 240 内、リハ 011-861-4121

医療法人信佑会　吉田
記念病院

札幌市白石区本
通2丁目南5番10
号

89 33 56 内・消内・循内・放・リハ 011-864-2125

札幌白石記念病院
札幌市白石区本
通8丁目南1番10
号

103 103 循内・脳外・リハ・放・麻 011-863-5151

社会医療法人恵佑会第
２病院

札幌市白石区本
通13丁目北7番1
号

135 135 内・消内・放射線診断科 011-863-2111

社会医療法人恵佑会札
幌病院

札幌市白石区本
通14丁目北1番1
号

229 229

呼吸器外科・消化器外科・消内・腫瘍内科・緩和
ケア内科・外・乳腺外科・頭頸部外科・耳・気管
食道外科・放射線診断科・放射線治療科・歯・
麻・歯外・泌・アレ・病理診断科・美容外科・形
成外科

○ 011-863-2101

医療法人白石中央病院
札幌市白石区平
和通3丁目北2番3
号

96 50 46 内・外・整 011-861-8171

勤医協札幌病院
札幌市白石区菊
水4条1丁目9番22
号

105 105
内・精・神・消・呼・循・小・外・整・皮・産・
婦・眼・耳・リハ・放・アレ・リウ・心内・麻

011-811-2246

独立行政法人国立病院
機構北海道がんセン
ター

札幌市白石区菊
水4条2丁目3-54

430 430

呼内・消内・循内・血液内科・消化器外科・呼吸
器外科・乳腺外科・腫瘍整形外科・精・皮・泌・
婦・眼・頭頸部外科・放射線診断科・放射線治療
科・麻・脳外・心外・形・緩和ケア内科・病理診
断科・臨床検査科・リハ・歯外・感染症内科

○ 011-811-9111

社会医療法人朋仁会
整形外科北新病院

札幌市白石区菊
水元町3条3丁目1
番18号

52 52 整・リハ・麻 ○ 011-871-3660

医療法人菊郷会　札幌
センチュリー病院

札幌市白石区菊
水元町5条3丁目5
番10号

150 150 内・消・循・外・整・泌・乳腺外科・麻 ○ 011-871-1121

5 / 10 



総　数 一　般 療　養 精　神 結核 感染
許可病床数（使用許可ベース）

標 ぼ う 診 療 科 目 電 話 番 号
救急告

示

<病院 H30.10.1現在>

所 在 地病 院 名 称

医療福祉センター札幌
あゆみの園

札幌市白石区川
北2254番地1

186 94 92 内・小・精・神・歯・麻 011-879-5555

医療法人菊郷会　石橋
胃腸病院

札幌市白石区川
下3条4丁目2番1
号

106 76 30 内・消内 011-872-5811

社会医療法人共栄会
札幌トロイカ病院

札幌市白石区川
下577番地8

419 419 内・精・歯 011-873-1221

医療法人社団幸仁会
札幌ロイヤル病院

札幌市白石区米
里5条1丁目3番30
号

258 258 内・精・神 011-872-0121

白石区計 21 3,695 2,173 563 959 0 0 5

勇気会医療法人　北央
病院

札幌市厚別区青
葉町11丁目2番10
号

99 60 39 内・消内・腫内・血内 ○ 011-892-8531

医療法人社団悠仁会
羊ヶ丘病院

札幌市厚別区青
葉町3丁目1番10
号

68 68 内・整・リハ・麻 ○ 011-351-2211

医療法人新さっぽろ脳
神経外科病院

札幌市厚別区上
野幌1条2丁目1番
10号

135 135 脳外・リハ・麻・神内 ○ 011-891-2500

医療法人豊和会　新札
幌豊和会病院

札幌市厚別区大
谷地東2丁目5番
12号

140 140
内・消内・消化器外科・循内・外・大腸・肛門外
科・麻・腫瘍内科・腫瘍外科・乳腺外科・ペイン
クリニック外科 ・人工透析外科・リハ

○ 011-893-7000

医療法人重仁会　大谷
地病院

札幌市厚別区大
谷地東5丁目7番
10号

315 50 265 内・精・呼内・消内・心内 011-891-3737

新札幌循環器病院
札幌市厚別区厚
別中央2条4丁目9
番25号

99 99
腎臓内科・循内・人工透析内科・心外・胸部外
科・リハ

○ 011-892-1556

独立行政法人地域医療
機能推進機構札幌北辰
病院

札幌市厚別区厚
別中央2条6丁目2
番1号

276 276

内・呼内・消内・消化器外科・循内・リウ・小・
外・整・皮・泌・婦・眼・耳・リハ・麻・放射線
診断科・病理診断科・血液内科・腎臓内科・糖尿
病内科・乳腺外科

○ 011-893-3000

医療法人潤和会　札幌
ひばりが丘病院

札幌市厚別区厚
別中央3条2丁目
12番1号

176 118 58
内・呼内・消内・リハ・整・緩和ケア内科・老年
内科 011-894-7070

医療法人社団豊志会
肛門科なかやま病院

札幌市厚別区厚
別中央4条4丁目2
番8号

47 47 肛 011-894-5555

医療法人中山会　新札
幌パウロ病院

札幌市厚別区厚
別東2条6丁目4番
1号

393 111 282 内・消内・循内・リハ・歯 011-897-4111

医療法人社団翔嶺館
新札幌聖陵ホスピタル

札幌市厚別区厚
別東4条2丁目1番
30号

60 60
内・消内・循内・外・麻・脳外・リハ・人工透析
外科

011-898-2151

医療法人記念塔病院
札幌市厚別区厚
別東4条3丁目3-6

170 170 内・消内・循内・外・リハ 011-898-1521

医療法人徳洲会　札幌
徳洲会病院

札幌市厚別区大
谷地東1丁目1番1
号

301 301

内・消内・胃腸内科・循内・小・外・整・形・
皮・泌・産婦・肛門外科・麻・眼・耳・脳外・リ
ハ・放・歯・歯外・病理診断科・アレ・乳腺外
科・救

○ 011-851-1110

医療法人徹仁会　厚別
耳鼻咽喉科病院

札幌市厚別区厚
別西5条1丁目16
番22号

44 44 耳・眼・歯・歯外・小歯・矯歯・頭頸部外科 011-894-7003

医療法人社団明日佳
桜台明日佳病院

札幌市厚別区厚
別西5条5丁目1番
1号

199 　 99 100 内・循内・リハ・精 011-894-8181

医療法人新札幌整形外
科病院

札幌市厚別区厚
別南2丁目2番32
号

88 88 整・リハ・放・麻・リウ 011-893-1161

厚別区計 16 2,610 1,547 698 365 0 0 7

恵仁会佐々木内科病院
札幌市豊平区美
園7条8丁目6番20
号

42 42 内、眼、循内、糖尿病内科 011-831-5621
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医療法人社団　札幌朗
愛会　札幌朗愛会病院

札幌市豊平区月
寒西1条10丁目3
番30号

98 70 28
内・神内・心内・消内・循内・リハ・精・人工透
析内科

011-853-2111

医療法人社団北樹会病
院

札幌市豊平区月
寒西5条8丁目4-
32

275 155 120 内・神内・消内・循内・リハ・歯・歯外・整 011-856-1111

社会医療法人　仁陽会
西岡第一病院

札幌市豊平区西
岡3条6丁目8番1
号

103 103 内,消,整,リハ,麻,リウ ○ 011-852-7171

西岡病院
札幌市豊平区西
岡4条4丁目1番52
号

98 48 50 内・呼内・循内・消内 011-853-8322

医療法人小坂病院
札幌市豊平区福
住2条2丁目9番1
号

99 99 内 011-854-3161

医療法人社団光進会
札幌月寒病院

札幌市豊平区月
寒東1条13丁目4-
5

92 92 呼、消、循、外、肛、麻、内、心内 011-852-6777

医療法人柏葉脳神経外
科病院

札幌市豊平区月
寒東1条15丁目7
番20号

144 144 脳外・脳神経内科・循内・リハ・精・麻・放 ○ 011-851-2333

社会医療法人康和会
札幌しらかば台病院

札幌市豊平区月
寒東2条18丁目7
番26号

262 162 100 内・消内・循内・神内・整・リハ・アレ・リウ 011-852-8866

医療法人北志会　札幌
ライラック病院

札幌市豊平区豊
平6条8丁目2番18
号

167 131 36 内・神内・消内・整・リハ・麻 011-812-8822

独立行政法人地域医療
機能推進機構北海道病
院

札幌市豊平区中
の島1条8丁目3番
18号

358 312 46

内・呼内・消内・小・小(新生児)・外・整・皮・
泌・産婦・眼・耳・放射線診断科・麻・心外・リ
ウ・神内・腎臓内科・呼吸器外科・病理診断科・
「糖尿病・内分泌内科」・消化器外科・循内・リ
ハ

○ 011-831-5151

ＫＫＲ札幌医療セン
ター

札幌市豊平区平
岸1条6丁目3番40
号

410 410

内・呼内・消内・循内・神内・腫瘍内科・外・消
化器外科・呼外・乳腺外科・小児外科・脳外・
整・精・眼・皮・産婦・麻・耳・泌・放・放射線
診断科・リハ・病理診断科・救急科・小・小児科
(新生児)・「代謝・内分泌・糖尿病内科」・緩和
ケア内科・腫瘍外科・人工透析外科・内分泌外
科・心臓外科・血管外科・臨床検査科・心臓血管
外科・「脳神経・内分泌外科」

○ 011-822-1811

医療法人社団高台病院
札幌市豊平区平
岸7条12丁目1-39

106 106 内・精・神 011-831-8161

医療法人北海道整形外
科記念病院

札幌市豊平区平
岸7条13丁目5番
22号

225 225 整・リハ・麻・リウ ○ 011-812-7001

豊平区計 14 2,479 1,894 433 106 46 0 5

医療法人徳洲会　札幌
南徳洲会病院

札幌市清田区里
塚1条2丁目20番1
号

88 88 　
内・呼内・循内・消内・リハ・腎臓内科・糖尿病
内科・緩和ケア内科・漢方内科

011-883-0602

社会医療法人蘭友会
札幌里塚病院

札幌市清田区美
しが丘1条6丁目1
番5号

99 99
内・消内・循内・外・消化器外科・肛門外科・内
視鏡外科・整・リハ・麻

○ 011-883-1200

社会医療法人　札幌清
田病院

札幌市清田区真
栄1条1丁目1番1
号

109 109
内・消内・循内・呼内・血液内科・リウ・リハ・
外・肛門外科・消化器外科・内視鏡外科・腫瘍内
科・緩和ケア内科・麻

011-883-6111

医療法人北武会　美し
が丘病院

札幌市清田区真
栄61番1

172 172 内・リハ 011-883-8881

医療法人社団五風会
さっぽろ香雪病院

札幌市清田区真
栄319番地

450 450 内・精・歯・心内 011-884-6878

医療法人尚仁会　真栄
病院

札幌市清田区真
栄331番地

166 55 111 内・リハ・神内 011-883-1122
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総　数 一　般 療　養 精　神 結核 感染
許可病床数（使用許可ベース）
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社会医療法人　札幌清
田整形外科病院

札幌市清田区清
田1条4丁目1番50
号

109 54 55 整・リハ・麻・リウ ○ 011-881-2222

医療法人社団図南会
あしりべつ病院

札幌市清田区清
田1条4丁目4番35
号

316 316 内・精・神・歯・放 011-881-2626

北海道医療生協札幌緑
愛病院

札幌市清田区北
野1条1丁目6番30
号

135 101 34
内・外・形・・リハ・放・消内・消化器外科・肝
臓内科・肝臓外科・循内・心臓リハビリテーショ
ン科・整

011-883-0121

医療法人社団エス・エ
ス・ジェイ　札幌整形
循環器病院

札幌市清田区北
野1条2丁目11番
30号

181 120 61 内・消内・心臓血管内科・整・リハ・放・麻 ○ 011-881-1100

医療法人札幌平岡病院
札幌市清田区平
岡2条1丁目15番
20号

240 60 180 内・リハ・神内 011-881-3711

清田区計 11 2,065 686 613 766 0 0 3

仁楡会病院
札幌市南区澄川2
条1丁目3-8

100 100 泌・血管外科・麻 011-814-9911

医療法人社団林下病院
札幌市南区澄川4
条5丁目9番38号

145 145 内・精・消内 011-821-6155

医療法人三和会　札幌
南整形外科病院

札幌市南区南33
条西11丁目4番1
号

120 120 整・リハ・麻 ○ 011-581-2555

医療法人為久会　札幌
共立五輪橋病院

札幌市南区川沿2
条1丁目2番54号

188 188
内・循内・消内・呼内・血液内科・腎臓内科・腫
瘍内科・消化器外科・アレ・皮・リハ・放・神
内・緩和ケア内科・肝臓内科・麻・乳外・外

011-571-8221

医療法人五輪橋整形外
科病院

札幌市南区川沿2
条1丁目2番56号

95 95 整・リウ・リハ・麻 ○ 011-571-2001

社会医療法人医仁会
中村記念南病院

札幌市南区川沿2
条2丁目3番1号

173 173 脳外・神内・リハ・循内 ○ 011-573-8555

医療法人愛全病院
札幌市南区川沿
13条2丁目1番38
号

609 199 410 内・消内･循内･呼内・リハ・歯 011-571-5670

晴生会さっぽろ南病院
札幌市南区川沿
14条1丁目5番1号

144 144
内・消内・循内・外・整・眼・耳・リハ・ペイン
クリニック内科

011-571-5101

医療法人広誠会　北ノ
沢病院

札幌市南区北ノ
沢1732番地

180 180 内・精 011-571-7011

医療法人札幌エルム病
院

札幌市南区石山
1048番地1の2

120 120 内 011-591-2886

医療法人大空　札幌南
病院

札幌市南区石山
東7丁目1番28号

100 50 50 内・リハ・歯・人工透析内科 011-591-1200

自衛隊札幌病院
札幌市南区真駒
内１７番地

200 170 30
内・外・脳外・整・精・小・皮・泌・産婦・眼・
耳・リハ・放・歯・麻

○ 011-831-0161

医療法人大地　小笠原
記念札幌病院

札幌市南区真駒
内緑町1丁目2番1
号

80 80
内・呼外・消内・消化器外科・循内・外・整・
形・心外・泌・肛門外科・リハ・麻・乳腺外科

○ 011-583-2000

ときわ病院
札幌市南区常盤3
条1丁目6番1号

206 206 内・精・リハ・児童精神科 011-591-4711

社会医療法人康和会
札幌しらかば台南病院

札幌市南区藤野2
条11丁目7番1号

60 60 内・消・リハ 011-596-2621

定山渓病院
札幌市南区定山
渓温泉西3丁目71
番地

326 151 175 内・リハ・歯・神内 011-598-3323

南区計 16 2,846 1,470 815 561 0 0 5

緑ヶ丘療育園
札幌市西区山の
手3条12丁目3番
12号

166 166 内・小・精 011-611-9301

医療法人　西さっぽろ
病院

札幌市西区山の
手3条2丁目5番1
号

56 56 整・リハ ○ 011-611-6611

8 / 10 



総　数 一　般 療　養 精　神 結核 感染
許可病床数（使用許可ベース）

標 ぼ う 診 療 科 目 電 話 番 号
救急告

示

<病院 H30.10.1現在>

所 在 地病 院 名 称

医療法人耕仁会　札幌
太田病院

札幌市西区山の
手5条5丁目1番1
号

234 32 202
内・心内・精・神内・放・児童精神科・老年精神
科・老年心療内科

011-644-5111

独立行政法人国立病院
機構　北海道医療セン
ター

札幌市西区山の
手5条7丁目1番1
号

500 410 40 50

内・心内・精・神内・アレ・リウ・小・小児外
科・外・整・呼内・呼吸器外科・消内・循内・腎
臓内科・「糖尿病・脂質代謝内科」・脳外・心
外・皮・耳・泌・婦・眼・リハ・放・救・麻・
形・病理診断科

○ 011-611-8111

医療法人札幌山の上病
院

札幌市西区山の
手6条9丁目1番1
号

288 288
内・消内・呼内・循内・脳神経内科・整・脳外・
リハ・リウ・放・老年内科・精・心内・外

011-621-1200

医療法人札幌西の峰病
院

札幌市西区平和2
条5丁目10番1号

157 157 内・神経精神科・老年精神科 011-661-8060

医療法人社団静和会
平和病院

札幌市西区平和2
条11丁目2番1号

140 140 内・循・消・呼 011-662-2525

医療法人社団静和会
平和リハビリテーショ
ン病院

札幌市西区平和
306番1

120 120 内・外・整・リハ 011-662-1771

医療法人知仁会　八木
整形外科病院

札幌市西区西野3
条5丁目1番35号

120 120 内・整・リハ・リウ・麻 011-663-3100

社会医療法人孝仁会
北海道大野記念病院

札幌市西区宮の
沢2条1丁目16番1
号

276 276

内・脳神経内科・外・整・脳外・心外・婦・耳・
泌・リハ・麻・呼内・消内・循内・腎内・消外・
放射線診断科・放射線治療科・病理診断科・糖尿
病内科・頭頸部外科・乳外・腫瘍血液内科

○ 011-665-0020

医療法人社団康仁会
中田泌尿器科病院

札幌市西区西町
北5丁目1番5号

28 28 泌 011-661-0550

勤医協札幌西区病院
札幌市西区西町
北19丁目1番5号

192 96 96
内・消内・耳・リハ・神内・皮・老年内科・緩和
ケア内科

011-663-5711

医療法人社団明日佳
札幌宮の沢脳神経外科
病院

札幌市西区西町
南20丁目1番30号

99 99 脳外・リハ・神内・糖尿病内科・整 ○ 011-664-7111

北祐会神経内科病院
札幌市西区二十
四軒2条2丁目4番
30号

105 105 神内・リハ 011-631-1161

医療法人社団深仁会
ふかざわ病院

札幌市西区二十
四軒2条4丁目6番
8号

60 60 整・婦・リハ・リウ 011-611-1181

社会医療法人　アルデ
バラン　さっぽろ二十
四軒病院

札幌市西区二十
四軒2条4丁目7番
20号

40 40
内・消内・呼内・「糖尿病・内分泌内科」・リ
ハ・腎臓内科・循内

011-641-2281

社会医療法人孝仁会
札幌第一病院

札幌市西区二十
四軒4条3丁目4番
26号

141 52 89 内・リウ・外・整・リハ・放・麻・脳外 ○ 011-611-6201

北海道内科リウマチ科
病院

札幌市西区琴似1
条3丁目1番45号

180 120 60 内・循内・リハ・消内・リウ・呼内 011-611-1371

医療法人社団静和会
静和記念病院

札幌市西区琴似1
条5丁目1番1号

95 95
内・整・リハ・脳外・外・循内・消内・消化器外
科・麻・呼内・皮

○ 011-611-1111

医療法人発寒中央病院
札幌市西区発寒5
条6丁目10番1号

108 54 54 内・呼・消・循・小・リハ・眼 011-661-2111

医療法人社団　明生会
イムス札幌消化器中央
総合病院

札幌市西区八軒2
条西1丁目1番1号

183 183
内・呼内・消内・消化器外科・循内・糖尿病内
科・腎臓内科（人工透析）・泌・整・リハ・麻・
放・外・脳外・乳腺外科・形・皮・肛門外科

011-611-1391

医療法人社団ひこばえ
の会　札幌さくら病院

札幌市西区八軒9
条西10丁目1番11
号

75 75 内・外・皮・循内・血管外科 011-618-2221

医療法人社団研仁会
北海道脳神経外科記念
病院

札幌市西区八軒9
条東5丁目1-20

134 134 脳外・リハ・放・歯・矯歯・神内・麻 ○ 011-717-2131

西区計 23 3,497 2,291 591 565 50 0 7
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医療法人札幌宮の沢病
院

札幌市手稲区西
宮の沢1条4丁目
14番35号

355 355 内 011-685-3838

札幌田中病院
札幌市手稲区西
宮の沢4条　4丁
目2番1号

334 334 内・歯・リハ 011-683-2888

医療法人札幌緑誠病院
札幌市手稲区西
宮の沢4条4丁目
18番11号

342 342 内 011-683-1199

札幌グリーン病院
札幌市手稲区西
宮の沢5条1丁目
13-15

180 180 内・精・神・心内 011-662-2338

北海道立子ども総合医
療・療育センター

札幌市手稲区金
山1条1丁目240－
6

215 215

小・小児神経内科・新生児内科・小児内分泌内
科・小児血液腫瘍内科・小児循内・小外・小児心
臓血管外科・小児脳神経外科・小児形成外科・小
児眼科・小児耳鼻咽喉科・小児泌尿器科・小児精
神科・リハ（小児）・リハ（整形)・整・小児歯
科口腔外科・麻・放・産・病理診断科

011-691-5696

医療法人勉仁会　中垣
病院

札幌市手稲区金
山1条2丁目1番6
号

278 42 236 内・精・神・歯 011-682-3011

医療法人社団明生会
イムス札幌内科リハビ
リテーション病院

札幌市手稲区手
稲金山124番地

150 70 80 内・消内・循内・整・リハ・泌 011-681-2105

医療法人秀友会　札幌
秀友会病院

札幌市手稲区新
発寒5条6丁目2番
1号

141 141
内・循内・神内・脳外・リハ・麻・心外・精・消
外・肛門外科・歯・小歯・歯外

○ 011-685-3333

手稲渓仁会病院
札幌市手稲区前
田1条12丁目1番
40号

670 670

内・外・呼外・心外・整・脳外・形・精・リウ・
小・皮・泌・産・婦・眼・耳・麻・歯・歯外・小
歯・呼内・循内・消内・血液内科・腎臓内科・消
化器外科・頭頸部外科・放射線診療科・放射線治
療科・病理診断科・救急科・腫瘍内科・リハ・乳
腺外科・臨床検査科・脳神経内科

○ 011-681-8111

社会医療法人　アルデ
バラン　手稲いなづみ
病院

札幌市手稲区前
田3条4丁目2番6
号

95 95
内・消内・呼内・「糖尿病・内分泌内科」・リ
ハ・腎臓内科・リウ・循内

011-685-2200

医療法人澤山会　手稲
病院

札幌市手稲区前
田6条13丁目8番
15号

232 232 精・リハ・心内 011-683-1111

社会医療法人延山会
西成病院

札幌市手稲区曙2
条2丁目2番27号

109 60 49
内・呼内・消内・循内・アレ・リウ・糖尿病内
科・リハ・漢方内科・外科（肝臓）

011-681-9321

医療法人福和会　札幌
立花病院

札幌市手稲区曙
11条2丁目3-12

397 225 112 60 内・消・循・リハ・放・心内・アレ・精・麻 011-683-8718

医療法人北武会　北都
病院

札幌市手稲区手
稲山口550番地

113 113 内・リハ 011-683-6667

手稲区計 14 3,611 1,476 1,427 708 0 0 2

札幌市保健所計 202 36,672 22,357 7,185 7,020 102 8 62

10 / 10 



総数 一般 療養

中央メディカルクリ
ニック

札幌市中央区大通西５丁目１１
大五ビル１階

1 1 内、外、産、婦、眼、麻 011-222-0120

札幌市医師会夜間急病
センター

札幌市中央区大通西１９丁目　Ｗ
ＥＳＴ１９

12 12 内、小、眼、耳 011-641-4316

医療法人社団　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

2 2 産、婦 011-640-8845

渓仁会円山クリニック
札幌市中央区大通西２６丁目３－
１６

6 6 内・産婦 011-611-7766

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１－１
９　大通東やまむらセンタービル
２階～５階

19 19
内、整、リハ、リウ、消内、
精、心内、麻

011-281-8755

医療法人社団江口整形
外科　スポーツクリ
ニック

札幌市中央区大通東４丁目１－１
９　大通東やまむらセンタービル
６階

19 19 整、リハ 011-522-6760

医療法人社団　ルミネ
レディースクリニック

札幌市中央区南１条西２丁目　南
１条Ｋビル３階

1 1 婦 011-200-7700

おおこうち産科婦人科
札幌市中央区南２条西８丁目１０
番地

15 15 産、婦 011-233-4103

田畑産婦人科
札幌市中央区南５条西２丁目６番
地

19 19 産婦、産 011-531-7770

医療法人社団　廣仁会
豊水総合メディカルク
リニック

札幌市中央区南７条西２丁目１番
４

19 19 内、呼内、皮、リウ、泌 011-520-2310

医療法人社団　中野整
形外科医院

札幌市中央区南７条西１５丁目１
－３５

19 19 整、リハ、リウ、放、麻 ○ 011-561-0224

医療法人社団　産婦人
科吉尾医院

札幌市中央区南８条西３丁目１－
７

19 19 産、婦 011-511-5564

医療法人社団　南１１
条眼科

札幌市中央区南１１条西１３丁目
２－３２

9 9 眼 011-563-7011

松家内科小児科医院
札幌市中央区南１７条西６丁目４
－１３

13 13 内、呼、循、小、消内 011-521-1141

医療法人社団　北辰ク
リニック１・９・８札
幌

札幌市中央区南１９条西８丁目２
－３８

5 5 内 011-512-1216

陸上自衛隊札幌駐とん
地医務室

札幌市中央区南２６条西１０丁目 4 4 内、外、歯 011-511-7116

医療法人社団本耒堂
藤田外科整形外科医院

札幌市中央区南２７条西１１丁目
１－６

19 19 内、外、整、皮泌、肛、リハ 011-562-0507

休止
（H28.
4.21
～）

円山レディースクリ
ニック

札幌市中央区北１条西２５丁目２
４－４

2 2 産、婦 011-614-0800

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　マ
ルイト札幌ビル２階

2 2 婦 011-222-9372

医療法人社団豊生会
いがらし医院

札幌市中央区北２条東８丁目９０
－２１

14 14 0 内、リハ 011-231-2016

医療法人社団　神谷レ
ディースクリニック

札幌市中央区北３条西２丁目２番
地１　日通札幌ビル２階

1 1 婦、麻 011-231-2722

医療法人社団　みぶな
会　産科・婦人科ひな
たクリニック

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

1 1 産、婦 011-204-8000

医療法人社団慈昂会
昂希内科クリニック

札幌市中央区北３条西２４丁目１
－２２

16 16 内 011-611-2711

札幌乳腺外科クリニッ
ク

札幌市中央区北６条西１９丁目２
２番地６

19 19 乳腺外科 011-640-2626

桑園整形外科
札幌市中央区北８条西１６丁目２
８－３０

19 19 整、リハ、麻、リウ 011-633-3636

山崎耳鼻咽喉科クリ
ニック

札幌市中央区北１１条西１４丁目
１－１６

9 9 耳 011-757-3387

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

1 1 婦、麻 011-708-0550

救急
告示

電話番号 備考

<有床診療所 H30.10.1現在>

診療所名称 所在地
病床数

設置許可（届出）ベース 標ぼう診療科目
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中央区計 27 285 285 0 1

医療法人社団札幌駅前
アップルレディースク
リニック

札幌市北区北８条西３丁目２８番
地　エルプラザ６階

1 1 産、婦 011-736-8222

エルムの杜内科クリ
ニック

札幌市北区北１８条西７丁目１－
１

6 6 内、呼、循、アレ 011-708-0003

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番
３２号

1 1 産婦 011-700-0505

医療法人社団眞明会
今医院

札幌市北区北２５条西８丁目２番
３号

19 19 内、消、小、外 011-716-9255

北31条内視鏡クリニッ
ク

札幌市北区北３１条西５丁目１－
２５

15 15 内、消内、内視鏡内科 011-709-5601

医療法人社団　北つむ
ぎ会　さっぽろ麻生乳
腺甲状腺クリニック

札幌市北区北３８条西８丁目２－
３

19 19 外、乳腺外科 011-709-3700

小林内科クリニック
札幌市北区北３８条西２丁目２番
１７号

19 7 12 内、呼、循、消、小 011-709-5885

医療法人社団良和会
新琴似一条クリニック

札幌市北区新琴似１条７丁目８番
１６号

19 18 1 呼内、リハ 011-762-1605
休止
H22.10
.31～

医療法人社団北匠会
札幌北脳神経外科

札幌市北区新琴似６条１７丁目７
－１０

19 19 循内、脳外、リハ、放 ○ 011-766-1212

医療法人社団　布施川
内科医院

札幌市北区新琴似７条１４丁目４
－２３

19 19 内、胃、小 011-764-2411

医療法人社団　小野眼
科医院

札幌市北区新琴似８条１１丁目２
－７

6 6 眼 011-764-1818

医療法人讃生会　北陽
内科医院

札幌市北区新琴似１１条１２丁目
５番２５号

18 18 内、呼、胃、循、放 011-762-2757

医療法人社団　ベテル
泌尿器科クリニック

札幌市北区新琴似１１条１７丁目
１－３３

11 11 泌 011-769-8801

医療法人新産健会　き
た在宅クリニック

札幌市北区新川４条１１丁目１番
２７号

19 13 6 内 011-763-1111

休止
(H29.5
.1-
H30.11

医療法人社団　札幌新
川駅前内科

札幌市北区新川５条１丁目１－２
２

19 19 内、消内、放、肝内 011-708-1234

医療法人社団遼風会
札幌新川整形外科

札幌市北区新川６条１４丁目７－
１

19 19 整、リハ、リウ 011-761-1187

医療法人社団　ふるや
内科

札幌市北区屯田４条３丁目２－１
０

19 19
内、呼内、消内、循内、神内、
小

011-771-2214

医療法人社団朋佑会
札幌産科婦人科

札幌市北区屯田６条２丁目１１－
１

19 19 産、婦、小、心内 011-774-0303

医療法人社団　寺島整
形外科

札幌市北区屯田７条８丁目 19 19 整、リハ、リウ 011-774-0011

医療法人社団　萌水会
ＭＯＥ内科循環器クリ
ニック

札幌市北区篠路２条４丁目６番３
０号

19 19 内、循内 011-771-6162

医療法人はまなす　篠
路はまなすクリニック

札幌市北区篠路　４条　９丁目１
２番４５号

10 10
内、外、消化器外科、内視鏡外
科、血管外科、麻、消内、腎臓
内科、透析内科

011-776-3030

ひまわり内科小児科医
院

札幌市北区拓北６条２丁目６－１
８

9 9 内、小、放 011-771-8551

北区計 22 324 287 37 1

医療法人社団　こんの
産婦人科

札幌市東区北１２条東１５丁目５
－１８

9 9 産婦 011-742-8228

医療法人明雪会　環状
通東整形外科

札幌市東区北１５条東１８丁目５
－１８

17 17 整、リハ、リウ、麻 011-780-8080

さっぽろ脊椎外科クリ
ニック

札幌市東区北１６条東１６丁目１
番１３号　北愛メディカルビル

19 19 0 リハ、放、整形外科、麻 011-783-0736
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医療法人社団野沢医院
札幌市東区北１７条東１丁目２番
２５号

16 16 内、消内、循内、小 011-741-3535

医療法人社団　元町泌
尿器科

札幌市東区北２０条東２０丁目１
－１５

19 19 泌 011-785-7771

コスモ脳神経外科
札幌市東区北２１条東２１丁目１
－１

19 19 脳外、リハ ○ 011-787-5858

医療法人セレス　さっ
ぽろ神経内科クリニッ
ク

札幌市東区北２１条東２１丁目２
－１７

19 19 内、神内、リハ 011-780-2233

医療法人　新産健会
ひがし在宅クリニック

札幌市東区北２６条東６丁目１－
２

17 17 内 011-752-5489

医療法人社団　石垣整
形外科医院

札幌市東区北２６条東８丁目１－
５

19 19 整、リハ、リウ ○ 011-751-3231

医療法人社団石田内科
小児科医院

札幌市東区北３０条東１３丁目３
番１０号

19 7 12 内、呼、消、循、小 011-753-0380

医療法人社団恵信会
北栄整形外科

札幌市東区北３２条東１丁目６－
１０

16 16 整、リハ、リウ、麻 011-721-2525

栄町レディースクリ
ニック

札幌市東区北４２条東１６丁目１
－１

2 2 産婦,女性内科 011-783-1111

社会医療法人禎心会
禎心会北４４条クリ
ニック

札幌市東区北４４条東 ８丁目１
番６号

6 6 内、脳外 011-712-5161

医療法人為久会　札幌
共立医院

札幌市東区北４８条東１丁目１番
５号

19 19 内、消内、循内、整、リハ 011-752-4101

医療法人社団北栄会
宮岸医院

札幌市東区北４８条東８丁目１－
１

19 19 内、小、皮、泌 011-753-2101

医療法人社団　石丸眼
科

札幌市東区北４８条東９丁目３－
１５

3 3 眼 011-751-3313

医療法人二樹会　足立
外科クリニック

札幌市東区北５０条東７丁目６－
１５

19 19 胃、外、整、肛、リハ 011-752-1166

医療法人社団恒心堂整
形外科医院

札幌市東区東苗穂８条３丁目２番
１号

19 10 9 整、リハ 011-791-6622

医療法人社団美加未会
モエレ外科胃腸科

札幌市東区東苗穂１２条３丁目２
１－３

19 19
外、整、リハ、消化器・内視鏡
外科、大腸・肛門外科

011-791-7711

医療法人社団　伏古レ
ディースクリニック

札幌市東区伏古８条３丁目６－２
０

19 19 産、婦 011-780-1103

休止
（H30.
6.1-
H31.5.

苗穂レディスクリニッ
ク

札幌市東区本町２条５丁目２－４ 11 11 産、婦 011-781-1955

東区計 21 325 304 21 2

医療法人社団慈昂会
白石内科クリニック

札幌市白石区中央１条７丁目１
０ー３０

3 3 0 内、呼内、アレ 011-868-2711

医療法人社団仁秀会白
石整形外科

札幌市白石区中央２条４丁目１番
２号

19 19 0 整、リハ、リウ 011-831-5792

医療法人社団　札幌東
クリニック

札幌市白石区南郷通１丁目北２－
２５　第２カネサビル

6 6 人工透析内科、腎臓内科 011-863-2131

医療法人社団　ＥＶＥ
ウィミンズクリニック

札幌市白石区南郷通２１丁目南５
番４１号

18 18 産、婦 011-866-0808

医療法人社団　大橋眼
科

札幌市白石区本通　６丁目北１番
１号

3 3 眼 011-864-4656

医療法人社団　菊水整
形外科

札幌市白石区菊水３条２丁目１３
－１

19 19 整、リハ、リウ 011-816-1515

医療法人社団　にれの
杜クリニック

札幌市白石区菊水上町４条２丁目
３５９番１

19 19
内、腎臓内科、循内、透析内
科、外、腎臓移植外科、整、消
外、消内、呼外、呼内、麻

011-833-1120

医療法人社団　野村内
科医院

札幌市白石区北郷２条１丁目２－
４

19 19 内 011-873-3476
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医療法人社団弘恵会整
形外科内科沢口医院

札幌市白石区北郷２条４丁目６－
１２

19 19
内、胃、リウ、外、整、皮、
泌、肛、リハ

011-872-2001

医療法人社団　北都眼
科

札幌市白石区北郷３条８丁目５－
３６

8 8 眼 011-874-4011

白石区計 10 133 133 0 0

医療法人社団　青葉産
婦人科クリニック

札幌市厚別区青葉町６丁目１－９ 19 19 産婦 011-893-3207

たかはし整形外科医院
札幌市厚別区上野幌１条３丁目１
－５

19 19 整、リハ 011-896-8111

医療法人社団我汝会
あすなろ整形外科

札幌市厚別区大谷地東２丁目３－
４０

19 19 整、リハ、リウ 011-801-1800

医療法人　大谷地共立
眼科

札幌市厚別区大谷地東５丁目１－
３８

7 7 眼 011-892-7272

医療法人社団　はしも
とクリニック

札幌市厚別区厚別中央２条１丁目
４－１５

19 19 産、婦 011-891-2633

新札幌乳腺クリニック
札幌市厚別区厚別中央３条４丁目
２２番２号

16 16 乳腺外科 011-893-8080

医療法人社団　厚別中
央整形外科

札幌市厚別区厚別中央５条２丁目
５－１５

19 19 整、リハ、放 011-891-9222

医療法人社団　Ｈ・
Ｎ・メディック

札幌市厚別区厚別中央５条６丁目
１－５

19 13 6 内 011-801-6660

医療法人社団　履信会
さっぽろ厚別通整形外
科

札幌市厚別区厚別西５条１丁目１
５番２１号

19 19 整、リハ 011-894-8877

社会福祉法人楡の会
こどもクリニック

札幌市厚別区厚別町下野幌４９番
地

16 16 内、精、神、小、整、リハ、歯 011-898-3929

厚別区計 10 172 166 6 0

華岡青洲記念心臓血管
クリニック

札幌市豊平区美園３条５丁目３番
１号

19 19 循内、心臓血管内科 011-350-5858

医療法人社団新芽会
美園産婦人科小児科

札幌市豊平区美園４条３丁目２－
１９

19 19 小、産婦 011-824-0303

広田医院
札幌市豊平区美園７条６丁目１－
２４

14 14 泌 011-811-8188

医療法人社団　札幌つ
きさむ中央整形外科

札幌市豊平区月寒中央通２丁目４
－１０

19 19 整、リハ、麻 011-580-3300

医療法人社団ひとみ会
回明堂眼科・歯科

札幌市豊平区月寒中央通１０丁目
４－１

19 19 眼、歯、小歯、歯外 011-852-5501

展望台整形外科
札幌市豊平区福住２条１０丁目１
５－１

19 19 整、リハ 011-855-5181

医療法人　福住産科婦
人科クリニック

札幌市豊平区福住３条１丁目２－
２４

16 16 産、婦 011-836-1188

医療法人社団　福住泌
尿器科クリニック

札幌市豊平区福住３条１丁目６－
１２

18 18 泌 011-836-8881

医療法人社団　兼古循
環器クリニック

札幌市豊平区月寒東１条１０丁目
１－１

19 19 内、循 011-857-4141

医療法人社団グロリア
会　月寒グロリアクリ
ニック

札幌市豊平区月寒東３条１６丁目
３－８

19 19 小、産、婦 011-854-4103

医療法人社団三上整形
外科医院

札幌市豊平区月寒東５条１５丁目
４番１７号

19 5 14 整、リハ、リウ 011-851-0101

神田産科婦人科クリ
ニック

札幌市豊平区豊平３条１丁目１－
３３

9 9 産、婦 011-841-1103

奥出外科医院
札幌市豊平区豊平４条９丁目１－
２６

19 19 胃、外、泌、肛、リハ 011-811-2045
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総数 一般 療養

救急
告示

電話番号 備考

<有床診療所 H30.10.1現在>

診療所名称 所在地
病床数

設置許可（届出）ベース 標ぼう診療科目

三浦内科循環器クリ
ニック

札幌市豊平区豊平６条２丁目２－
１２

17 17
循内、内科（呼吸器・消化器・
糖尿病）

011-821-5726

北郷内科医院
札幌市豊平区平岸２条１０丁目３
－２２

18 18
内、呼内、消内、胃内、循内、
小

011-812-2864

平岸外科整形外科医院
札幌市豊平区平岸２条１７丁目２
番１１号

19 19 内、外、整、リハ ○ 011-821-0255

豊平整形外科
札幌市豊平区平岸３条９丁目９－
１５

17 17 整、リハ、リウ 011-820-8000

医療法人社団いちご会
美加レディースクリ
ニック

札幌市豊平区平岸３条１３丁目５
－２１

1 1 産婦 011-833-7773

豊平区計 18 300 286 14 1

医療法人社団　美しが
丘整形外科

札幌市清田区真栄４条１丁目２－
５

19 19 整、リハ、リウ、放 011-888-2525

医療法人社団　清田
ウィメンズクリニック

札幌市清田区清田１条４丁目５－
３０　清田総合医療センタービル

19 19 産、婦 011-886-4103

医療法人社団　きよた
泌尿器科クリニック

札幌市清田区清田１条４丁目５－
３０　清田総合医療センタービル

2 2 泌 011-883-5757

医療法人社団　札幌メ
モリアル眼科

札幌市清田区清田１条４丁目５－
３０　清田総合医療センタービル
１階

19 19 眼 011-882-5777

医療法人社団　サン内
科外科医院

札幌市清田区清田２条１丁目８－
１

19 19 内、外、人工透析内科 011-881-3322

北野循環器クリニック
札幌市清田区北野７条２丁目１２
番１７号

19 19 内、循内、人工透析内科 011-886-2626

医療法人社団北裕会
札幌清田パートナーク
リニック

札幌市清田区北野３条５丁目２８
番４８号

19 19 内 011-807-7260

産科・婦人科　札幌み
らいクリニック

札幌市清田区平岡　１条　５丁目
３番８号

19 19 産、婦 011-885-1100

清田区計 8 135 135 0 0

医療法人礼風会　五輪
橋マタニティクリニッ
ク

札幌市南区南３９条西１１丁目１
番３０号

19 19 小、産、婦、麻 011-585-3110

医療法人　札幌きい眼
科

札幌市南区川沿１条３丁目１－１
０

8 8 眼 011-573-1010

医療法人社団　もいわ
内科医院

札幌市南区川沿１条３丁目３－２
５

13 13
内、小、消内、糖尿病内分泌内
科

011-571-5561

医療法人一仁会　南札
幌脳神経外科

札幌市南区川沿２条３丁目２－３
２

19 19 脳外、リハ 011-572-0330

医療法人社団もなみ
もなみクリニック

札幌市南区川沿５条３丁目２番１
号

19 19
泌、循内、人工透析内科、高齢
者内科、性感染症内科、性感染
症外科

011-578-5775

医療法人社団　川沿中
央医院

札幌市南区川沿５条３丁目２番３
号

18 18 内、消、循、皮 011-571-7821

医療法人社団　百町整
形外科内科呼吸器内科

札幌市南区石山１条２丁目１番２
２号

19 19 整、リハ、放、内、呼内 011-591-2100

医療法人社団　芸術の
森泌尿器科

札幌市南区石山東３丁目１－３１ 19 19 泌 011-591-8686

医療法人社団　栄会
ヘルスケアクリニック
札幌南

札幌市南区石山東７丁目１番１０
号

19 19 内、リハ 011-592-3003

休止
（H30.
4.17-
H31.4.

医療法人社団　札幌藤
が丘整形外科医院

札幌市南区藤野２条２丁目１－１
８

19 19 整、リハ、リウ 011-592-1388

南区計 10 172 154 18 0

医療法人社団信和会
石川泌尿器科・腎臓内
科

札幌市西区西野４条２丁目１－２
０

19 19 内、泌、腎臓内科 011-661-1100
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総数 一般 療養

救急
告示

電話番号 備考

<有床診療所 H30.10.1現在>

診療所名称 所在地
病床数

設置許可（届出）ベース 標ぼう診療科目

医療法人社団東仁会
熊井マタニティクリ
ニック

札幌市西区西野４条６丁目１－１ 12 12 産、婦、麻 011-668-7272
休止
H22.8.
25～

医療法人社団　札幌西
整形外科

札幌市西区宮の沢１条４丁目７－
２５

19 19 整、リハ、リウ 011-666-6600

医療法人社団　札幌西
レディースクリニック

札幌市西区西町北１１丁目１－５ 12 12 産婦 011-661-3535

エム・オー・エー札幌
クリニック

札幌市西区二十四軒４条２丁目８
－３１

5 5 内 011-623-5139

医療法人社団　小原眼
科医院

札幌市西区琴似１条５丁目４－１ 19 19 眼 011-631-5581

医療法人社団　ともこ
レディースクリニック

札幌市西区琴似２条１丁目１－２
０　琴似タワープラザ２階

1 1 産婦 011-641-8181

医療法人社団　札幌こ
とに乳腺クリニック

札幌市西区琴似２条２丁目５－１
５

19 19 乳腺外科 011-622-2221

医療法人社団　琴似産
科婦人科クリニック

札幌市西区琴似２条３丁目２－３
０

16 16 産、婦 011-612-5611

医療法人社団　宮の沢
レディースクリニック

札幌市西区西町北２０丁目２番１
２号

2 2 産、婦 011-666-0050

医療法人社団元氣会
札幌整形外科

札幌市西区発寒１３条４丁目１３
－５６

19 19 整、リハ 011-662-1118

医療法人社団元氣会
札幌リハビリテーショ
ンクリニック

札幌市西区発寒１３条４丁目１３
－５６

19 19 リハ 011-662-7000

医療法人　札幌円山整
形外科　札幌琴似整形
外科

札幌市西区琴似４条４丁目１－３
０

19 19 整、リハ、リウ 011-621-2111

医療法人　札幌円山整
形外科　札幌八軒整形
外科

札幌市西区八軒６条西３丁目１番
５号

19 19 整、リハ 011-621-6661

医療法人社団賢仁会
札幌みどりのクリニッ
ク

札幌市西区八軒６条西８丁目２番
１５号

19 19
内、循内、消内、外、心外、肛
門外科、リハ、皮

011-618-6111

医療法人社団　カワカ
ミウィメンズクリニッ
ク

札幌市西区八軒５条東１丁目６－
１９

19 19 産、婦 011-641-6507

西区計 16 238 238 0 0

医療法人育愛会　愛産
婦人科

札幌市手稲区西宮の沢４条２丁目
１－１

19 19 産婦 011-669-5503

さくらレディースクリ
ニック

札幌市手稲区富丘２条７丁目６－
１５

3 3 産婦、漢方内科 011-695-8118

医療法人　はだ産婦人
科クリニック

札幌市手稲区手稲本町２条５丁目
３－１２

17 17 小児科（新生児）、産婦、麻 011-685-1103

手稲脳神経外科クリ
ニック

札幌市手稲区手稲本町３条２丁目
５－１

19 19 脳外 011-682-1212

ていね整形外科リハビ
リクリニック

札幌市手稲区手稲本町３条３丁目
７番３０号

19 19 整、リハ、リウ 011-683-3888

手稲いなほ外科・整形
外科

札幌市手稲区稲穂２条３丁目６－
１

18 18 胃、外、整、肛、リハ、麻 ○ 011-682-7311

島田内科小児科
札幌市手稲区前田１条１２丁目３
５８番地１

19 19 内、小 011-683-7187

医療法人渓仁会　手稲
家庭医療クリニック

札幌市手稲区前田２条１０丁目１
番１０号

19 19 内、小、産婦 011-685-3920

医療法人社団伸孝会
ていね泌尿器科

札幌市手稲区前田６条７丁目１－
１２

19 19 泌 011-695-1100

医療法人社団　かなも
り外科胃腸科肛門科ク
リニック

札幌市手稲区前田９条１１丁目９
－２０

16 16 胃、外、肛 011-686-1212

医療法人社団　手稲あ
けぼのレディースクリ
ニック

札幌市手稲区曙６条２丁目２－１
０

19 19 産婦 011-695-4103
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総数 一般 療養

救急
告示

電話番号 備考

<有床診療所 H30.10.1現在>

診療所名称 所在地
病床数

設置許可（届出）ベース 標ぼう診療科目

手稲区計 11 187 187 0 1

札幌市保健所計 153件 2271床 2175床 96床 6件
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日本放送協会健康保険組合
札幌診療所

札幌市中央区大通西１丁目 内、歯 011-251-0111

医療法人礼風会　札幌ル・
トロワビューティクリニッ
クＶｏｇｕｅ

札幌市中央区大通西１丁目１３番地
ル・トロワ６階

形、美、産婦、皮、乳
腺外科

011-211-5611

三浦俊祐・貴子皮膚科
札幌市中央区大通西１丁目１４－２
第２有楽ビル３階

皮 011-231-1779

医療法人社団　古川内科医
院

札幌市中央区大通西１丁目１４番地
２

内、呼、消、循、放 011-221-7377

ＲＤクリニック札幌
札幌市中央区大通西１丁目１４番地
２　桂和大通ビル５０　３階

皮 011-215-1581

札幌中央クリニック
札幌市中央区大通西２丁目５－１
都心ビル４Ｆ

形、美、皮、泌 011-200-1761

大通眼科
札幌市中央区大通西２丁目５－１
都心ビル８階

眼 011-271-4581

医療法人社団　宮﨑整形外
科医院

札幌市中央区大通西２丁目５－１
都心ビル１０階

整 011-232-5366

医療法人社団　大通り胃腸
内科クリニック

札幌市中央区大通西３丁目　せんば
ビル４階

胃腸内科 011-242-7311

医療法人社団　グレイス皮
膚科クリニック

札幌市中央区大通西３丁目１１　せ
んばビル５Ｆ

皮 011-281-1112

北海道新聞社健康管理室 札幌市中央区大通西３丁目６ 内 011-221-2111

株式会社北洋銀行診療所
札幌市中央区大通西３丁目７番地
北洋大通センター７階

内 011-261-1539

スワン　アイ　クリニック
札幌市中央区大通西３丁目１１番地
北洋ビル１階

眼 011-200-2121

医療法人社団　清野内科ク
リニック

札幌市中央区大通西４丁目１　道銀
ビル７階

内（循環器・消化器・
呼吸器）

011-221-2213

北海道銀行医務室 札幌市中央区大通西４丁目１ 内、歯 011-261-7111

北海道赤十字血液センター
大通出張所

札幌市中央区大通西４丁目６番地１ 内 011-271-6381

さっぽろ大通り内視鏡クリ
ニック

札幌市中央区大通西４丁目６番地１ 内、消内、内視鏡内科 011-200-7140

石部基実クリニック
札幌市中央区大通西５丁目１－１
桂和大通ビル３８　１０階

整 011-206-7656

医療法人社団ほっとステー
ション　大通公園メンタル
クリニック

札幌市中央区大通西５丁目８　昭和
ビル２階

心内、精、神 011-233-5255

医療法人社団　康真会　大
通り耳鼻咽喉科クリニック

札幌市中央区大通西５丁目８　昭和
ビル３階

耳、小児耳鼻咽喉科、
アレ

011-281-3387

大通いべ皮ふ科
札幌市中央区大通西５丁目８番地
昭和ビル３階

皮 011-207-4112

電 話 番 号

<無床診療所 H30.10.1現在>

備 考診 療 所 名 称 所　在　地 標 ぼ う 診 療 科 目
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電 話 番 号

<無床診療所 H30.10.1現在>

備 考診 療 所 名 称 所　在　地 標 ぼ う 診 療 科 目

医療法人社団　大通り心療
内科クリニック

札幌市中央区大通西５丁目８　昭和
ビル４階

心内、精、神 011-233-8080

医療法人社団芳春会　大通
公園循環器クリニック

札幌市中央区大通西５丁目８　昭和
ビル５階

内、循 011-251-3555

まどかレディースクリニッ
ク

札幌市中央区大通西５丁目８番地
昭和ビル９Ｆ

婦 011-231-0080

さっぽろ不整脈クリニック
札幌市中央区大通西６丁目１０番地
１０号　大通公園ビル３階

循内 011-218-1389

医療法人社団寿功会　シヅ
コ大通公園ビル内科消化器
クリニック

札幌市中央区大通西６丁目１０番地
１０号　大通公園ビル３階

内、消内 011-208-3020

こころとそだちのクリニッ
ク・むすびめ

札幌市中央区大通西６丁目１０番地
１１北都ビル７階

精、心内、児童精神科 011-232-5564

医療法人社団　岡本内科ク
リニック

札幌市中央区大通西７丁目２番地
アセットプランニング大通ビル３階

内、小、放 011-231-3378

医療法人社団　大通メディ
カルクリニック

札幌市中央区大通西１０丁目４－５ 耳 011-261-1187

医療法人社団　西１１丁目
駅前おさない眼科

札幌市中央区大通西１０丁目４－５
大通メディカルビル２階

眼 011-261-1010

札幌国税局診療所
札幌市中央区大通西１０丁目　札幌
合同庁舎２号館内

内、放、歯 011-231-5011

札幌高等裁判所共済組合診
療所

札幌市中央区大通西１１丁目 内、外 011-231-4200

大通り西１１丁目こころの
クリニック

札幌市中央区大通西１１丁目４－２
２　第２大通藤井ビル７階

内、心内、精、神 011-272-7272

上條甲状腺クリニック
札幌市中央区大通西１４丁目３－１
大通丸一ビルディング３階

内 011-272-6688

医療法人社団甲仁会　さっ
ぽろ甲状腺診療所

札幌市中央区大通西１５丁目１番１
０号

内、外、放 011-688-6440

医療法人社団スリープクリ
ニック　スリープクリニッ
ク札幌

札幌市中央区大通西１５丁目１番１
０号

内、精、心内 011-632-4700

札幌麻酔クリニック
札幌市中央区大通西１６丁目１番１
０号　ＩＴＣセンタービル４階

内、麻 011-633-2525

医大前中川眼科
札幌市中央区大通西１６丁目１－３
０　ＦＵＹＯ　Ｎｏ．１０ビル３階

眼 011-616-2101

いしかわ心療・神経クリ
ニック

札幌市中央区大通西１６丁目１－３
０　ＦＵＹＯ　Ｎｏ．１０ビル５階

心内、神経・精神科 011-622-2332

大通こどもクリニック
札幌市中央区大通西１６丁目１－３
０　ＦＵＹＯ　Ｎｏ．１０ビル８階

小、アレ 011-613-7212

三浦眼科医院
札幌市中央区大通西１６丁目１　メ
ディカルビルスリーエム２階

眼 011-631-5589

社会医療法人禎心会　セン
トラルＣＩクリニック

札幌市中央区大通西１７丁目１－２
７　札幌メディケアセンタービル

放射線診断科 011-623-1131
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<無床診療所 H30.10.1現在>
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愛おおぐろ眼科
札幌市中央区大通西１７丁目１－２
７　札幌メディケアセンタービル３
階、４階

眼 011-642-1096

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１－２
７　札幌メディケアセンタービル３
Ｆ

内、循内 011-623-4810

札幌スパインクリニック
札幌市中央区大通西１７丁目１番２
７号札幌メディケアセンタービル３
階

整、リハ 011-623-5454

医療法人孝佑会　大通じん
ぼ皮膚科

札幌市中央区大通西１７丁目１－２
７　札幌メディケアセンタービル４
階

皮、病理診断科 011-618-1212

しんたに内科消化器内科
札幌市中央区大通西１７丁目１番２
７号　札幌メディケアセンタービル
４Ｆ

内、消内 011-643-0335

医療法人　手のクリニック
西１８丁目・手のクリニッ
ク

札幌市中央区大通西１７丁目１番２
７号　札幌メディケアセンタービル
４Ｆ

整、リハ 011-621-4263

黒川メンタルクリニック
札幌市中央区大通西１８丁目１番３
０　道新西ビル２階

精、心内、児童精神科 011-632-9600

札幌市長生園医務室 札幌市中央区大通西１９丁目１ 内 011-611-4431

札幌市保健所
札幌市中央区大通西１９丁目　ＷＥ
ＳＴ１９　３階

内、小 011-622-5151

札幌市精神保健福祉セン
ター

札幌市中央区大通西１９丁目　ＷＥ
ＳＴ１９　４階

精 011-622-0556

医療法人北仁会　幹メンタ
ルクリニック

札幌市中央区大通西２０丁目２番２
０号

精、心内 011-622-2525

医療法人hokule'a fクリ
ニックまるやま

札幌市中央区大通西２５丁目１－２
ハートランド円山３Ｆ

整、リハ 011-640-1155

医療法人社団　円山鈴木眼
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

眼 011-613-1611

円山エルムクリニック
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

内、アレ、リウ 011-631-1181

医療法人　むらしたこども
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

小 011-640-7300

医療法人社団天祐会　円山
公園皮膚科形成外科

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

形、美、皮、アレ 011-622-4112

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番２
号　ハートランド円山ビル２階

腎臓・泌尿器科、女性
泌尿器科

011-614-1155

医療法人　小林耳鼻咽喉科
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

耳 011-231-8709

円山公園メンタルクリニッ
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

精、心内 011-623-1177

さっぽろ円山乳腺クリニッ
ク

札幌市中央区大通西２６丁目２番１
０号　プライムパーク円山公園

乳腺外科 011-623-2800

神宮前麻酔クリニック
札幌市中央区大通西２６丁目２番１
０号　プライムパーク円山公園３階

麻 011-616-2275

3 / 59 ページ



電 話 番 号

<無床診療所 H30.10.1現在>
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高杉内科小児科医院 札幌市中央区大通西２６丁目１８３ 内、小、放 011-621-4030

ターミナル整形外科
札幌市中央区大通西２７丁目１　円
山バスターミナル２階

リウ、整、リハ、麻 011-616-8887

医療法人社団　円山公園内
科

札幌市中央区大通西２８丁目３－２
２

内 011-633-0123

札幌中央ペインクリニック
札幌市中央区大通東１丁目３番地
北海道中央バス札幌ターミナル２階

内 011-207-1971

医療法人トルチュ　氏家記
念こどもクリニック

札幌市中央区大通東３丁目１番１号
トルチュビル

小、心内、小児アレル
ギー、児童精神科

011-281-2811

医療法人社団石史山会ゴー
ルデンゲートクリニック

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Ｂ１Ｆ

化学療法・整形外科 011-206-8718

Ａｄａｇｉｏ
札幌市中央区南１条西１丁目１３－
１　マナー白鳥８０５号

精 011-272-7222

熊谷耳鼻咽喉科クリニック
札幌市中央区南１条西２丁目１－１
札幌パルビル７階

耳 011-222-5003

さかい眼科クリニック
札幌市中央区南１条西２丁目１番１
号　らんたんビル１０Ｆ

眼 011-232-8444

大通東口クリニック
札幌市中央区南１条西２丁目５番地
南一条Ｋビル３Ｆ

内、眼 011-222-2310

大通りつげのクリニック
札幌市中央区南１条西２丁目　南一
条Ｋビル３階

心内、精、神 011-207-3353

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

内、呼内、循内 011-251-6544

医療法人優美会　城本クリ
ニック札幌

札幌市中央区南１条西２丁目　南一
条Ｋビル５階

形、美、皮、泌 011-219-7780

札幌あおばクリニック
札幌市中央区南１条西２丁目９－１
ＩＫＥＵＣＨＩ　ＺＯＮＥ　５階

眼、美容皮膚科 011-206-8251

西三丁目眼科 札幌市中央区南１条西３丁目８ 眼 011-251-8477

４丁目アイクリニック
札幌市中央区南１条西４丁目１番地
４丁目プラザ　６F

眼 011-251-3704

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 内、胃 011-222-6667

医療法人社団　やんべ皮膚
科クリニック

札幌市中央区南１条西４丁目５－１ 皮 011-222-7431

医療法人社団　蘇春堂形成
外科

札幌市中央区南１条西４丁目　大手
町ビル２階

形、美 011-222-7681

医療法人　日之出内科クリ
ニック

札幌市中央区南１条西４丁目　日之
出ビル７階

内、麻 011-200-7757

医療法人札幌美容形成外科
札幌市中央区南１条西４丁目１６番
地１　南舘ビル４階

形、美 011-231-6666
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仁和堂内科クリニック
札幌市中央区南１条西５丁目　愛生
館ビル３階

内、皮 011-207-0017

公益財団法人パブリックヘ
ルスリサーチセンター北海
道支部札幌商工診療所

札幌市中央区南１条西５丁目１５－
２

内、婦 011-551-8801

アイルこころのクリニック
札幌市中央区南１条西６丁目１１
札幌北辰ビル１階

精、心内 011-218-5561

ハートロッジ　メンタルク
リニック

札幌市中央区南１条西６丁目１１
札幌北辰ビル２階

心内、精、神内 011-218-8877

医療法人社団　たきうち整
形外科スポーツクリニック

札幌市中央区南１条西６丁目１１番
地

整、リハ 011-241-8405

大通り乳腺・甲状腺クリ
ニック

札幌市中央区南１条西６丁目１１
札幌北辰ビル１階

乳外、内分泌外科 011-200-2000

ＨＩＶ抗体検査室・相談室
サークルさっぽろ

札幌市中央区南１条西６丁目４番１
９　旭川信金ビル７階

内 011-251-0396

札幌マタニティ・ウイメン
ズ南一条クリニック

札幌市中央区南１条西６丁目　ＭＡ
ビル４階

産、婦 011-208-1880

ニドークリニック札幌
札幌市中央区南１条西６丁目　北辰
ビル７階

美 011-281-0210

Ａｚクリニック札幌院
札幌市中央区南１条西７丁目１番地
５　南１西７ビル２階

美、皮 011-210-6655

椿診療所
札幌市中央区南１条西１０丁目３番
地　南１条道銀ビル１階

内、外、皮、整、消
内、乳腺外科

011-281-0808

医療法人社団正心会　岡本
中央メンタルクリニック

札幌市中央区南１条西１０丁目３番
地　南１条道銀ビル１階

精、心内 011-261-0110

勤医協札幌クリニック
札幌市中央区南１条西１０丁目６
タイムスビル５階

内 011-221-3415

医療法人社団　高橋皮膚科
医院

札幌市中央区南１条西１０丁目　タ
イムビル３階

皮 011-231-1821

かんわ心療クリニック
札幌市中央区南１条西１１丁目１番
３１２号　コンチネンタルＷＥＳ
Ｔ・Ｓビル　４階

心内、精、精神腫瘍科 011-280-8222

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３２
７　ＴＳ札幌ビル６階

内、神内 011-272-3455

四季メンタルクリニック
札幌市中央区南１条西１１丁目３２
７－６　海晃南１条ビル４Ｆ

精、心内 011-209-7111

とも耳鼻科クリニック
札幌市中央区南１条西１６丁目１番
地２４６　ＡＮＮＥＸレーベンビル
２階、３階

耳 011-616-2000

医療法人　札幌静脈瘤クリ
ニック

札幌市中央区南１条西１６丁目１番
地２４６　ＡＮＮＥＸレーベンビル
４階

外 011-688-5671

医療法人社団　さっぽろ小
児内分泌クリニック

札幌市中央区南１条西１６丁目１－
２４６　ＡＮＮＥＸレーベンビル３
階

小、内分泌・糖尿病小
児科

011-688-7080

Ｓｕｄａ　ｓｋｉｎｃａｒ
ｅ　ｃｌｉｎｉｃ

札幌市中央区南１条西１６丁目１－
２４６　ＡＮＮＥＸレーベンビル５
階

美容皮膚科、形、皮 011-622-3232
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医療法人札幌会　岩澤クリ
ニック

札幌市中央区南１条西１６丁目
レーベンビル２階

泌 011-613-6000

南１条メンタルクリニック
札幌市中央区南１条西１６丁目
レーベンビル３階

心内、精、神 011-613-1025

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
レーベンビル４階

内、糖尿病内科 011-632-8500

医療法人　静脈瘤クリニッ
ク・村木外科

札幌市中央区南１条西１６丁目　１
番２４５　レーベンビル５階

外 011-633-5888

西大通り麻酔クリニック
札幌市中央区南１条西１６丁目１番
２８５　ノートルＫＹビル５０２号
室

麻 011-614-8707

医療法人財団老蘇会　静明
館診療所

札幌市中央区南１条西２３丁目１－
５－９０１号

内、神内 011-622-5212

医療法人社団　小泉皮膚科
クリニック

札幌市中央区南１条西２７丁目１－
４１

皮 011-632-8484

医療法人社団　小泉呼吸器
科・内科クリニック

札幌市中央区南１条西２７丁目１－
４１

内、呼、アレ 011-632-8881

医療法人社団　平林メンタ
ルクリニック

札幌市中央区南１条東１丁目　大通
バスセンタービル１号館３

精、神 011-200-7630

中川胃腸科クリニック
札幌市中央区南１条東１丁目　大通
バスターミナルビル８階

胃 011-271-1625

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

循内、糖尿病内科 011-233-0701

創成こころのクリニック
札幌市中央区南　１条東　２丁目５
－１　MIIビル　３階

精、心内 011-252-3030

札幌こころの診療所
札幌市中央区南１条東２丁目６番地
大通バスセンタービル２号館　５階

精、児童精神科 011-218-8888

公益財団法人北海道労働保
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１８－
１　札幌南二条ビル

内 011-222-0710

レジーナクリニック札幌院
札幌市中央区南２条西２丁目２４番
地　オカダビル６階

美容皮膚科 011-596-0956

桜井内科・胃腸内科
札幌市中央区南２条西３丁目１２番
５号　ＦＣビル南２条８階

内、胃、放 011-511-8585

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
センロト札幌３階

内、婦 011-206-3050

内藤皮膚科クリニック
札幌市中央区南２条西３丁目　札信
ビル６階

外、皮、泌 011-231-2573
休止
H18.5.10～

さくら眼科医院
札幌市中央区南２条西４丁目１１
ＰＩＶＯＴ５階

眼 011-223-8686

メンタルクリニック札幌大
通

札幌市中央区南２条西４丁目１１番
桂和ＭＴビル　３階

精,心内 011-205-0757

札幌クララ美容皮膚科
札幌市中央区南２条西４丁目１１番
地４　桂和MTビル５階

美容皮膚科 011-211-1244
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かんし眼科医院
札幌市中央区南２条西４丁目１２－
７

眼 011-241-2413

響きの杜クリニック
札幌市中央区南２条西２７丁目１番
９号

産、婦 011-632-8331

住友生命北海道医務室
札幌市中央区南２条東１丁目１－１
４　住友生命札幌中央ビル５階

内 011-222-3379

医療法人社団廣仁会　札幌
皮膚科クリニック

札幌市中央区南３条西２丁目１－１
塚本マリオンビル５，６階

皮 011-219-7777

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
マリオンビル４階

消内、肝内、糖尿病内
科、老年内科

011-219-5555

札幌さくらビューティーク
リニック

札幌市中央区南３条西３丁目８－１
エテルノビル３Ｆ、８Ｆ

美容皮膚科 011-241-3232

ストレスケアすすきのクリ
ニック

札幌市中央区南３条西３丁目１０
三信ビル４階

精、心内 011-200-6020

大塚美容外科形成外科
札幌市中央区南３条西３丁目　三信
ビル８階

形、美、美皮、泌 011-242-1611

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１０
０１番地５　福山南３条ビル２階

内、呼内 011-280-0880

札幌市中央保健センター 札幌市中央区南３条西１１丁目 内、小、歯 011-511-7221

札幌市中央健康づくりセン
ター

札幌市中央区南３条西１１丁目３３
１

内 011-562-8700

竹村クリニック
札幌市中央区南３条西１２丁目３２
５

内、消、胃 011-271-1811

医療法人社団　円山リラク
リニック

札幌市中央区南３条西２１丁目２－
１１

内、精、リハ 011-611-1366

医療法人社団カルナサルス
札幌市中央区南４条西６丁目１２－
１

内 011-231-6100
休止
H15.5.8～

医療法人社団　にひら小児
科医院

札幌市中央区南４条西６丁目４ 小 011-521-1391

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

呼内、アレ 011-521-1159

ほしい小児科・整形外科 札幌市中央区南４条西１６丁目
小、外、整、リハ、ア
レ

011-561-2131

佐野内科医院
札幌市中央区南５条西１５丁目１－
６

内、消内 011-561-0288

南円山内科医院
札幌市中央区南６条西２０丁目２番
５号

内 011-520-3670

医療法人社団杏友会　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

内、循、小 011-521-2321

内科小児科渡辺医院 札幌市中央区南７条西６丁目 内、小、放 011-521-0037
休止
H10.7.6～
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南７条クリニック
札幌市中央区南７条西９丁目１０２
４－２

消、胃、外、肛、リ
ハ、放

011-551-2121

医療法人　石山通内科クリ
ニック

札幌市中央区南７条西１１丁目１－
１

内、呼、循 011-551-3337

ゆう皮ふ科スキンケアクリ
ニック

札幌市中央区南７条西１５丁目１－
１　クレド２階

皮 011-252-9751

札幌こころの森クリニック
札幌市中央区南７条西１５丁目１番
１号　クレド３階

精、心内 011-552-0055

中央内科医院
札幌市中央区南７条西１５丁目２番
１－１号

内科 011-561-6362

医療法人社団　若浜医院
札幌市中央区南７条西１７丁目１－
５

内、消内、小 011-561-6767

金森内科 札幌市中央区南８条西５丁目 内、循 011-511-6305

本谷神経科クリニック
札幌市中央区南８条西７丁目　ダイ
アパレス中島公園１階

精、神 011-521-1672

あけぼの皮フ科
札幌市中央区南８条西９丁目７５５
－２８

皮 011-532-6181

社会福祉法人秀寿会　特別
養護老人ホーム信寿園医務
室

札幌市中央区南８条西１０丁目 内 011-552-3003

医療法人社団　高木医院
札幌市中央区南８条西１８丁目１－
１５

アレ、耳 011-561-0019

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

内、循、小 011-552-3666

障害者支援施設つばさ医務
室

札幌市中央区南８条西２６丁目１－
２

内 011-531-5000

特別養護老人ホーム　たん
ぽぽの丘医務室

札幌市中央区南８条西２６丁目１－
２

内 011-531-5000

医療法人社団　吉田眼科
札幌市中央区南９条西６丁目１－２
２

眼 011-511-6561

こなり整形外科・内科クリ
ニック

札幌市中央区南９条西７丁目２－２
６

内、整、リハ 011-511-2277

おく医院 札幌市中央区南９条西１３丁目 内、小 011-561-2826

医療法人社団　さっぽろ幌
西クリニック

札幌市中央区南９条西１５丁目３－
３０

内、神内、リウ、整、
リハ、放

011-551-3315

医療法人社団　竹田眼科
札幌市中央区南９条西２１丁目５番
２０号

眼 011-513-1000

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

内、婦 011-531-2226

中橋内科クリニック
札幌市中央区南１０条西２１丁目７
－１７

内、循内 011-561-3330
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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

内、呼内 011-561-2511

高岡レディースケアクリ
ニック

札幌市中央区南１１条西１３丁目２
－３

産、婦 011-562-2882

医療法人社団　今井内科小
児科医院

札幌市中央区南１１条西１８丁目１
－２５

内、小 011-561-3627

土田内科・循環器科クリ
ニック

札幌市中央区南１１条西２１丁目４
－３３

内、循、リハ 011-512-2020

上城クリニック
札幌市中央区南１２条西６丁目１－
２０　サンピア中島公園　東棟４１
３

麻 080-5060-6811

西線医院
札幌市中央区南１２条西１５丁目３
－１

内、泌 011-561-8507

廣瀬医院
札幌市中央区南１３条西２０丁目１
－１１

内、小 011-561-8685
休止
H19.10.31～

医療法人社団　啓明眼科
札幌市中央区南１３条西２１丁目３
－１８

眼 011-561-5500

医療法人社団　円山公園内
科　啓明クリニック

札幌市中央区南１３条西２２丁目２
－３

内、小 011-530-5566

みたに胃腸内科
札幌市中央区南１３条西２２丁目２
－１１

内、消内、胃内 011-530-1522

たかはし耳鼻科クリニック
札幌市中央区南１４条西６丁目５－
１６　行啓グランドハイツ２階

アレ、耳 011-521-3317
休止
H29.11.1～

行啓通り　かこクリニック
札幌市中央区南１４条西８丁目５－
１　クリオ行啓通壱番館１階

内 011-596-9500

医療法人社団　はせ小児科
クリニック

札幌市中央区南１４条西１８丁目４
－３

小 011-532-5151

医療法人新産健会　旭ヶ丘
在宅クリニック

札幌市中央区南１４条西１８丁目６
番２２号

内 011-839-3700

医療法人社団　伏見啓明整
形外科　札幌骨粗鬆症クリ
ニック

札幌市中央区南１４条西１９丁目１
－１

リウ、整、リハ 011-563-8400

啓明旭山皮フ科
札幌市中央区南１４条西１９丁目１
番３９号

皮 011-533-7670

医療法人社団　新井田医院
札幌市中央区南１５条西７丁目２－
１

内、人工透析内科 011-511-9009

医療法人山美会　札幌山鼻
整形外科

札幌市中央区南１５条西１１丁目１
－３

リウ、整、リハ 011-513-3030

医療法人社団千風会　ちあ
き内科・呼吸器科クリニッ
ク

札幌市中央区南１５条西１１丁目１
－５　唯ビル２階

内、呼 011-522-3777

医療法人藻友会　札幌いし
やまクリニック

札幌市中央区南１５条西１１丁目２
－１

肛門外科、内視鏡外科 011-551-2241

医療法人藻友会　いしやま
形成外科クリニック

札幌市中央区南１５条西１１丁目１
２４１－７

形 011-530-1480
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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
２Ｆ

内 011-520-3360

やまはな皮フ科クリニック
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

皮 011-532-1158

あたご耳鼻咽喉科
札幌市中央区南１５条西１９丁目１
番７号　緑新興産ビル２階

耳 011-522-3387

あんざい内科クリニック
札幌市中央区南１６条西７丁目２－
１５

内、消内 011-511-9073

電車通りレーザー美容クリ
ニック

札幌市中央区南１９条西　６丁目１
－１　グローバルビル２Ｆ

麻、美容皮膚科 011-211-1489

医療法人社団　伏見内科
札幌市中央区南１９条西１４丁目１
－４

内 011-513-2430

伏見西線いしかわ眼科
札幌市中央区南２０条西１４丁目１
番２０号

眼 011-211-5536

きちかわクリニック
札幌市中央区南２０条西１４丁目１
５７３番８

整、形、美、皮 011-518-5257

ゆうしん内科クリニック
札幌市中央区南２０条西１６丁目２
番１号

消内、循内 011-552-7000

医療法人社団　碧進会　は
ら耳鼻咽喉科

札幌市中央区南２１条西１１丁目２
番３号

耳、アレ 011-839-2121

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

内、消内 011-520-8111

医療法人社団　きむら小児
科医院

札幌市中央区南２１条西１３丁目２
－３

小 011-513-2220

村形耳鼻咽喉科
札幌市中央区南２１条西１４丁目１
－２２

アレ、耳 011-562-8733

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

産、婦 011-512-2525

クリニック　光のいずみ
札幌市中央区南２２条西１１丁目１
番４８号

内、小、精、産婦、ア
レ、心内

011-561-5111

やまはな眼科
札幌市中央区南２２条西１１丁目１
－４８　メディカル山鼻３階

眼 011-520-2131

介護老人福祉施設　札幌こ
もれびの家医務室

札幌市中央区南２５条西１１丁目１
番４０号

内 011-520-0011

北海道テレビ放送　医務室
札幌市中央区北１条西１丁目６番地
北海道テレビ放送社屋７階

内

札幌市職員健康情報室
札幌市中央区北１条西２丁目　札幌
市役所本庁舎14階

精

セントベビークリニック
札幌市中央区北１条西２丁目１番地
札幌時計台ビル２階

産婦 011-215-0880

医療法人社団　札幌中央形
成外科

札幌市中央区北１条西３丁目３　札
幌ＭＮビル２階

形、美 011-231-0523
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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

内 011-207-2227

札幌シーズクリニック
札幌市中央区北１条西３丁目３－２
７　札幌北１条駅前通りビル４階

形、皮 011-222-1403

湘南美容クリニック札幌院
札幌市中央区北１条西３丁目３番地
１０　ユニゾイン札幌３階

美、美皮 011-271-9627

医療法人社団　小野百合内
科クリニック

札幌市中央区北１条西３丁目３番地
２７　札幌北１条駅前通りビル７階

内、皮 011-223-5152

エナ大通クリニック
札幌市中央区北１条西４丁目１番地
１　三甲大通公園ビル２階

産婦 011-241-3000

金山生殖医療クリニック
札幌市中央区北１条西４丁目１－１
三甲大通公園ビル２階

産婦（生殖医療） 011-200-1122

医療法人社団　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番１
号三甲大通公園ビル１階

内、消内、循内 011-596-7788

Nico Nico Mental Clinic
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

精、心内 011-272-5777

医療法人社団　くきた整形
外科クリニック

札幌市中央区北１条西４丁目２－２ リウ、整、リハ 011-242-8828

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

内、胃 011-222-5040

北１条田川眼科
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

眼 011-206-1214

北海道放送医務室 札幌市中央区北１条西５丁目 内 011-231-8181

ライオン株式会社札幌オ
フィス健康管理室

札幌市中央区北１条西７丁目１－１
ＣＡＲＰ札幌ビル３Ｆ

内 011-207-7777

医療法人社団　佐川昭リウ
マチクリニック

札幌市中央区北１条西７丁目　パシ
フィックマークス札幌北１条５階

内、アレ、リウ 011-271-0770

加藤直子皮膚科スキンクリ
ニック

札幌市中央区北１条西７丁目４番
パシフィックマークス札幌北１条６
階

皮 011-211-0997

札幌テレビ放送社員医務室 札幌市中央区北１条西８丁目１－１ 内 011-241-1181

医療法人社団恵水会　田島
クリニック

札幌市中央区北１条西２１丁目２－
１５

外、内、透析内科、糖
尿病・代謝内科

011-643-2553

円山はたけやま内科
札幌市中央区北１条西２３丁目２番
１４号　ＲＫ円山鳥居前ビル２階

内、消内、内視鏡内科 011-688-7950

円山ため小児科
札幌市中央区北１条西２３丁目２番
１４号　ＲＫ円山鳥居前ビル３階

アレ、小 011-623-5755

みゆき皮フ科クリニック
札幌市中央区北１条西２４丁目４番
１号　東光ストア円山店５階

皮、美容皮膚科 011-632-1112

円山内科消化器クリニック
札幌市中央区北１条西２４丁目４－
１　東光ストア円山店５階

内、消内 011-215-4137
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時計台記念クリニック
札幌市中央区北１条東１丁目２番３
号

内、循内、消内、腎臓
内科、形、婦、眼、
放、糖尿病内科、リ
ウ、脳外、精、外、血
管外科、泌

011-251-2221

創世内科クリニック
札幌市中央区北１条東３丁目２－２
シティハウス札幌大通東１Ｆ

内、胃内 011-272-7111

さくらメンタルクリニック 札幌市中央区北２条西１丁目 精、心内 011-232-8739

富田内科クリニック
札幌市中央区北２条西１丁目１番地
マルイト札幌ビル２階

内、循内 011-242-5300

札幌耳鼻咽喉科アレルギー
クリニック

札幌市中央区北２条西１丁目　マル
イト札幌ビル２階

アレ、耳 011-223-8787

さいとう皮膚科クリニック
札幌市中央区北２条西１丁目　マル
イト札幌ビル２階

皮 011-222-1212

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　マル
イト札幌ビル４Ｆ・５Ｆ

内、循内、消内、外、
眼、婦、放

011-218-1655

上埜耳鼻咽喉科
札幌市中央区北２条西２丁目２９－
２　ウエノビル２階

耳、アレ 011-221-1445

札幌ノーストクリニック
札幌市中央区北２条西２丁目３３
加森ビル１　４階

形、泌 011-210-7688

時計台内科健診クリニック
札幌市中央区北２条西２丁目　セコ
ム損保ビル２階

内、消 011-221-1817

時計台メンタルクリニック
札幌市中央区北２条西２丁目２９－
２　ウエノビル９Ｆ

精,心内 011-200-1549

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１－２
１　札幌芙蓉ビル２階

内、胃 011-232-0030

医療法人社団緑生会　緑の
森皮膚科クリニック

札幌市中央区北２条西３丁目１－８
朝日生命ビル５階

皮 011-221-0002

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

内、胃 011-222-3807

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　北海
道ビル５階

内 011-241-9074

国土交通省共済組合北海道
開発局　札幌開発建設部診
療所

札幌市中央区北２条西１９丁目 内 011-621-1541

医療法人社団　楽優会　札
幌なかまの杜クリニック

札幌市中央区北２条西２０丁目１番
２８号

内、精、心内 011-688-5753

サッポロファクトリーメン
タルクリニック

札幌市中央区北２条東４丁目１－２
サッポロファクトリー２条館４Ｆ

精、心内 011-223-3770
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サッポロファクトリー・こ
どもクリニック

札幌市中央区北２条東４丁目１－２
サッポロファクトリー２条館４Ｆ

小、アレ 011-223-7800

医療法人ＡＭＣ　ｻｯﾎﾟﾛﾌｧｸ
ﾄﾘｰ皮ﾌ科・ｽｷﾝｹｱｸﾘﾆｯｸ

札幌市中央区北２条東４丁目１－２
サッポロファクトリー２条館４Ｆ

皮、美容皮膚科 011-252-4112

医療法人社団　斎藤医院 札幌市中央区北２条東８丁目８６ 内、胃、小 011-231-5507

特別養護老人ホーム　ラ
スール苗穂　医務室

札幌市中央区北２条東１９丁目１１
－２

内 011-206-7677

高輪クリニック匠
札幌市中央区北３条西２丁目１－２
７　アストリア札幌１０Ｆ

内、歯 011-242-8888

ＡＢＣクリニック美容外科
札幌近藤院

札幌市中央区北３条西２丁目１－２
７　アストリア札幌ビル６Ｆ

美、泌 011-596-7925

品川近視クリニック札幌院
札幌市中央区北３条西２丁目１番地
ＮＣ北専北三条ビル３階

眼 011-522-7245

医療法人社団　本田眼科
札幌市中央区北３条西２丁目１１－
２　本田ビル５階

眼 011-231-2278

石田内科クリニック
札幌市中央区北３条西２丁目　本田
ビル２階＆３階

内 011-222-2706

道庁前はやし耳鼻咽喉科
札幌市中央区北３条西４丁目１番１
号　日本生命札幌ビル３階

耳 011-200-4133

医療法人社団清成会　道庁
前眼科

札幌市中央区北３条西４丁目　日本
生命札幌ビル３階

眼 011-251-7357

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

内、呼、アレ 011-233-8111

医療法人社団心劇会　さっ
ぽろ駅前クリニック北海道
リワークプラザ

札幌市中央区北３条西４丁目１番地
１　日本生命札幌ビル３階

精、心内 011-280-0556

さっぽろ駅前クリニック
分院

札幌市中央区北３条西４丁目１番地
１　日本生命ビル３階

精、心内 011-555-0020

医療法人社団あさひ会赤れ
んが皮フ科クリニック

札幌市中央区北３条西４丁目１番地
日本生命札幌ビル３階

皮 011-222-4112

地方職員共済組合北海道支
部北海道庁診療所

札幌市中央区北３条西６丁目　北海
道庁内

内、外、放 011-231-4111

日本たばこ産業株式会社
北海道支社　人事労務部
保健担当

札幌市中央区北３条西１５丁目１－
８

内 011-643-1121

かねし小児科
札幌市中央区北３条西２５丁目１－
２０

小 011-612-0345

医療法人社団武蔵屋　上善
神経医院

札幌市中央区北３条東２丁目２番地
６　福田ビル１Ｆ

精、心内、神経精神科 011-251-8700

医療法人社団　北海道健診
センタークリニック

札幌市中央区北３条東１３丁目９９
－６

内、心内、呼、消、
循、アレ

011-200-1558

ＪＡ北海道厚生連札幌厚生
病院共済クリニック

札幌市中央区北４条西１丁目１　共
済ビル１階

内、消 011-232-6518
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医療法人社団上伸会　東京
上野クリニック札幌医院

札幌市中央区北４条西２丁目１番地
２　キタコートレードビル３階

形、泌、美、性感染症
内科

011-252-6001

ＡＧＡスキンクリニック札
幌院

札幌市中央区北　４条西２－１－１
カメイ札幌駅前ビル３階

頭部皮膚科、美容皮膚
科

011-206-1810

駅前南口クリニック
札幌市中央区北４条西３丁目１番地
交洋駅前ビル７階

内、眼 011-210-0220

こころメンタルクリニック
札幌市中央区北４条西３丁目１番地
札幌駅前合同ビル５階

精、心内 011-280-5000

さっぽろ駅前内科・内視鏡
クリニック

札幌市中央区北４条西３丁目　駅前
合同ビル４階

内 011-200-2220

札幌駅前しきしま乳腺外科
クリニック

札幌市中央区北４条西３丁目１　札
幌駅前合同ビル８階

乳腺外科 011-208-6000

札幌中央メンタルクリニッ
ク

札幌市中央区北４条西３丁目　札幌
駅前合同ビル９階

心内、精 011-200-8088

医療法人社団龍櫻会　札幌
駅前さくら形成外科

札幌市中央区北４条西３丁目　札幌
駅前合同ビル９階

形 011-242-1155

札幌駅前樽見　おしりとお
なかのクリニック

札幌市中央区北４条西３丁目１　札
幌駅前合同ビル９階

肛外、内視鏡外科 011-209-2241

医療法人社団　札幌駅南眼
科

札幌市中央区北４条西３丁目１番地
２　成友ビル５階

眼 011-232-0086

さっぽろ駅前クリニック
日興ビル分院

札幌市中央区北４条西４丁目１番地
札幌日興ビル５階、６階、７階

精、心内 011-223-0556

医療法人社団イースト会
札幌イースト駅前クリニッ
ク

札幌市中央区北４条西５丁目１番地
アスティ４５　６階

皮、泌

品川スキンクリニック札幌
院

札幌市中央区北４条西５丁目１番地
アスティ４５　２階

美

札幌さくらビューティーク
リニック　札幌駅前院

札幌市中央区北４条西５丁目１番地
アスティ４５ビル３階

美容皮膚科 011-232-3939

札幌フジクリニック
札幌市中央区北４条西５丁目　アス
ティ４５ビル５階

内 011-281-4355

品川美容外科札幌院
札幌市中央区北４条西５丁目１番地
アスティ４５ビル２階

美、美容皮膚科 0120-679-400

富澤内科クリニック
札幌市中央区北４条西５丁目　アス
ティ４５ビル６階

内 011-205-6181

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　アス
ティ４５ビル６階

内、胃 011-205-6030

アスティ相沢眼科
札幌市中央区北４条西５丁目　アス
ティ４５ビル６階

眼 011-205-6170

エルム内科循環器クリニッ
ク

札幌市中央区北４条西５丁目　アス
ティ４５ビル６階

内、循 011-205-6035

北海道赤十字血液センター
札幌駅前出張所

札幌市中央区北４条西５丁目　アス
ティ４５ビル７階

内 011-200-4545

14 / 59 ページ



電 話 番 号

<無床診療所 H30.10.1現在>

備 考診 療 所 名 称 所　在　地 標 ぼ う 診 療 科 目

医療法人社団北辰　札幌セ
ントラルクリニック

札幌市中央区北４条西５丁目　アス
ティ４５ビル７階

内 011-205-6161

脳神経外科・心療内科　北
見クリニック

札幌市中央区北４条西６丁目１　毎
日札幌会館ビル３階

心内、精、神、脳外 011-261-2003

クリニック・イン・ザ・
モーニング

札幌市中央区北４条西１６丁目　栗
林幌西ビル１階

内、小 011-611-2005

いとうひろし内科・糖尿病
内科クリニック

札幌市中央区北４条西２９丁目１－
１４

内、糖尿病内科 011-213-7593

ごう在宅クリニック
札幌市中央区北４条東１丁目３－１
パシフィックタワー札幌２９０５号

内 011-802-7823

札幌アイ・クリニック
札幌市中央区北５条西２丁目１－１
エスタ２Ｆ

眼 011-219-7707

ＭＰＳレディース健診クリ
ニック

札幌市中央区北５条西２丁目５ 内、外、婦 011-209-5430

札幌ワーカーズクリニック
札幌市中央区北５条西２丁目５番
ＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ
７階

内 011-209-5544

医療法人社団　みやざき外
科クリニック

札幌市中央区北５条西２丁目５　Ｊ
Ｒタワーオフィスプラザ札幌７階

外、麻 011-209-5283

北海道整形外科記念病院付
属　ＪＲタワークリニック

札幌市中央区北５条西２丁目５　Ｊ
Ｒタワーオフィスプラザ札幌８階

整、リハ、リウ 011-209-5025

医療法人社団　上出脳神経
外科クリニック

札幌市中央区北５条西２丁目５　Ｊ
Ｒタワーオフィスプラザ札幌８階

脳外 011-209-5232

社会医療法人社団愛心館
愛心内科・消化器科クリ
ニック

札幌市中央区北５条西２丁目５　Ｊ
Ｒタワーオフィスプラザ札幌８階

内、消 011-209-5265

社会医療法人社団愛心館
愛心循環器クリニック

札幌市中央区北５条西２丁目５　Ｊ
Ｒタワーオフィスプラザ札幌８階

循、心 011-209-5250

あびこ眼科クリニック
札幌市中央区北５条西２丁目５　Ｊ
Ｒタワーオフィスプラザ札幌８階

眼 011-209-5285

札幌マタニティ・ウィメン
ズＪＲタワークリニック

札幌市中央区北５条西２丁目５　Ｊ
Ｒタワーオフィスプラザ札幌８階

産、婦 011-209-5350

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５　Ｊ
Ｒタワーオフィスプラザ札幌８階

内 011-209-5420

医療法人社団美翔会　聖心
美容クリニック札幌院

札幌市中央区北５条西２丁目５　Ｊ
Ｒタワーオフィスプラザ札幌１５階

形、美、皮、美容皮膚
科

011-252-6722

医療法人　かねこ眼科クリ
ニック

札幌市中央区北５条西２丁目５　Ｊ
Ｒタワー札幌ステラプレイス

眼 011-219-7103

医療法人社団　掛川神経科
クリニック

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

精、神 011-205-5655

斗南前よしざき内科消化器
内科クリニック

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

内、消内 011-222-0700

社会医療法人耳鼻咽喉科麻
生２８

札幌市中央区北５条西２７丁目 耳 011-641-4133

15 / 59 ページ



電 話 番 号

<無床診療所 H30.10.1現在>

備 考診 療 所 名 称 所　在　地 標 ぼ う 診 療 科 目

宮の森ファミリークリニッ
ク

札幌市中央区北５条西２７丁目２－
１

小、糖尿病内科 011-623-0023

医療法人社団　いの眼科
札幌市中央区北５条西２７丁目２－
３

眼 011-614-6855

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

精、心内 011-633-6233

宮の森スキンケア診療室
札幌市中央区北５条西２７丁目　メ
ディック２８　３階

形、美、皮 011-640-8180

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　メ
ディック２８ビル３階

内、胃、外 011-622-8985

そうえんにっこり小児科
札幌市中央区北７条西１５丁目２８
－１１　中央カクマンビル２階

小、小児アレルギー科 011-213-8020

桑園メンタルクリニック
札幌市中央区北７条西１５丁目２８
番１１号　中央カクマンビル２階

精、心内 011-676-4007

札幌市発達医療センター 札幌市中央区北７条西２６丁目 小、整、リハ 011-622-8640

ＳＰＣ病理診断科
札幌市中央区北９条西１５丁目２８
番地１９６　札幌ＩＴフロントビル
３Ｆ

病 011-644-5311

北円山　杜のこどもクリ
ニック

札幌市中央区北９条西２４丁目１番
２６号

小、小児内分泌科 011-616-8700

桑園みみ・はな・のどクリ
ニック

札幌市中央区北１０条西１５丁目１
番地４　ブランズ札幌桑園駅前イー
スト１Ｆ

耳 011-618-3387

医療法人社団　桑園むねや
す眼科

札幌市中央区北１０条西１５丁目１
番地４　ブランズ札幌桑園駅前イー
スト１Ｆ

眼 011-618-5566

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前ウエ
スト１階

内、呼内、消内、内視
鏡内科

011-642-3111

医療法人社団　佐々木内科
クリニック

札幌市中央区北１０条西２０丁目１
－５

内、消 011-631-4329

市立病院前整形外科クリ
ニック

札幌市中央区北１１条西１４丁目１
－１　ほくやくビル２階

整 011-727-3000

市立病院前内科
札幌市中央区北１１条西１４丁目１
－１　ほくやくビル２階

内、腎臓内科、糖尿病
内科、リウ

011-790-8230

おくしば眼科
札幌市中央区北１１条西１４丁目１
－１　ほくやくビル２Ｆ

眼 011-707-8181

医療法人社団アリビオ　桑
園クリニック

札幌市中央区北１１条西１４丁目１
番７２－１０８号

内、耳 011-738-2288

市立札幌病院前　ひゃくま
ち眼科

札幌市中央区北１１条西１５丁目２
－１　サンエーアインビル１階

眼 011-757-2100

医療法人社団　桑園糖尿病
内科クリニック

札幌市中央区北１１条西１５丁目２
番１号　サンエーアインビル３階

内、糖尿病内科 011-729-1024

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
番１号　サンエーアインビル３階

内、消内、肝内 011-708-8080
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桑園オリーブ皮膚科クリ
ニック

札幌市中央区北１１条西１５丁目２
番１号　サンエーアインビル３Ｆ

皮 011-708-3927

札幌パートナークリニック
札幌市中央区北１１条西２４丁目１
番２０号　ケアヴィレッジほくおう
北円山１階

内 011-622-6000

日本中央競馬会札幌競馬場
救護所

札幌市中央区北１６条西１６丁目１
－１

外 011-726-0461
休止(H30.9.2～
H31年７月頃)

慈啓会特別養護老人ホーム
診療室

札幌市中央区旭ケ丘５丁目６－５１ 内 011-561-8291

慈啓会養護老人ホーム診療
室

札幌市中央区旭ケ丘５丁目６－５２ 内 011-561-8296

北海道立心身障害者総合相
談所附属診療所

札幌市中央区円山西町２丁目１－１
内、精、神内、小、
整、泌、眼、耳

011-613-5401

西円山敬樹園診療所
札幌市中央区円山西町４丁目３－２
０

内 011-631-1021

医療法人社団　うめつ小児
科

札幌市中央区宮の森２条５丁目５－
１５

小、アレ 011-643-8878

いまいホームケアクリニッ
ク

札幌市中央区宮の森３条１丁目１－
３８

内、脳外 011-215-8098

うめつ内科　糖尿病・内分
泌クリニック

札幌市中央区宮の森３条５丁目２－
３５

内、糖尿病・代謝内科 011-631-8400

宮の森三条内科クリニック
札幌市中央区宮の森３条６丁目２－
１０

内、消内 011-616-0036

藤田外科・整形外科
札幌市中央区宮の森３条７丁目１－
６８

消、外、整 011-621-7256

医療法人社団　宮の森皮膚
科

札幌市中央区宮の森３条７丁目１－
７０

アレ、皮 011-632-5600

和光メンタルクリニック
札幌宮の森

札幌市中央区宮ケ丘２丁目１番２号
ヒルサイドテラス３階

精、心内、児童精神科 011-699-5479

中央区　計 347

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３Ｆ

内、呼、循 011-756-1511

医療法人社団　長谷川クリ
ニック

札幌市北区北７条西２丁目　東京建
物札幌ビル３Ｆ

内、小、皮、耳 011-726-5151

さっぽろ内科・リウマチ膠
原病クリニック

札幌市北区北７条西２丁目２０　東
京建物札幌ビル３階

内、リウ、糖尿病内科 011-700-2000

高柳眼科クリニック札幌
札幌市北区北７条西２丁目８番地１
札幌北ビル３階

眼科、がん内科 011-738-3700

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番地１
糖尿病内科、内分泌内
科

011-707-1024

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番地１
脳外、整、乳腺外科、
ペインクリニック外
科、神内、循内

011-709-1131
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医療法人社団　小林皮膚科
クリニック

札幌市北区北７条西４丁目　宮澤鋼
業ビル２階

皮 011-738-5511

メンタルケアさっぽろ西口
クリニック

札幌市北区北７条西４丁目　宮澤ビ
ル３階

精、心内 011-708-7777

医療法人親盛会　東京スカ
イクリニック札幌院

札幌市北区北　７条西　４丁目１番
地１
東カン札幌駅前ビル４０１Ａ

形、泌

一般社団法人　日本健康倶
楽部北海道支部診療所

札幌市北区北７条西４丁目１番地２ 内 011-707-1115

さっぽろＡＲＴクリニック
札幌市北区北７条西４丁目１番地２
ＫＤＸビル

婦 011-700-5880

共立クリニック 札幌市北区北７条西４丁目３ 形、美、皮泌 011-757-6767

花園医院
札幌市北区北７条西４丁目８－３
北口ヨシヤビル　４Ｆ

内 011-375-0141

医療法人社団　さっぽろ内
科クリニック

札幌市北区北７条西５丁目７－１
札幌北スカイビル４Ｆ

内、呼、循 011-717-3131

医療法人社団モアナ　エム
ズレディースクリニック

札幌市北区北７条西５丁目７－１
札幌北スカイビル５階

産、婦 011-738-7777

まつもとメンタルクリニッ
ク

札幌市北区北７条西５丁目７－１
札幌北スカイビル６階

精、心内 011-756-6000

さわむら脳神経・透析クリ
ニック

札幌市北区北７条西５丁目７番地
札幌北スカイビル１、２、３、４、
９階

神内、脳外、内、人工
透析内科、循内

011-727-4500

医療法人社団　康真会　ひ
らお耳鼻咽喉科クリニク

札幌市北区北７条西５丁目７－１
札幌北スカイビル９階

耳、小児耳鼻咽喉科、
アレ

011-746-3387

医療法人　泰睛会　ひきち
眼科

札幌市北区北７条西５丁目７－１
札幌北スカイビル１４階

眼 011-708-1010

札幌パーキンソンMS神経内
科クリニック

札幌市北区北７条西５丁目７－６
札幌北スカイビル１２階

神内,リハ 011-700-5858

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番地１
北７条ヨシヤビル５階

内、消、婦 011-738-7877

医療法人社団　赤倉内科胃
腸内科クリニック

札幌市北区北７条西６丁目２番地 内 011-728-2320

クラーククリニック 札幌市北区北７条西７丁目１－３２ 内、精、神内、心内 011-700-6789

国家公務員共済組合連合会
札幌第一合同庁舎診療所

札幌市北区北８条西２丁目　第１合
同庁舎

内 011-709-2311

国土交通省共済組合北海道
開発局診療所

札幌市北区北８条西２丁目　第１合
同庁舎

内 011-709-2311

公益財団法人　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番地
札幌エルプラザ６階

内、呼内、消内、婦 011-700-1331

医療法人社団　札幌エルプ
ラザ阿部眼科

札幌市北区北８条西３丁目２８番地
札幌エルプラザ６階

眼 011-757-0015
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さっぽろ心療内科クリニッ
ク

札幌市北区北８条西３丁目２８番地
札幌エルプラザ６階

内、精、心内 011-737-0800

社会医療法人　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番地
札幌エルプラザ６階

内、循、心外 011-728-0020

医療法人社団　小林皮膚科
クリニック８・３プラザ診
療室

札幌市北区北８条西３丁目 皮 011-887-6877

医療法人　諸岡内科クリ
ニック

札幌市北区北８条西４丁目１番地１
パストラルビルＮ８　１階

内 011-700-1122

シー・エス・アイクリニッ
ク

札幌市北区北８条西５丁目１番地
坪田ビル　２階

眼、ア 011-708-6085

医療法人形成外科・美容外
科　札幌スキンケアクリ
ニック

札幌市北区北９条西３丁目２番１
パワービル札幌駅前３階

形、美 011-728-4103

平和堂クリニック
札幌市北区北１０条西１丁目２０番
２

内、整 011-776-7540

北大通こころのクリニック
札幌市北区北１０条西４丁目１番１
３

精、心内 011-738-7171

医療法人社団　佐藤診療所 札幌市北区北１２条西２丁目 内、消、循 011-716-1637

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番地
メルバＮ１４　２Ｆ

内 011-708-0811

ここハートクリニック
札幌市北区北１３条西３丁目２番１
号

内 011-788-7686

北１６条内科循環器クリ
ニック

札幌市北区北１６条西４丁目１－１
９　佐藤ビル　２階

内、循内、心外 011-738-1212

北海道大学保健センター 札幌市北区北１６条西７丁目 内、精 011-706-5345

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　１Ｆ

内、循内 011-729-5510

医療法人社団　菊池皮膚科
クリニック

札幌市北区北１７条西３丁目２１
プロスＴＪビル　１Ｆ

皮 011-736-4112

医療法人社団東桑会　札幌
北クリニック

札幌市北区北１８条西２丁目１番１
０号

内科（人工透析）、外
科（人工透析）

011-747-7157

北大前北１８条メンタルク
リニック

札幌市北区北１８条西３丁目２１－
２４　ＭＩＣビル　７Ｆ

精、神 011-746-6616

医療法人社団　北２０条内
科クリニック

札幌市北区北２０条西６丁目２番１
０号

内、消、アレ、リハ 011-758-8080

土田耳鼻咽喉科クリニック 札幌市北区北２１条西４丁目 耳 011-759-1233

札幌皮膚病理診断科
札幌市北区北２１条西４丁目２－２
５　セゾン・ドゥ・ブランシェ北２
１条１階

病 011-756-4810

川村メンタルクリニック
札幌市北区北２３条西３丁目　第一
高瀬ビル２Ｆ

精、神 011-738-0770
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医療法人社団　小谷内科医
院

札幌市北区北２３条西４丁目 内、呼、消、循 011-736-2588

やすおか皮膚科クリニック
札幌市北区北２３条西５丁目２－３
１　Ｊビル１Ｆ

皮 011-709-1838

医療法人社団和仁会　平田
内科クリニック

札幌市北区北２４条西１４丁目 内、消、循、小 011-756-2220

いせ眼科クリニック
札幌市北区北２４条西１４丁目３－
８

眼 011-728-1122

くすのきこどもクリニック
札幌市北区北２４条西１４丁目３－
８　北２４条通メディカルプレイス
２階

小 011-717-0415

医療法人社団　おがさわら
耳鼻咽喉科クリニック

札幌市北区北２４条西１４丁目３－
８　北２４条通メディカルプレイス
３階

耳、アレ 011-747-3387

医療法人社団　さとう小児
科医院

札幌市北区北２５条西５丁目１番１
号

小、アレ 011-756-5007

北２５条メンタルクリニッ
ク　あいさに

札幌市北区北２５条西５丁目１番３
号　リーブル２５　１階

精、心内 011-756-2505

札幌市北保健センター
札幌市北区北２５条西６丁目１番１
号

内、小、歯 011-757-1181

辻外科医院
札幌市北区北２６条西７丁目１番１
号

外、整、肛 011-716-8631

医療法人社団　中野整形北
クリニック

札幌市北区北２７条西５丁目１－２
８

整、リハ、放、麻、リ
ウ

011-736-4002

医療法人社団　ちはる神経
内科クリニック

札幌市北区北２７条西５丁目１－２
８

神内 011-737-8080

内科小児科関屋医院 札幌市北区北２７条西８丁目 内、小 011-756-5087

医療法人社団　小林内科小
児科医院

札幌市北区北２８条西５丁目２番１
６号

内、消、小 011-716-8531

医療法人社団　北孔会　新
川眼科

札幌市北区北２８条西１５丁目 眼 011-726-1010

医療法人社団北昂会　ファ
ミール内科

札幌市北区北２９条西４丁目２番１
－１５８

内、アレ、心内 011-746-3988

総合診療クリニック
札幌市北区北２９条西４丁目２番１
－２０７

内、高齢者内科、高齢
者がん内科、心内、ア
レ

011-398-3947

医療法人社団昇英会　整形
外科新川駅いとがクリニッ
ク

札幌市北区北２９条西１５丁目３番
８号

整、リハ 011-716-1117

しもかわ内科・循環器内科
札幌市北区北２９条西１５丁目３番
８号

内、循内 011-716-1300

社会医療法人　北腎会　脳
神経・放射線科クリニック

札幌市北区北３０条西１４丁目２番
地１１号

脳外、放射線治療科、
腫瘍放射線科

011-709-1717

医療法人訪友会　さっぽろ
在宅医療クリニック

札幌市北区北３７条西４丁目２番６
号　マンションブリッジ麻生橋元ビ
ル１階

内、呼内 011-708-3330
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しば小児科
札幌市北区北３８条西４丁目１番１
５号　ちゃいるどハウス２Ｆ

小 011-746-2588

医療法人社団　ささもと眼
科クリニック

札幌市北区北３９条西５丁目１番１
５号　北電商販サトウビル２Ｆ

眼 011-700-6661

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番１
５号　北電商販サトウビル３階

内 011-756-5733

医療法人社団　さっぽろ麻
生メンタルクリニック

札幌市北区北３９条西５丁目１番１
５号　北電商販サトウビル４階

精、神 011-737-8676

麻生クリニック
札幌市北区北４０条西４丁目２－１
５　札幌東急ストア麻生店１Ｆ

眼 011-757-8977

医療法人社団北耀会　あさ
ぶ小児科

札幌市北区北４０条西４丁目２－１
５　札幌東光ストア麻生店２階

小 011-717-3111

西村外科胃腸科
札幌市北区北４０条西４丁目２番１
号　麻生メディカルビル２Ｆ

胃、外、整、肛 011-757-1560

医療法人社団　及川皮膚科
医院

札幌市北区北４０条西４丁目２番１
号　麻生メディカルビル３Ｆ

皮 011-746-2566

医療法人社団　麻生形成外
科クリニック

札幌市北区北４０条西４丁目２番１
号　麻生メディカルビル５Ｆ

形 011-700-3636

医療法人社団ちぇりこ会
麻生レディースクリニック

札幌市北区北４０条西４丁目３２５
番地４

産婦 011-747-8688

医療法人社団　さっぽろ麻
生クリニック

札幌市北区麻生町４丁目１２番８号
麻生ＭＭビル２Ｆ

麻 011-736-7755

特別養護老人ホーム清香園
医務室

札幌市北区新琴似１条３丁目３番６
号

内 011-769-8520

どい内科クリニック
札幌市北区新琴似１条３丁目３番１
３号

内、呼内 011-769-1200

大沼内科クリニック
札幌市北区新琴似１条８丁目２２番
１７号

内、呼、胃、循、小、
リハ

011-764-3110

医療法人緑風会　新琴似皮
膚科スキンケアクリニック

札幌市北区新琴似１条１２丁目６番
３８号

皮 011-766-4512

医療法人社団　池田内科
札幌市北区新琴似１条１３丁目１番
７号

内、呼、消、循、小、
リハ

011-764-8833

新川耳鼻咽喉科
札幌市北区新琴似２条１１丁目７番
１号

耳、麻、アレ 011-765-3387

飛彈内科クリニック
札幌市北区新琴似２条１１丁目７番
７号

内、消内、糖尿病内
科、内分泌内科

011-769-8002

医療法人社団　阿部内科医
院

札幌市北区新琴似３条１１丁目７－
２４

内、呼、消、循、小 011-761-2395

のびるこどもクリニック
札幌市北区新琴似５条２丁目１番９
号

小 011-766-2206

スポキチクリニック
札幌市北区新琴似６条１２丁目２番
３号

整 011-788-3210
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太田内科循環器科クリニッ
ク

札幌市北区新琴似６条１４丁目２番
８号

内、循 011-762-0777

医療法人社団　おおさき内
科

札幌市北区新琴似７条９丁目６番２
１号

内、消、リウ、心内 011-766-0666

よしだメンタルクリニック
札幌市北区新琴似７条１１丁目５番
１号

心内 011-761-2104
休止
H22.6.1～

麻生循環器内科
札幌市北区新琴似８条１丁目１番１
号　フロンティア西麻生Ⅱ２Ｆ

内、循 011-756-7272

医療法人社団　新琴似内科
クリニック

札幌市北区新琴似８条６丁目１番１
号

内、胃腸内科 011-761-1076

医療法人社団　佐野耳鼻咽
喉科

札幌市北区新琴似８条６丁目５番１
０号　竹内メディカルビル２Ｆ

耳 011-763-3387

医療法人社団慶生会　川村
皮フ科医院

札幌市北区新琴似８条７丁目１番２
号　雄雪ビル

皮 011-764-4112

医療法人社団　横山医院
札幌市北区新琴似８条１３丁目１番
４号

内、消、小 011-761-2484

ふくい医院
札幌市北区新琴似９条１１丁目９－
１５

内、小、皮 011-761-6060

勤医協札幌北区ぽぷらクリ
ニック

札幌市北区新琴似１０条２丁目１ 内、呼、消、循、神内 011-762-8811

小児科高橋医院
札幌市北区新琴似１０条８丁目３番
１号

小、アレ 011-765-3820

医療法人社団　早川整形外
科医院

札幌市北区新琴似１１条１３丁目６
番６号

整、リハ 011-765-5660

服部ファミリークリニック
札幌市北区新琴似１１条１７丁目１
番２３号

内、麻 011-766-7767

医療法人社団　新川ファミ
リエ内科

札幌市北区新川３条７丁目１－１０
－１

内、消内、循内 011-763-8118

新川中央眼科
札幌市北区新川３条７丁目１番６４
号

眼 011-769-1010

医療法人アパンド　みみ・
はな・のど横浜クリニック

札幌市北区新川３条７丁目１－３ 耳、アレ 011-765-4580

新川皮膚科クリニック
札幌市北区新川４条１丁目３番３号
ecoa新川クリニックモール１階

皮, 小児皮膚科 011-756-1212

玄気堂　漢方内科クリニッ
ク

札幌市北区新川４条１丁目３番３号
ecoa新川クリニックモール２階

内, 漢方内科 011-708-7740

新川まえだ眼科 札幌市北区新川４条１丁目３番３号 眼 011-700-2233

医療法人社団　中鉢小児ク
リニック

札幌市北区新川４条１０丁目７番１
３号

小 011-764-1118

新川駅前みんなの耳鼻咽喉
科

札幌市北区新川５条１丁目１－１ 耳、小耳 011-700-3070
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特別養護老人ホーム新川エ
バーライフ医務室

札幌市北区新川７１５番地２ 内 011-764-3663

医療法人社団　こすげ内科
医院

札幌市北区屯田２条３丁目８番１０
号

内、小 011-771-6101

医療法人社団　たちばなこ
どもクリニック

札幌市北区屯田４条１丁目７番１０
号

内、消、循、小 011-773-7377

新星おなかのクリニック 札幌市北区屯田５条７丁目１－６８ 内、消内 011-775-8000

はなぶさ耳鼻咽喉科
札幌市北区屯田６条６丁目５番３４
号

耳 011-770-7701

医療法人社団　屯田横山眼
科

札幌市北区屯田６条８丁目９番２０
号

眼 011-774-9811

屯田ホームクリニック
札幌市北区屯田６条１０丁目７－２
５

内、消、リハ 011-775-1112

川嶋泌尿器科
札幌市北区屯田６条１０丁目７－２
５

泌 011-775-1330

メディック北札幌
札幌市北区屯田７条３丁目１０番１
５号

内、呼、消、循、ア
レ、リウ

011-775-5000

医療法人社団　浜岡皮膚科
クリニック

札幌市北区屯田７条４丁目７番３４
号

皮 011-775-0411

医療法人桃実会にわ糖尿
病・内科クリニック

札幌市北区屯田９条３丁目１－２０
屯田メディカルモール１階

糖尿病内科 011-790-7900

医療法人社団　リラ整形外
科クリニック

札幌市北区屯田９条３丁目１－２０
屯田メディカルモール１階

整、リハ 011-776-5577

医療法人耳鼻咽喉科麻生
耳鼻咽喉科麻生北クリニッ
ク

札幌市北区屯田９条３丁目１－２０
屯田メディカルモール２階

耳 011-773-4133

清明庵医務室
札幌市北区屯田９条３丁目３番３０
号

内 011-774-9277

特別養護老人ホーム七色の
風医務室

札幌市北区屯田９条９丁目５番３号 内 011-775-7160

医療法人社団杏英会　安達
内科医院

札幌市北区太平６条５丁目１番１７
号

内、呼、消、循、小、
リハ、放

011-772-7120

医療法人社団　江口整形外
科

札幌市北区太平４条３丁目２番１号 整、リハ 011-773-1570

医療法人社団　太平眼科
札幌市北区太平１０条１丁目２番１
号

眼 011-771-2200

太平高山内科クリニック
札幌市北区太平１２条４丁目８－１
３

内、呼、胃、循、小 011-770-2177

介護老人福祉施設ら・せれ
な医務室

札幌市北区百合が原３丁目１番１号 内 011-702-1152

医療法人社団　ゆりがはら
内科ケア＆クリニック

札幌市北区百合が原７丁目４番２５
号

内、消、リハ 011-770-7111
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特別養護老人ホーム「オニ
オンコート」医務室

札幌市北区百合が原１１丁目１８５
－１３

内 011-774-2133

川島内科胃腸科
札幌市北区篠路２条３丁目５番１０
号

内、呼、胃、循 011-773-8233

医療法人社団　しのろ眼科
医院

札幌市北区篠路２条４丁目５番１６
号　メディコア篠路１Ｆ

眼 011-773-3455

医療法人社団　しのろ耳鼻
咽喉科医院

札幌市北区篠路２条４丁目５番１６
号　メディコア篠路２Ｆ

耳、気 011-773-3387

医療法人社団廣仁会　しの
ろ皮膚科医院

札幌市北区篠路２条４丁目５番１６
号　メディコア篠路２Ｆ

皮 011-773-3322

たかすぎ腎泌尿器科 札幌市北区篠路２条６丁目４－３０ 泌 011-775-1233

倉田内科医院
札幌市北区篠路２条７丁目５番２３
号

内 011-776-2799

特別養護老人ホームグリー
ンピア篠路医務室

札幌市北区篠路２条９丁目１番８０
号

内 011-770-2121

医療法人　しのろファミ
リークリニック

札幌市北区篠路２条１０丁目１２－
１

内、呼内、消内、循
内、小、アレ

011-771-2800

医療法人社団　篠路こども
クリニック

札幌市北区篠路３条６丁目４－３２ 小 011-776-0776

医療法人社団昇英会　いと
が整形外科

札幌市北区篠路３条１０丁目１５８
番３０

整、リハ 011-770-7688

医療法人社団　篠路整形外
科

札幌市北区篠路４条５丁目３番９号 整、リハ 011-772-7255

医療法人社団健志会　しの
ろ駅前医院

札幌市北区篠路４条６丁目１１－１
７

内、呼、胃、小 011-774-8388

医療法人社団　大黒会　吉
田医院

札幌市北区篠路５条５丁目７番１ 内、呼、胃、循 011-771-2020

横山内科医院
札幌市北区篠路１０条２丁目１１番
２２号

内、胃、循、小 011-771-1611

軽費老人ホームＡ型茨戸ラ
イラックハイツ医務室

札幌市北区東茨戸５０番地１０ 内 011-772-9805

特別養護老人ホーム福寿園
医務室

札幌市北区東茨戸５０番地１０ 内 011-772-7181

医療法人社団　めばえこど
もクリニック

札幌市北区あいの里１条３丁目４番
８号

小 011-770-5160

医療法人社団あさつま会
あいの里整形外科

札幌市北区あいの里１条４丁目２２
番２０号

整、リハ 011-778-7855

あいの里クリニック
札幌市北区あいの里１条５丁目２－
３　あいの里ｉＭＡＬＬ　Ａ棟１Ｆ

眼 011-778-3644

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番
２号　クリーンリバーネオシティあ
いの里１Ｆ

内、消、小 011-778-7111
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かしま内科クリニック
札幌市北区あいの里２条３丁目１６
番７号

内、神内 011-778-7031

医療法人　本間皮ふ科クリ
ニック

札幌市北区あいの里２条８丁目４番
１号

皮 011-778-2950

医療法人社団　いけだクリ
ニック

札幌市北区あいの里２条８丁目４番
５号

内、小 011-778-2721

鈴木外科循環器科クリニッ
ク

札幌市北区あいの里３条４丁目８－
１

循、外 011-770-4730

特別養護老人ホーム白ゆり
あいの里医務室

札幌市北区あいの里３条８丁目１４
番１号

内 011-770-5880

北海道教育大学保健管理セ
ンター

札幌市北区あいの里５条３丁目１番
３号

内 011-778-8811

特別養護老人ホーム白ゆり
南あいの里医務室

札幌市北区南あいの里５丁目４－１
ライフプレステージ白ゆり南あいの
里１階

内 011-778-5555

あいの里耳鼻咽喉科 札幌市北区拓北６条５丁目２番１号 耳 011-374-6670

北区　計 161  

アリオ札幌みやじま眼科 札幌市東区北７条東９丁目２－２０ 眼 011-711-2020

アリオ札幌耳鼻咽喉科クリ
ニック

札幌市東区北７条東９丁目２－２０ 耳 011-752-3387

医療法人社団　廣仁会　ア
リオ札幌皮膚科クリニック

札幌市東区北７条東９丁目２－２０ 皮 011-752-7850

新生クリニック
札幌市東区北１０条東６丁目１番３
５号

内、消内 011-741-2688

札幌市東保健センター 札幌市東区北１０条東７丁目４－２ 内、小、歯 011-711-3211

医療法人英晃会　東区役所
前　泌尿器科・内科

札幌市東区北１１条東８丁目１－３ 内、泌 011-750-1155

医療法人社団　川島医院 札幌市東区北１１条東１０丁目１ 内、小 011-711-9965

医療法人社団　鈴木内科循
環器クリニック

札幌市東区北１２条東１２丁目２－
５

内、循 011-731-5366

よつば家庭医療クリニック
札幌市東区北１２条東４丁目１番１
号

内、小、緩和ケア内科 011-722-7700

医療法人社団　能戸眼科医
院

札幌市東区北１２条東７丁目１－３
５　メディカルセンター光星１階

眼 011-741-1123

医療法人社団　光星耳鼻咽
喉科クリニック

札幌市東区北１２条東７丁目１－３
５　メディカルセンター光星２階

耳 011-741-8740

医療法人社団　ポプラ小児
科医院

札幌市東区北１２条東７丁目１７
メディカルセンター光星１階

小 011-711-7425
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医療法人社団　西谷皮膚科
医院

札幌市東区北１２条東７丁目１７
メディカルセンター光星１階

皮 011-741-1121

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１７
メディカルセンター光星２階

内 011-704-6887

医療法人社団ほゝえみ会
札幌メンタルクリニック

札幌市東区北１２条東７丁目１７
メディカルセンター光星３階

精、神 011-731-5121

医療法人社団　東都会　東
区役所前整形外科

札幌市東区北１２条東７丁目１番３
５号

整、リハ、リウ 011-742-5155

医療法人　新産健会　ＬＳ
Ｉ札幌クリニック

札幌市東区北１３条東１丁目２－５
０

内、放 011-711-1331

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

内、眼 011-711-3311

医療法人社団　東豊ひふ科
札幌市東区北１５条東１６丁目１－
１　第２菱本ビル３階

皮 011-784-5055

北愛医院
札幌市東区北１６条東１６丁目１番
１３号

胃,外,整,肛,歯,矯歯,
リハ

011-783-0736

医療法人社団天祐会　札幌
東皮膚科形成外科

札幌市東区北１６条東１６丁目１－
１３　北愛メディカルビル１階

アレ、形、美、皮 011-789-9711

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

内、胃 011-784-2340

医療法人社団健守会　札幌
でむら小児クリニック

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

アレ、小 011-781-4115

札幌市みかほ整肢園 札幌市東区北１７条東５丁目１８ 小、整 011-731-5674

特別養護老人ホーム大友恵
愛園医務室

札幌市東区北１７条東５丁目２－５ 内 011-751-1731

医療法人社団　ながの小児
科医院

札幌市東区北１７条東１６丁目２－
１１

小 011-781-1010

星のかがやきクリニック
札幌市東区北１８条東８丁目１－２
５　中嶋ビル３階

内 712-6002

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 内、消内 011-752-1801

医療法人社団　Ｈ・Ｎ・メ
ディックさっぽろ東

札幌市東区北１９条東７丁目１－２
６

内、泌、腎臓内科、人
工透析内科

011-723-6660

医療法人社団　谷村医院サ
ンクリニック

札幌市東区北１９条東８丁目５－２ 内、呼内、消内 011-731-7226

美香保医院
札幌市東区北２０条東７丁目２－２
７

内、小、放、皮 011-711-7787

医療法人社団　藤田医院
札幌市東区北２０条東１３丁目１－
２

内、呼、消、循、小 011-711-8084

医療法人社団　曙　札幌北
１４条クリニック

札幌市東区北２０条東１５丁目４番
２２号

内 011-748-3161 区内移転
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札幌フィメールクリニック
札幌市東区北２１条東３丁目２番５
号

乳腺外科、女性肛門外
科

011-731-1155

医療法人社団　元町整形外
科

札幌市東区北２１条東１６丁目１－
１１

リウ、整、リハ 011-781-6151

医療法人社団　谷口内科
札幌市東区北２１条東１８丁目５－
１１

内 011-783-7701

かとう内科小児科医院
札幌市東区北２３条東１丁目８－１
４

内、心内、精、神、
呼、胃、循、小、放

011-721-5855 休止H24.4.1～

医療法人社団　佳生会　こ
だま在宅内科緩和ケアクリ
ニック

札幌市東区北２３条東６丁目３番１
８－２号

内、緩和ケア内科 011-214-9560

蒔田医院
札幌市東区北２３条東７丁目２－２
５

内、循、小、皮 011-721-0720 休止H9.11.4～

たいら耳鼻咽喉科クリニッ
ク

札幌市東区北２３条東８丁目２－２
－１

耳、アレ、小耳 011-723-5555

医療法人社団　石川内科医
院

札幌市東区北２３条東９丁目１－２
７

内、消、小 011-751-2750

医療法人社団　明園内科小
児科医院

札幌市東区北２３条東１３丁目１－
１５

内、小 011-751-0221

元町内科クリニック
札幌市東区北２３条東１６丁目１番
１１号　元町メディカルビル2F

内、消内、胃腸内科 011-787-6666

元町皮ふ科
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

皮 011-792-6658

元町クリニック
札幌市東区北２３条東２１丁目２－
２　ハウスオブリザ北２３条１階

眼 011-786-1038

医療法人社団　元町眼科ク
リニック

札幌市東区北２４条東１５丁目４－
１０　第２日弘ビル３階

眼 011-785-6566

医療法人社団大藏会　札幌
佐藤メンタルクリニック

札幌市東区北２４条東１５丁目１－
７　スリールもとまち１階

精、心内 011-712-3111

ふるかわ小児科アレルギー
科クリニック

札幌市東区北２４条東１６丁目１－
７

小、アレ 011-789-5555

さっぽろ元町メンタルクリ
ニック

札幌市東区北２４条東１６丁目１－
７　グローバリビル　２Ｆ

精、心内 011-780-3737

医療法人社団　中村医院
札幌市東区北２４条東１７丁目１－
１９

外、整、皮、泌、肛、
放

011-782-1901

軽費老人ホーム（A型）慈
照ハイツ医務室

札幌市東区北２４条東１８丁目４ 内、眼 011-782-0115

かいせい内科医院
札幌市東区北２３条東２１丁目３番
１７号

内、呼内、消内、循内 011-781-3001

医療法人社団元町こどもの
城　元町こどもクリニック

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２階

小、アレ 011-782-2820

牧田皮膚科医院
札幌市東区北２４条東２１丁目１－
１　元町ビル２階

皮 011-784-3861
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医療法人社団　かしわむら
耳鼻咽喉科クリニック

札幌市東区北２４条東２１丁目５－
１

耳、気 011-785-2421

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

内、リウ 011-781-3431

医療法人社団祐川整形外科
医院

札幌市東区北２４条東２２丁目２番
１号

整、リハ、リウ 011-783-2255

こころと発達クリニック
えるむの木

札幌市東区北２５条東３丁目１番３
７号

小,児童精神科 011-733-0087

医療法人社団　平澤内科呼
吸器科クリニック

札幌市東区北２５条東３丁目３番１
１号

内、呼内、循内、小、
アレ

011-711-8297

医療法人社団　八田内科
札幌市東区北２５条東１５丁目４－
２７

内、呼、胃、循、アレ 011-751-2548

医療法人社団豊生会　元町
ひまわり消化器内科・腎透
析クリニック

札幌市東区北２５条東２０丁目７－
１

内、消内、老年脳神経
内科、腎臓内科（人工
透析）

011-784-1121

医療法人社団　岩田皮膚科
札幌市東区北２６条東６丁目１－２
８

皮 011-711-0384

公益財団法人北海道対がん
協会　札幌がん検診セン
ター

札幌市東区北２６条東１４丁目１－
１５

内、外、婦 011-748-5511

北光記念クリニック
札幌市東区北２７条東８丁目１－１
５

内、循内、放、脳神経
内科、腎臓内科

011-722-1122

にしはら内科クリニック 札幌市東区北３０条東１丁目４－１ 内、消内、循内 011-721-2486

あべ耳鼻咽喉科アレルギー
科クリニック

札幌市東区北３１条東１６丁目１－
２

耳、アレ 011-785-5533

医療法人社団雄生愛会　新
道東皮膚科クリニック

札幌市東区北３１条東１６丁目１－
５

皮 011-780-1211

医療法人社団彩光会　札幌
かとう眼科

札幌市東区北３１条東１６丁目１－
２２

眼 011-780-2111

医療法人社団　いちご会
新道東フレンド整形外科

札幌市東区北３１条東１９丁目２－
１０

整、リハ、リウ 011-789-0010

Ａ１　Ｃｌｉｎｉｃ
札幌市東区北３４条東１７丁目１－
２６　新道東ビル２Ｆ

内、歯 011-785-1239

むぎのこ発達クリニック
札幌市東区北３６条東８丁目１－３
５

精、小 011-753-6467

札幌いそべ頭痛・もの忘れ
クリニック

札幌市東区北３６条東１５丁目１番
２０号

脳神経内科、リハ 011-753-6000

新道東おおた内科
札幌市東区北３７条東１５丁目１－
２４

内 011-748-1551

石川内科クリニック
札幌市東区北３８条東７丁目２－１
７　北栄メディカルビル

内、小 011-752-7337

栄町消化器・内視鏡内科ク
リニック

札幌市東区北４０条東１５丁目２番
５号

内、消内 011-711-7149
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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３－１
４　ノースメディカルビル２階

内、呼、消、循 011-722-8111

みきファミリークリニック
札幌市東区北４１条東７丁目３－１
２

内、小 011-299-6555

医療法人社団　奥泉整形外
科

札幌市東区北４１条東８丁目３－７ 整、リハ 011-731-2161

栄町皮フ科クリニック
札幌市東区北４１条東１４丁目２番
２４号

皮、小児皮膚科 011-748-1212

栄町ファミリ－クリニック
札幌市東区北４１条東１５丁目１－
１８

内、小、外、整、リハ 011-723-8633

医療法人社団　くく耳鼻咽
喉科クリニック

札幌市東区北４２条東１６丁目１－
１

アレ、耳 011-789-3387

医療法人社団　あんざい整
形外科クリニック

札幌市東区北４２条東１６丁目１－
１　Ｎ４２メディカルビル２階

リウ、整、リハ、麻 011-789-2525

ひろせ皮フ科クリニック
札幌市東区北４２条東１６丁目１－
１　Ｎ４２メディカルビル３階

皮 011-789-2888

医療法人社団ちいろば子供
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４階

アレ、小 011-789-3888

栄町眼科クリニック
札幌市東区北４２条東１６丁目１－
１　Ｎ４２メディカルビル５階

眼 011-780-6655

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

内、循内 011-789-2311

特別養護老人ホーム　セボ
ラ・コリーナ医務室

札幌市東区北４２条東１９丁目１番
１０号

内 011-782-0115

医療法人社団慈昂会　新道
東在宅診療クリニック

札幌市東区北４３条東　８丁目１番
２０号

内 011-748-8255

医療法人社団　栄北小児科
札幌市東区北４５条東１丁目３－２
０

内、小 011-731-1640

さかえまち西診療所
札幌市東区北４５条東７丁目６－１
６

内、胃腸内科 011-731-6636

特別養護老人ホーム栄町医
務室

札幌市東区北４７条東１７丁目７１
３番３

内 011-789-1152

社会福祉法人　札幌明啓院
医務室

札幌市東区東苗穂１条３丁目２－１
１

内、精 011-781-2545

特別養護老人ホーム　フ
ローラルさつなえ医務室

札幌市東区東苗穂１条３丁目２－１
６

内 011-780-6141

医療法人社団豊生会　東苗
穂たんぽぽクリニック

札幌市東区東苗穂３条１丁目２番９
０号

内、神内 011-784-6300

医療法人社団　つかざき小
児科

札幌市東区東苗穂４条１丁目１４
成和ビル２階

小 011-781-2200

しんたて耳鼻咽喉科医院
札幌市東区東苗穂６条２丁目６－２
０　五十嵐ビル

耳 011-782-5033
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医療法人社団　新井眼科ク
リニック

札幌市東区東苗穂６条２丁目９－１
５

眼 011-785-7707

医療法人社団　ユーこども
クリニック

札幌市東区東苗穂７条２丁目２－２
５

小 011-785-4970

医療法人社団　プライマリ
さの内科循環器クリニック

札幌市東区東苗穂１２条２丁目２１
－１５

内、循内 011-791-5333

医療法人社団北夕会　メン
タルケア札幌

札幌市東区東苗穂１３条１丁目２－
６

心内、精、神 011-791-3630

特別養護老人ホーム　ウィ
ズ東苗穂医務室

札幌市東区東苗穂町１０８９－１ 内 011-789-3001

東雁来ひふ科
札幌市東区東雁来１０条１丁目１０
番１２号

皮 011-790-1211

特別養護老人ホーム　モエ
レの里　医務室

札幌市東区東雁来１１条　３丁目２
番１５号

内

医療法人社団豊生会　東雁
来すこやか内科・小児科ク
リニック

札幌市東区東雁来１１条４丁目１－
１０

内、循内、リハ、小

特別養護老人ホーム　ひか
りの　医務室

札幌市東区東雁来１２条４丁目１－
１５

内、循内、リハ 011-791-9991

医療法人社団豊生会　苗穂
通りクリニック

札幌市東区伏古６条４丁目１番１８
号

内、呼内 011-788-6102

特別養護老人ホーム藤苑医
務室

札幌市東区伏古７条３丁目１－３３ 内 011-781-2400

ＭＳクリニック
札幌市東区伏古１０条２丁目１９－
１

内 090-6448-9376
休止(H30.2.25-
H33.2.25)

勤医協伏古１０条クリニッ
ク

札幌市東区伏古１０条３丁目２ 内、呼内、消内、循内 011-786-5588

医療法人社団　岡田内科呼
吸器科クリニック

札幌市東区伏古１２条５丁目８－２
２

内、呼 011-787-2171

陸上自衛隊丘珠駐とん地医
務室

札幌市東区丘珠町１６１ 内、外、歯 011-781-8321

医療法人社団豊生会　丘珠
明陽医院

札幌市東区北丘珠３条１丁目２１－
２０

内、循内 011-781-1145

札幌シティクリニック
札幌市東区北３１条東１９丁目２番
１０号

内 011-768-7234

医療法人　いけだ内科循環
器クリニック

札幌市東区本町１条７丁目１番４６
号

内、循内 011-789-0055

鍋島医院 札幌市東区苗穂町２丁目４－２０ 耳 011-711-8691

東区　計 115

医療法人社団誠医会　よつ
ばクリニック

札幌市白石区東札幌１条２丁目１－
３

内、リハ 011-825-1055
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医療法人社団長伸会　札幌
あかしあクリニック

札幌市白石区東札幌１条２丁目３－
１１　札幌クリニックプラザ２階

内、整 011-820-1031

特別養護老人ホーム「ルミ
エール」医務室

札幌市白石区東札幌１条３丁目１ 内 011-825-2555

アイリス内科クリニック
札幌市白石区東札幌２条３丁目７－
５３

内 011-826-6255

医療法人社団　東札幌おお
やま整形外科

札幌市白石区東札幌２条４丁目１１
－１４　メディカル・コート東札幌
２階

リウ、整、リハ 011-817-0080

さくら耳鼻咽喉科
札幌市白石区東札幌３条３丁目１３
番１

耳 011-811-0390

東札幌脳神経クリニック
札幌市白石区東札幌３条３丁目１３
番１

脳外 011-817-2271

東札幌メンタルクリニック
札幌市白石区東札幌３条３丁目１３
番１

精、心内 011-817-1556

医療法人社団　十善クリ
ニック

札幌市白石区東札幌３条６丁目１－
２　第１小竹ビル２階

麻、ペインクリニック
内科

011-864-6757

東札幌眼科
札幌市白石区東札幌４条１丁目１－
１　ラソラ札幌Ｂタウン２階

眼 011-821-2100

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　ラソラ札幌Ｂタウン２階

内、呼内、消内、循
内、アレ

011-817-1188

医療法人社団　きよみず公
園クリニック

札幌市白石区東札幌４条３丁目６－
１

内 011-813-6311

医療法人社団　響　さくら
内科クリニック

札幌市白石区東札幌４条４丁目１番
１８号

内 011-817-2171

川端医院
札幌市白石区東札幌５条４丁目３－
２

内、呼、胃、循、小 011-831-2702

栄通わたなべ内科・皮ふ科 札幌市白石区栄通８丁目２－１
内、呼内、消内、循
内、皮

011-858-3311

医療法人社団　小路内科消
化器クリニック

札幌市白石区栄通１５丁目９－３５ 内、消 011-853-1331

協全内科クリニック 札幌市白石区栄通１７丁目１３ 内、消内、内視鏡内科 011-242-0580

医療法人社団豊仁会　やま
うち内科クリニック

札幌市白石区栄通１９丁目１－１

内、消内、呼内、循
内、アレ、放、小、
皮、糖尿病内科、内分
泌内科

011-851-5600

やまうち整形外科 札幌市白石区栄通１９丁目１－２０ 内、リウ、整、リハ 011-857-3300

ごう内科クリニック
札幌市白石区栄通２１丁目１番１６
号

内、アレ 011-850-5050

なかの耳鼻咽喉科医院
札幌市白石区栄通２１丁目２２－３
５

アレ、耳、気 011-854-4133

なかた小児科
札幌市白石区南郷通１丁目北１－１
ＳＴ相馬ビル２階

小 011-864-8668
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田川眼科
札幌市白石区南郷通１丁目北１－１
ＳＴ相馬ビル２階

眼 011-864-8671

医療法人社団　西尾皮膚科
医院

札幌市白石区南郷通１丁目北１－１
ＳＴ相馬ビル３階

皮 011-865-0671

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
ＳＴ相馬ビル５階

内 011-860-6771

札幌市白石保健センター
札幌市白石区南郷通１丁目南８－１
白石区複合庁舎

内、小、歯 011-862-1881

さっぽろ白石内科消化器ク
リニック

札幌市白石区南郷通１丁目南８番１
０号　白石ガーデンプレイス３階

内、消内 011-862-8878

白石ガーデンプレイス皮膚
科クリニック

札幌市白石区南郷通１丁目南８番１
０号 白石ガーデンプレイス３階

皮、アレ、美容皮膚
科、小児皮膚科

011-867-1112

しろいし耳鼻咽喉科
札幌市白石区南郷通１丁目南８番１
０号 白石ガーデンプレイス３階

耳、アレ、小児耳鼻咽
喉科

011-860-3387

そらのもりクリニック
札幌市白石区南郷通１丁目南８番１
０号 白石ガーデンプレイス３階

精、心内 011-286-5861

医療法人社団　白石こども
クリニック

札幌市白石区南郷通２丁目北２－１
オ・ドミール南郷街

小 011-865-7302

北海道医療生活協同組合
緑愛クリニック

札幌市白石区南郷通６丁目北３－２
４

内 011-868-8866

おおきな木ホームクリニッ
ク

札幌市白石区南郷通７丁目北５番３
０号　タカシマビル１階

内、老年内科 011-868-0033

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

内、呼、消、循、放 011-860-7676

南郷通り整形外科
札幌市白石区南郷通８丁目北１－３
３

リウ、整、リハ 011-866-3555

医療法人社団　山中たつる
小児科

札幌市白石区南郷通１１丁目南３－
９

内、小 011-866-5555

医療法人社団　南郷医院
札幌市白石区南郷通１２丁目北１－
２５

内、呼、消、循、外 011-861-2768

医療法人社団旺仁会　富士
殖内科医院

札幌市白石区南郷通１４丁目南３－
１１

内、消 011-863-6851

医療法人社団　彩光会　な
んごう眼科

札幌市白石区南郷通１４丁目南３－
１１　ラスコム１３　３階

眼 011-860-2222

医療法人社団蒼成会　ク
オーレメンタルクリニック

札幌市白石区南郷通１４丁目南３－
１１　ラスコム１３

心内、精、神 011-862-0556

なんごう耳鼻咽喉科
札幌市白石区南郷通１４丁目北１－
１２

アレ、耳 011-862-3333

医療法人社団悠美会　南郷
中央整形外科

札幌市白石区南郷通１４丁目北３番
２０号

整、リハ 011-864-0011

医療法人社団医創会　南郷
えーる内科クリニック

札幌市白石区南郷通１４丁目北３番
２０号

内 011-860-5555
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医療法人東札幌病院　ヘル
スケアクリニック光

札幌市白石区南郷通１４丁目北３番
２０号

内 011-860-1043

ゆきのはな内科クリニック
札幌市白石区南郷通１６丁目南１－
２０

内、老年内科 011-861-8739

医療法人社団清香会　おお
しま内科胃腸科クリニック

札幌市白石区南郷通１８丁目北３－
２８

内、胃、アレ、リウ、
小

011-866-5511

さとわ内科クリニック
札幌市白石区南郷通１９丁目南３－
１１

内、消 011-860-1717

医療法人社団　えんどう皮
膚科クリニック

札幌市白石区南郷通１９丁目南３－
１１

皮 011-860-1232

医療法人社団南郷メンタル
クリニック

札幌市白石区南郷通１９丁目南３－
１１　メディカル９７　４階

精、心内 011-861-7518

医療法人新産健会　月寒東
内科クリニック

札幌市白石区南郷通２１丁目南５番
３９号

内 011-854-8508
休止中(H30.5.2-
H30.11.1)

公益財団法人北海道労働保
健管理協会健診センター診
療所

札幌市白石区本郷通３丁目南２－１
３

内、精 011-862-5131

医療法人社団　佐分利内科
医院

札幌市白石区本郷通１０丁目南１－
２３

内、消内、循内、小 011-864-1751

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

内、消内 011-866-4563

萌クリニック
札幌市白石区本郷通１３丁目南４－
２７　ムトウビル３階

心内、精 011-862-0020

ふじた眼科クリニック
札幌市白石区本通１丁目南１－１３
雄健１階

眼 011-868-6666

医療法人社団　渡邉一彦小
児科医院

札幌市白石区本通１丁目南１－１３
雄健２階

アレ、小 011-865-8688

白石スキンケアひふ科クリ
ニック

札幌市白石区本通１丁目南１番１３
号　雄健ビル２階

皮 011-863-4614

広川内科クリニック 札幌市白石区本通３丁目南２－３８ 内 011-861-2026

星野泌尿器科 札幌市白石区本通２丁目北３番８号 内、泌 011-864-3911 休止(H28.10.1～)

医療法人徳洲会　ホームケ
アクリニック札幌

札幌市白石区本通５丁目北１－１ 内、緩和ケア内科 011-886-6770

医療法人社団　白石本通り
泌尿器科

札幌市白石区本通６丁目北２番１号
ＳＨ６ビル

泌 011-868-1145

松田内科循環器クリニック 札幌市白石区本通８丁目南１－３０ 内、循内 011-867-8000

医療法人社団かとう皮フ科
クリニック

札幌市白石区本通９丁目南５－１１ 皮 011-861-1212

内科・胃腸科クリニック長
尾医院

札幌市白石区本通１１丁目南１－７ 内、消、胃、循 011-861-4696
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社会医療法人恵佑会本通ク
リニック

札幌市白石区本通１４丁目南５－２
５

内 011-868-0101

公益財団法人北海道結核予
防会札幌市職員共済組合健
康管理センター健診所

札幌市白石区本通１６丁目南４－２
６

内、呼、消、循、婦 011-866-3802

札幌市職員共済組合健康管
理センター指導室

札幌市白石区本通１６丁目南４－２
６

内 011-866-3781

医療法人社団　小川医院
札幌市白石区本通１６丁目北１１－
１４

内、小、皮 011-864-7995

社会福祉法人美松善隣会
特別養護老人ホーム白石ハ
イツ医務室

札幌市白石区本通１６丁目北４－３
０

内 011-864-6341

北海道立精神保健福祉セン
ター

札幌市白石区本通１６丁目北６－３
４

精、神 011-864-7121

特別養護老人ホーム　へい
わの郷　診療所

札幌市白石区平和通１丁目南１０番
２号

内

新幌クリニック 札幌市白石区平和通４丁目南１－７ 内 011-868-9100

札幌市あけぼの荘医務室 札幌市白石区平和通４丁目南３－６ 内、精、神 011-861-2878

医療法人平和の森耳鼻咽喉
科クリニック

札幌市白石区平和通５丁目北１１番
２０号

耳、アレ 011-846-3387

勤医協平和通りクリニック 札幌市白石区平和通７丁目南５－１ 内 011-864-0912

医療法人社団　ひらい内科
小児科

札幌市白石区平和通９丁目南３－１ 内、消、循、アレ、小 011-861-5122

こころのリカバリー総合支
援センター

札幌市白石区平和通１７丁目北１－
１３

精、神 011-861-6353

医療法人社団　木村医院
札幌市白石区菊水１条１丁目３－３
３

小、耳 011-811-4403

医療法人社団　醫王会　緑
の街診療所菊水分院

札幌市白石区菊水２条１丁目７－７ 内、救急科

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

内、消内、循内 011-827-6688

厚生労働省第二共済組合
北海道がんセンター所属所

札幌市白石区菊水４条２目３－５４ 内、外 011-811-9111

札幌市菊寿園医務室
札幌市白石区菊水５条１丁目８－１
４

内 011-821-3028

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１－３
４　シュタットハウス１Ｆ

内、循内 011-818-3737

中島内科胃腸科クリニック
札幌市白石区菊水上町１条３丁目３
６

内、消 011-811-2726

特別養護老人ホームきくす
いの里　医務室

札幌市白石区菊水上町４条１丁目１
番１号

内 011-875-6111
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地域密着型介護老人福祉施
設　菊水こまちの郷医務室

札幌市白石区菊水上町４条３丁目９
４－６４

内 011-811-8110

みんなのこどもクリニック
札幌市白石区菊水元町５条２丁目２
－４
Ｕｃラポール１Ｆ

小、アレ 011-876-1717

医療法人社団　薫風会青空
たけうち内科クリニック

札幌市白石区菊水元町５条２丁目２
－４０

内、呼、消、循、ア
レ、リウ

011-872-3558

特別養護老人ホーム平成苑
医務室

札幌市白石区菊水元町８条２丁目７
－１５

内 011-879-6666

医療法人社団まつもと小児
科

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

小 011-871-2277

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３階

内、呼内、消内、循内 011-872-0088

医療法人社団　北郷眼科ク
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３階

眼 011-879-4560

医療法人社団ありがとうの
風 在宅療養支援診療所 く
まさんクリニック

札幌市白石区北郷２条１２丁目４番
１４号　園部ビル１Ｆ

内 011-873-0903

北郷医院
札幌市白石区北郷３条５丁目１３－
１

内、循、小 011-873-1960

医療法人社団日吉会　そね
ざき内科小児科医院

札幌市白石区北郷３条７丁目１－１
５

内、胃、循、小 011-873-2227

北郷皮膚科医院
札幌市白石区北郷３条８丁目５－２
８

皮 011-871-1123

医療法人社団　北郷整形外
科医院

札幌市白石区北郷３条８丁目５－３
３

整、リハ、リウ 011-871-1011

北郷通り内科クリニック
札幌市白石区北郷３条１４丁目１－
３４

内科（消化器・呼吸
器・循環器）

011-879-6667

エイジホームケアクリニッ
ク

札幌市白石区北郷６条７丁目３－３ 内 011-376-5371

医療法人社団　川北内科循
環器科医院

札幌市白石区川北２条３丁目２－２
５

内、循 011-872-4533

社会福祉法人　札幌厚生会
白石福祉園医務室

札幌市白石区川北２２７２－８ 内、精、神 011-875-2940

社会福祉法人　札幌厚生会
静心寮医務室

札幌市白石区川北２２７２－９ 内、精、神 011-873-5001

医療法人社団　大屋医院 札幌市白石区川下２条７丁目２－５ 内、小 011-873-1123

特別養護老人ホームきさく
苑医務室

札幌市白石区川下２１２８－２ 内 011-875-8838

川下ばく内科
札幌市白石区川下４条５丁目４番１
４号

内、内視鏡内科 011-374-4389

特別養護老人ホームあすか
ＨＯＵＳＥ白石医務室

札幌市白石区中央１条５丁目１番１
０号

内
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地域密着型特別養護老人
ホーム「アルメリア米里」
医務室

札幌市白石区米里１条３丁目１０番
１１号

内 011-879-7600

白石区　計 107

医療法人社団秀和会　いで
うち内科医院

札幌市厚別区もみじ台東４丁目２－
７

内、小、アレ 011-897-0053

医療法人社団　増田内科ク
リニック

札幌市厚別区もみじ台南１丁目２－
９

内、呼、胃、循 011-897-9191

社会福祉法人北海道光生舎
特別養護老人ホーム 光生
舎ゆいま～る・もみじ台

札幌市厚別区もみじ台南３丁目　４
番

内 011-899-1600

せんば内科医院
札幌市厚別区もみじ台南６丁目１－
６

内、呼、消、循 011-897-6123

勤医協もみじ台内科診療所
札幌市厚別区もみじ台西６丁目１－
４

内 011-897-5051

医療法人社団恒仁会　くま
がい小児科

札幌市厚別区もみじ台西６丁目１－
７

小 011-897-1118

なかえ耳鼻咽喉科医院
札幌市厚別区もみじ台西６丁目１－
８

耳 011-898-3387

医療法人社団　高橋内科医
院

札幌市厚別区もみじ台北５丁目１－
２

内、糖尿病・代謝内科 011-897-2358

医療法人社団　仁誠会　も
みじ台内科・胃腸内科クリ
ニック

札幌市厚別区もみじ台北６丁目１番
３０号

内,胃腸内科 011-809-5800

特別養護老人ホーム「サ
ポーティ・もみじ台」医務
室

札幌市厚別区もみじ台北６丁目２番
５－２号

内 011-897-8000

中野眼科 札幌市厚別区青葉町６丁目１－５ 内、小、眼 011-891-1555

医療法人社団悠仁会羊ヶ丘
病院附属リハビリクリニッ
ク

札幌市厚別区青葉町１１丁目４番１
号

整、リハ 011-351-0880

特別養護老人ホーム青葉の
まち

札幌市厚別区青葉町１５丁目１８－
１

内 011-891-7700

特別養護老人ホーム新さっ
ぽろの里　医務室

札幌市厚別区上野幌１条１丁目２－
２５

外、呼内、消内、循内

医療法人社団真和会　上野
幌内科クリニック

札幌市厚別区上野幌１条３丁目１－
７

内、呼、消、循 011-896-7577

医療法人社団　椿原こども
クリニック

札幌市厚別区上野幌２条２丁目３－
１１

小 011-893-7550

秋田眼科クリニック
札幌市厚別区上野幌２条２丁目３－
１２

眼 011-891-1010

医療法人社団　坂井胃腸科
内科医院

札幌市厚別区上野幌２条５丁目１－
１３

内、胃 011-893-2323

医療法人社団アカシア会
いたや内科消化器科

札幌市厚別区上野幌３条３丁目２－
１

内、呼、消、心内 011-896-2828
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医療法人社団圭光会　いな
むら皮膚科医院

札幌市厚別区上野幌３条４丁目９－
１４

皮 011-891-3401

ＳＡＭ　ＣＬＩＮＩＣ
札幌市厚別区上野幌３条６丁目５－
６

消、外、耳、麻 011-215-6120

医療法人社団　おおやち耳
鼻咽喉科クリニック

札幌市厚別区大谷地東２丁目３－３
５

耳 011-896-4187

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
しんたくターミナルプラザ２階

内、呼内、消内、循
内、肝臓内科

011-893-1678

医療法人社団　たむら小児
科医院

札幌市厚別区大谷地東４丁目１－２
しんたくターミナルプラザ２階

アレ、小 011-893-2288

医療法人社団　伊東皮フ科
クリニック

札幌市厚別区大谷地東４丁目１－２
しんたくターミナルプラザ２階

皮 011-896-9112

大谷地腎泌尿器科クリニッ
ク

札幌市厚別区大谷地東４丁目１番２
号　しんたくターミナルプラザ２階

泌 011-895-0081

医療法人社団　たさき子ど
も相談診療室

札幌市厚別区大谷地東４丁目２－２
０　第２西村ビル１階

心内、小、児童精神科 011-802-2888

医療法人社団　大谷地形成
外科美容外科クリニック

札幌市厚別区大谷地東５丁目１番４
３号

形、美 011-891-3388

たけい内科胃腸科クリニッ
ク

札幌市厚別区厚別中央１条３丁目５
－１

内、消内 011-891-2707

札幌市厚別保健センター
札幌市厚別区厚別中央１条５丁目３
－２

内、小、歯 011-895-1881

新札幌耳鼻咽喉科医院
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２階

耳 011-893-1133

医療法人社団　浜辺晃循環
器内科クリニック

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

内、循 011-893-8211

医療法人社団北星会　さっ
ぽろ北星クリニック

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４階

内 011-801-3000

医療法人社団　花岡神経ク
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４階

精、神、心内 011-896-1277

医療法人社団　竹林整形外
科

札幌市厚別区厚別中央１条６丁目３
－１　ホクノー新札幌ビル１階

整、リハ、リウ 011-890-1000

新さっぽろメンタルクリ
ニック

札幌市厚別区厚別中央１条６丁目３
－１　ホクノー新札幌ビル３階

精、心内 011-375-8172

新札幌内科クリニック
札幌市厚別区厚別中央１条６丁目３
－１　ホクノー新札幌ビル３階

内、放 011-895-7074

ホクノーアイクリニック
札幌市厚別区厚別中央１条６丁目３
番１号

眼 011-896-3932

新札幌こども発達クリニッ
ク

札幌市厚別区厚別中央１条６丁目３
番１号

小、児童精神科 011-893-1511

医療法人社団こぶし　札幌
こぶしクリニック

札幌市厚別区厚別中央２条４丁目９
－１５

精、神、心内 011-896-7260
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医療法人社団　新札幌眼科
札幌市厚別区厚別中央２条４丁目９
－１５　新札幌中央メディカル

眼 011-895-1778

医療法人社団さくら会　新
札幌泌尿器科

札幌市厚別区厚別中央２条４丁目９
－１５　新札幌中央メディカル

泌、性、麻 011-895-8228

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　新札幌中央メディカル

内、循内 011-802-1000

新札幌駅前内科循環器
札幌市厚別区厚別中央２条５丁目３
－４０　新札幌駅前ビル３階

内、循内、人工透析内
科

011-801-1000

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

内、消 011-896-3888

新札幌ながい整形外科
札幌市厚別区厚別中央２条５丁目４
－３０

リウ、整、リハ 011-890-7788

医療法人社団　おおにし内
科・リウマチ科クリニック

札幌市厚別区厚別中央２条５丁目４
番６号

内、リウ 011-890-0024

北海道赤十字血液センター
新さっぽろ出張所

札幌市厚別区厚別中央２条５丁目６
－２

内 011-895-2555

新さっぽろファミリアクリ
ニック

札幌市厚別区厚別中央２条５丁目６
番３号　新さっぽろｱｰｸｼﾃｨ ﾃﾞｭｵ ﾃﾞｭ
ｵ-2 地上４階

精、心内 011-895-3736

桂林耳鼻咽喉科・中耳サー
ジクリニック

札幌市厚別区厚別中央２条５丁目６
－３　新さっぽろアークシティ
デュオ２　４階

耳 011-801-4133

医療法人社団恒仁会新さっ
ぽろ小児科

札幌市厚別区厚別中央２条５丁目６
番３号　新さっぽろアークシティ
デュオⅡ　４Ｆ

小 011-895-8311

新札幌アイクリニック
札幌市厚別区厚別中央２条５丁目７
イオンカテプリ新さっぽろ２Ｆ

眼 011-895-8028

医療法人社団　上杉皮膚科
医院

札幌市厚別区厚別中央２条５丁目７
－２　サンピアザ３階

皮 011-892-2466

医療法人社団　サンピアザ
たけだ眼科

札幌市厚別区厚別中央２条５丁目７
－２　サンピアザ３階

眼 011-890-2363

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　サンピアザモール３０２号

内、胃 011-892-7103

医療法人社団糖友会　栗原
内科

札幌市厚別区厚別中央３条５丁目７
－２８

内 011-892-3522

中川内科循環器科
札幌市厚別区厚別中央４条２丁目１
８－２０

内、循 011-891-2943

特別養護老人ホームかりぷ・あつべつ医務室
札幌市厚別区厚別中央５条６丁目５
－２０

内 011-896-1165

もみじ台クリニック
札幌市厚別区厚別東１条５丁目１８
－１５

内、消内、糖尿病内科 011-897-5170

医療法人社団　小野幌医院
札幌市厚別区厚別東４条４丁目５－
１５

内、神内 011-897-8822

特別養護老人ホーム厚別園
医務室

札幌市厚別区厚別東５条３丁目２４
番地９

内 011-375-1050
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医療法人社団　育愛こども
医院

札幌市厚別区厚別西２条３丁目７－
６

小 011-893-3323

医療法人社団ＥＹＥ　あつ
べつ眼科

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

眼 011-894-3731

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

内、循 011-894-2004

医療法人社団武田隼人会
たけだ皮膚科スキンケアク
リニック

札幌市厚別区厚別西３条６丁目７０
０－９０

皮、美容皮膚科、小児
皮膚科

011-891-8811

桜台クリニック
札幌市厚別区厚別西４条２丁目１２
－２１

泌、外、整、リハ、胃
腸内科

011-894-8823

さっぽろ厚別通内科
札幌市厚別区厚別西５条１丁目１５
番２１号

内 011-895-6671

脳神経外科まつばらおさむ
クリニック

札幌市厚別区厚別西５条１丁目１６
－２０　２階

脳外 011-801-7000

ふかや皮膚科クリニック
札幌市厚別区厚別西５条１丁目１６
－２０　３Ｆ

皮 011-890-1212

医療法人ＡＭＣ　あおば内
科クリニック

札幌市厚別区厚別南７丁目２－１１ 内、呼、消、循、小 011-891-1112

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

内、胃、小、放 011-893-0008

医療法人社団　桐佑会　札
幌藤島クリニック

札幌市厚別区厚別北４条４丁目１番
８号

内、消内 011-801-7707

そらいろこどもクリニック
札幌市厚別区厚別北５条５丁目１番
７号

小、アレ 011-375-8807

地域密着型特別養護老人
ホームマリア園医務室

札幌市厚別区厚別町下野幌４９番９ 内 011-899-4111

特別養護老人ホーム厚別栄
和荘医務室

札幌市厚別区厚別町山本７５０－６ 内 011-896-5010

厚別区　計 75

医療法人社団　上村内科医
院

札幌市豊平区美園３条４丁目３－１
１

内 011-821-3223

医療法人社団　仁誠会　美
園クリニック

札幌市豊平区美園　７条３丁目２番
１号

内 011-876-0530

美園おかだ眼科
札幌市豊平区美園７条４丁目２－１
５　美園７・４メディカルビル２階

眼 011-815-7222

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２－１
５　美園７・４メディカルビル３階

内、リハ 011-816-6777

医療法人社団　はまもと耳
鼻咽喉科クリニック

札幌市豊平区美園７条４丁目２－１
５　美園７・４メディカルビル４階

耳 011-820-4187

松坂皮膚科 札幌市豊平区美園７条５丁目４－８ 皮 011-818-3255

39 / 59 ページ



電 話 番 号

<無床診療所 H30.10.1現在>

備 考診 療 所 名 称 所　在　地 標 ぼ う 診 療 科 目

内科・神経内科美園医院 札幌市豊平区美園８条５丁目３－４ 内、神内 011-820-4820

勤医協月寒ファミリークリ
ニック

札幌市豊平区月寒中央通４丁目１－
１５

内、小 011-851-0229

つきさむ皮膚科クリニック
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

皮 011-856-2000

月寒こどもクリニック
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

小 011-856-9181

かとう眼科クリニック
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

眼 011-855-3030

社会医療法人孝仁会　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

内、呼、心外、循 011-857-2666

つきさむメンタルクリニッ
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

心内、精、神 011-855-7021

たねいちリウマチクリニッ
ク

札幌市豊平区月寒中央通８丁目４－
７

内、リウ 011-853-7307

医療法人社団　古澤耳鼻咽
喉科医院

札幌市豊平区月寒中央通９丁目１－
１３

耳 011-851-4772

医療法人社団　浜田皮膚科
医院

札幌市豊平区月寒中央通１０丁目２
－１２

皮 011-852-8012

月寒あさがおの郷診療所
札幌市豊平区月寒西１条１１丁目２
－３５

内 011-858-3333

ノテ診療所
札幌市豊平区月寒西２条５丁目１－
２

内 011-853-0181

医療法人社団　川村小児科
医院

札幌市豊平区月寒西２条１０丁目２
－７５

小 011-853-2888

はせがわ内科クリニック
札幌市豊平区月寒西４条１０丁目７
番１７号

内 011-851-0610

岡整形外科医院
札幌市豊平区西岡３条１１丁目１０
－１

整、リハ 011-582-1211

さかた眼科ファミリークリ
ニック

札幌市豊平区西岡３条１１丁目９－
１１

眼、麻 011-582-8811

松本内科クリニック 札幌市豊平区西岡４条１丁目５－１ 内、消 011-852-1353

医療法人社団　西岡ひふ科
クリニック

札幌市豊平区西岡４条４丁目１－１
西岡メディカルビル２階

皮 011-855-0601

医療法人社団　西岡こども
クリニック

札幌市豊平区西岡４条４丁目１－１
西岡メディカルビル２階

小 011-855-0770

医療法人社団　西岡じび咽
喉科クリニック

札幌市豊平区西岡４条４丁目１－１
西岡メディカルビル３階

耳 011-836-1187
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曽根眼科
札幌市豊平区西岡４条４丁目１－１
西岡メディカルビル３階

眼 011-858-1010

医療法人社団　ごとう内科
クリニック

札幌市豊平区西岡４条７丁目７－１ 内、循内 011-858-7771

西岡水源池通りクリニック
札幌市豊平区西岡４条１３丁目１７
番１号

内、呼内 011-584-5512

医療法人社団　二十一世紀
はらや整形外科

札幌市豊平区西岡５条１丁目６－２
８

リウ、外、整、リハ 011-836-1501

特別養護老人ホームみどり
の丘

札幌市豊平区西岡５条１２丁目４０
７

内 011-581-3001

医療法人社団　みと内科循
環器クリニック

札幌市豊平区福住１条１丁目７－１ 内、循 011-851-2800

医療法人社団廣仁会　福住
皮膚科クリニック

札幌市豊平区福住２条１丁目２－１
福住メディカルビル５階

皮 011-836-2010

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 内、胃腸内科、消内 011-836-3531

医療法人社団　小椋こども
クリニック

札幌市豊平区福住２条１丁目２番５
号　イトーヨーカドー福住店６階

小 011-852-0211

福住整形外科クリニック
札幌市豊平区福住２条１丁目２番５
号

整,リハ,リウ 011-850-1700

羊ヶ丘眼科
札幌市豊平区福住２条１丁目２番５
号　イトーヨーカドー福住店３階

眼 011-827-6884

吉田内科医院 札幌市豊平区福住２条６丁目６－２ 内、小、放 011-851-2571

医療法人社団愛和会　愛内
科クリニック

札幌市豊平区福住３条１丁目２－２
２

内、呼、消、アレ 011-836-3680

医療法人礼風会　胃腸内
科・肛門外科山岡医院

札幌市豊平区福住３条１０丁目２－
１０

内、胃内、肛門外科 011-851-2700

医療法人社団月信会　月寒
のぶおか内科　消化器内科

札幌市豊平区月寒東　１条　４丁目
３番８号

内、消内 011-859-7701

月寒東整形外科
札幌市豊平区月寒東１条１１丁目２
番５号

整、リハ、リウ 011-856-7722

医療法人社団五風会　福住
メンタルクリニック

札幌市豊平区月寒東１条１５丁目１
－２０

心内 011-853-1889

医療法人社団開耳会　福住
耳鼻咽喉科

札幌市豊平区月寒東１条１５丁目３
４－４　メープル福住ビル３階

耳 011-856-8733

医療法人社団　島崎外科胃
腸科

札幌市豊平区月寒東２条４丁目７－
２

胃、外、整、小外、
肛、リハ、放

011-853-1616

医療法人新産健会　スマイ
ル健康クリニック

札幌市豊平区月寒東２条１６丁目１
番９６号

内、消、循 011-854-8508

経済産業省共済組合産業技
術総合研究所支部診療所北
海道分室

札幌市豊平区月寒東２条１７丁目２
－１　北海道工業技術研究所

内 011-851-0151
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しらかば泌尿器科クリニッ
ク

札幌市豊平区月寒東２条１８丁目７
－２３　松本メディカルビル２階

泌 011-855-1100

しらかば台月寒東クリニッ
ク

札幌市豊平区月寒東３条１６丁目３
番１０号

内 011-850-0011

医療法人社団　のえる小児
科

札幌市豊平区月寒東３条１７丁目１
－２０

小、アレ 011-858-0505

医療法人社団　北野通内科
循環器クリニック

札幌市豊平区月寒東３条１８丁目２
２－２０

内、循 011-853-8800

医療法人社団　なんば内科
循環器クリニック

札幌市豊平区月寒東４条７丁目８番
２８号

内、循内 011-859-8800

社会福祉法人彩世会　特別
養護老人ホーム　コスモス
苑

札幌市豊平区月寒東４条１０丁目８
－３０

内 011-859-3311

コンフォート豊平クリニッ
ク

札幌市豊平区豊平３条１丁目１番３
８号

内 011-595-7913

特別養護老人ホームとよひ
らの里医務室

札幌市豊平区豊平３条１１丁目２－
１５

内 011-820-5200

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３－１
０　豊平メディカルプラザ１階

内、消 011-823-1100

医療法人社団　豊平おおた
こどもクリニック

札幌市豊平区豊平４条３丁目３－１
０　豊平メディカルプラザ１階

アレ、小 011-815-2525

医療法人社団　とよひら眼
科クリニック

札幌市豊平区豊平４条３丁目３－１
０　豊平メディカルプラザ２階

眼 011-832-0114

医療法人社団豊武会　小野
医院

札幌市豊平区豊平４条８丁目２－７
小野ビル

内 011-811-1156 休止(H25.1.25～)

小熊クリニック
札幌市豊平区豊平４条９丁目１－２
８

精、神、皮 011-811-2681

医療法人社団　とよひら公
園内科クリニック

札幌市豊平区豊平４条１１丁目３－
５

内、呼、胃、循 011-811-1518

医療法人社団拓心会　紺野
整形外科クリニック

札幌市豊平区豊平４条１２丁目１－
７

内、整、リハ 011-818-1511

北海道立総合体育センター
医務室

札幌市豊平区豊平５条１１丁目１－
１

内、整、リハ 011-820-1704

厚生診療所 札幌市豊平区豊平６条６丁目２－１ 内、消 011-811-1346

医療法人　かわかみ外科・
整形外科クリニック

札幌市豊平区豊平７条８丁目　札幌
東急ストア豊平店西館Ａ棟

外、整 011-833-5888

医療法人社団　こじま耳鼻
咽喉科クリニック

札幌市豊平区豊平７条８丁目　札幌
東急ストア豊平店西館Ａ棟

アレ、耳 011-833-8833

とよだ眼科
札幌市豊平区豊平７条８丁目　東急
豊平メディカルビル２階

眼 011-820-7888

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 内、糖尿病・代謝内科 011-824-5757
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医療法人おひげせんせいの
こどもクリニック

札幌市豊平区豊平７条１０丁目３番
８号

小、アレ 011-820-1061

医療法人社団醫王会　緑の
街診療所

札幌市豊平区豊平７条１３丁目１－
１

内 011-825-9912

旭町医院 札幌市豊平区旭町３丁目２－３６ 内 011-811-0345

医療法人社団　ゆうあいク
リニック

札幌市豊平区中の島１条１丁目７－
２０　ＦＯＲＧＥＤ　ＮＡＫＡＮＯ
ＳＨＩＭＡ６階・７階

外 011-820-2244

中の島せつこ内科クリニッ
ク

札幌市豊平区中の島１条２丁目３番
１５号　コーポエクセルショール１
Ｆ

内 011-820-3900

腎臓内科めぐみクリニック
札幌市豊平区中の島１条７丁目５－
１０

内、腎臓内科、人工透
析内科

011-817-1300

甲状腺・糖尿病クリニック
中の島

札幌市豊平区中の島１条８丁目３番
２８号

糖尿病内科、内分泌・
代謝内科

011-832-2525

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

精、心内 011-833-6662

医療法人社団恵山会　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

内、消内 011-821-3113

中の島たけだ眼科
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３階

眼 011-815-7272

中の島はやし皮フ科
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４階

皮 011-825-4114

まつしま耳鼻咽喉科クリ
ニック

札幌市豊平区中の島２条２丁目１－
２６　エメラルドグリーンビルⅡ２
階

耳 011-816-3387

中の島診療所
札幌市豊平区中の島２条２丁目２－
１

内、神内、小 011-831-2387

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

内、胃 011-815-8833

博佑内科クリニック
札幌市豊平区平岸１条８丁目８番２
０号

内、循内 011-817-6122

たんぽぽ小児科
札幌市豊平区平岸１条１５丁目３－
１２

小、アレ 011-876-0383

医療法人社団恒仁会　南
さっぽろ小児科

札幌市豊平区平岸１条２２丁目２番
１５号

小 011-820-8222

特別養護老人ホームアビ
ターレナーシングホーム医
務室

札幌市豊平区平岸２条１丁目１－１ 内 011-821-7000

苅谷内科クリニック
札幌市豊平区平岸２条１丁目７－１
１

内 011-832-2521

特別養護老人ホーム　アビ
ターレ　アネックス　医務
室

札幌市豊平区平岸２条２丁目１番１
０号

内

小笠原医院
札幌市豊平区平岸２条５丁目１番２
６号

内、小、リハ 011-812-1788
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やなづめ小児科・アレル
ギー科クリニック

札幌市豊平区平岸２条７丁目３番１
号

小、ア

オレンジ皮ふ科形成外科ク
リニック

札幌市豊平区平岸２条７丁目３－１
アルファビルⅣ　３階

形、皮 011-837-2111

医療法人社団　新木会　木
の花メンタルクリニック

札幌市豊平区平岸２条７丁目４－１
３

精、心内 011-820-5087

やなづめ内科・循環器クリ
ニック

札幌市豊平区平岸２条８丁目４－１
７

内 011-822-1271

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

内、循内、呼内 011-832-2788

まつぞの小児科医院
札幌市豊平区平岸２条１２丁目３－
１２

内、小 011-822-5000

鈴木眼科クリニック
札幌市豊平区平岸２条１４丁目１－
２２　今崎ビル２階

眼 011-831-8826

医療法人社団　西東皮膚科
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２階

皮 011-831-0233

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

整、リハ、リウ 011-837-5111

髙木内科医院
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

内、呼内、消内、循内 011-812-1200

平岸メンタルクリニック
札幌市豊平区平岸２条１４丁目１－
２２　今崎メディカルビル４階

精、神、心内 011-814-3051

ひらぎし通り整形外科
札幌市豊平区平岸３条５丁目４番２
２号　平岸グランドビル新館１階

整、リハ、リウ 011-817-6464

医療法人社団　平岸本町内
科クリニック

札幌市豊平区平岸３条６丁目１－３
６

内、呼、消、循 011-822-6672

医療法人社団敬愛会　わか
ばやし内科クリニック

札幌市豊平区平岸３条６丁目６－２
４

内、呼、消 011-841-3288

みつわ整形外科クリニック
札幌市豊平区平岸３条６丁目６番３
０号

整、リハ 011-816-3200

医療法人社団　平岸耳鼻咽
喉科

札幌市豊平区平岸３条９丁目１０－
１０　アルファメディカルビルⅢ２
階

耳 011-816-8733

医療法人社団　いし胃腸科
内科医院

札幌市豊平区平岸３条１４丁目１－
５

内、胃腸内科 011-813-1220

澄腎クリニック
札幌市豊平区平岸３条１８丁目１－
２４

泌 011-841-9005

医療法人　ひらぎし在宅ク
リニック

札幌市豊平区平岸４条８丁目１－１ 内
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ひらぎし環状通りクリニッ
ク

札幌市豊平区平岸４条９丁目１１
７、１１８、１１９

内、消内、糖尿病内科 011-598-6653

南平岸内科クリニック
札幌市豊平区平岸４条１２丁目４－
７

内、精、神内、心内 011-820-3322

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

耳、気 011-815-3387

医療法人社団　古山小児科
内科医院

札幌市豊平区平岸５条６丁目４－５ 内、アレ、小 011-811-5417

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８－２
２

内、循 011-820-1400

ひらぎし眼科クリニック
札幌市豊平区平岸５条７丁目８－２
２　第２平岸グランドビル４Ｆ

眼 011-833-7022

医療法人社団　ふなはし内
科消化器科クリニック

札幌市豊平区平岸５条８丁目３－１
５

内、呼、消、循 011-831-1375

平岸脳神経クリニック
札幌市豊平区平岸５条１３丁目４番
３号

神内、脳外 011-818-0055

札幌市子ども心身医療セン
ター

札幌市豊平区平岸　４条１８丁目１
－２１

小、整、眼、耳、リ
ハ、児童精神科

011-821-0070

札幌市豊平保健センター
札幌市豊平区平岸６条１０丁目１－
１

内、小、歯 011-822-2400

内科・胃腸内科　平岸台内
科クリニック

札幌市豊平区平岸７条１４丁目１－
３８

内、胃内 011-811-3434

社会福祉法人桂和会医務室
くりのみハイム

札幌市豊平区平岸８条１２丁目３－
２０

内 011-813-8881

社会福祉法人桂和会医務室
くりのみ

札幌市豊平区平岸８条１２丁目３－
２０

内 011-813-8881

豊平区　計 121

地域密着型特別養護老人
ホームコスモス苑さとづか

札幌市清田区里塚２条２丁目３番２
５号

内 011-889-1133

医療法人孝佑会　美しが丘
じんぼ皮膚科

札幌市清田区美しが丘１条６丁目２
－１

皮 011-888-2676

医療法人社団　美しが丘眼
科

札幌市清田区美しが丘１条６丁目２
－１

眼 011-888-2626

札幌ひいらぎクリニック
札幌市清田区美しが丘１条６丁目２
－１

精、心内 011-885-0111

医療法人社団澪和会　なが
の小児科

札幌市清田区美しが丘３条２丁目３
－１　コートロティ美しが丘１階

内、アレ、小、皮、耳 011-881-1505

医療法人社団　美しが丘い
とう内科

札幌市清田区美しが丘３条２丁目３
－２０

内、消、循 011-889-5588

医療法人社団　こくぶクリ
ニック皮膚科形成外科

札幌市清田区美しが丘３条２丁目３
－７

形、皮 011-881-1712
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美しが丘耳鼻咽喉科
札幌市清田区美しが丘３条５丁目９
－１０

耳 011-885-8733

医療法人社団　脳神経外科
ふくおかクリニック

札幌市清田区美しが丘３条６丁目９
－２１

神内、脳外、リハ 011-886-2727

医療法人社団群仁会　保坂
内科クリニック

札幌市清田区美しが丘４条５丁目３
－１５

内、消内、循内、人工
透析内科

011-884-7868

医療法人社団　すがぬま耳
鼻科クリニック

札幌市清田区真栄１条１丁目１－１
５　ウィステリア清田２Ｆ

耳、アレ 011-884-4133

クラースクリニック
札幌市清田区真栄１条１丁目１－１
５

精、心内 011-398-5098

すずきＥＮＴクリニック
札幌市清田区真栄３条２丁目１８－
３５

耳、アレ 011-888-3387

社会福祉法人秀寿会特別養
護老人ホームケアタウン美
しが丘医務室

札幌市清田区真栄３条２丁目２３－
１５

内 011-885-5600

アンデルセン診療所
札幌市清田区真栄４３４－６　特別
養護老人ホームふるさと内

内 011-885-8787

さかもと内科消化器クリ
ニック

札幌市清田区清田１条４丁目４－３
０

内 011-888-8181

医療法人社団　清田小児科
医院

札幌市清田区清田１条４丁目５－３
０　清田総合医療センタービル１階

アレ、小 011-881-5018

医療法人社団　千葉皮膚科
札幌市清田区清田１条４丁目５－３
０　清田総合医療センタービル１階

皮 011-882-2334

おおさか耳鼻咽喉科クリ
ニック

札幌市清田区清田１条４丁目５－３
０　清田総合医療センタービル２階

耳 011-881-2777

医療法人社団　鈴木内科医
院

札幌市清田区清田４条２丁目１０－
２５

内、呼内、消内、循内 011-882-2233

社会福祉法人神愛園　特別
養護老人ホーム神愛園清田
診療所

札幌市清田区清田６条１丁目１－３
０

内 011-886-6800

特別養護老人ホーム　緑愛
園

札幌市清田区北野１条１丁目６－２
８

内 011-884-0123

こだま耳鼻科
札幌市清田区北野２条２丁目１１－
１５

耳 011-884-3341

医療法人社団　北野通り眼
科

札幌市清田区北野２条２丁目１２－
８

眼 011-884-7180

医療法人　ほし内科消化器
科クリニック

札幌市清田区北野３条２丁目１３－
５７

内、呼、消、循 011-881-5551

医療法人社団　小野内科医
院

札幌市清田区北野５条５丁目１５－
２７

内、呼、消、胃、循、
小

011-883-8080

医療法人せせらぎ　札幌在
宅クリニックそよ風

札幌市清田区北野　６条　５丁目１
１番２１号

内 011-888-0808
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社会福祉法人厚仁会　特別
養護老人ホーム清幌園医務
室

札幌市清田区北野７条４丁目８－２
５

内 011-881-0791

みき内科消化器きたのクリ
ニック

札幌市清田区北野７条５丁目１２番
２０号

内、消内 011-887-1771

医療法人社団武蔵屋　足立
医院

札幌市清田区北野７条５丁目１２－
４０

内、精、神、心内 011-881-0325

札幌市清田保健センター 札幌市清田区平岡１条１丁目２－１ 内、小、歯 011-889-2400

こいずみ耳鼻咽喉科
札幌市清田区平岡１条５丁目３番５
号

耳、アレ 011-887-5123

医療法人社団恒仁会　ひら
おか公園小児科

札幌市清田区平岡２条５丁目３３６
イオンタウン平岡

小 011-888-6000

特別養護老人ホームひらお
か梅花実医務室

札幌市清田区平岡３条３丁目１－８ 内 011-884-8886

医療法人徹仁会　札幌平岡
公園眼科

札幌市清田区平岡３条５丁目３番１
号　イオンモール札幌平岡店１階

眼、アレ 011-375-8772

平田口腔外科内科
札幌市清田区平岡３条６丁目１－５
０

内、口 011-888-5050

はせ川クリニック
札幌市清田区平岡３条６丁目１－５
３

内、呼、アレ 011-886-8836

医療法人社団　みずきこど
もクリニック

札幌市清田区平岡６条２丁目２－１
０　平岡メディカルセンター

小 011-886-9777

平岡整形外科クリニック
札幌市清田区平岡６条２丁目２－１
０　平岡メディカルセンター

リウ、整、リハ 011-886-3666

平岡眼科クリニック
札幌市清田区平岡６条２丁目２－１
０　平岡メディカルセンター

眼 011-884-1002

平岡皮膚科スキンケアクリ
ニック

札幌市清田区平岡６条２丁目２－１
０　平岡メディカルセンター

皮 011-889-1123

医療法人社団　一楊会　あ
だち内科クリニック

札幌市清田区平岡６条２丁目２－１
０　平岡メディカルセンター

内、呼、アレ 011-886-3338

医療法人社団　アリス耳鼻
咽喉科

札幌市清田区平岡６条２丁目２－１
０　平岡メディカルセンター

耳 011-886-8733

医療法人社団　ひらおか内
科胃腸科

札幌市清田区平岡６条３丁目１０－
１

内、胃、放 011-885-2110

医療法人　Ｍ＆Ｃｏ．　エ
ムズ皮膚科クリニック

札幌市清田区平岡６条４丁目１４－
１

皮 011-375-1239

平岡アイクリニック
札幌市清田区平岡７条２丁目２－１
東光ストア平岡店２階

眼 011-884-8601

医療法人社団　平岡公園整
形外科・消化器科クリニッ
ク

札幌市清田区平岡公園東１丁目１２
－１２

内、消、外、整、リ
ハ、麻

011-888-8808

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

内、循 011-888-7272
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医療法人社団　すえおか
こども　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公
園東１階

小 011-888-1515

清田区　計 49

やまもと耳鼻咽喉科医院
札幌市南区澄川３条２丁目４－１５
澄川メディカルビル

アレ、耳 011-831-9885

医療法人社団　ひきた皮膚
泌尿器科医院

札幌市南区澄川３条２丁目４－１５
澄川メディカルビル

皮、泌 011-831-9884

おとなし眼科医院
札幌市南区澄川３条２丁目４－１５
澄川メディカルビル

眼 011-831-3743

医療法人社団　澄川メディ
カル整形外科医院

札幌市南区澄川３条２丁目４－１５
澄川メディカルビル

整 011-831-9871

今前田内科医院
札幌市南区澄川３条２丁目４－１５
澄川メディカルビル

内 011-831-9832

あまみや小児科医院
札幌市南区澄川３条２丁目４－１５
澄川メディカルビル

小 011-632-6600

酒井内科消化器科クリニッ
ク

札幌市南区澄川３条３丁目４－１２ 内、消 011-831-0820

さっぽろみなみホームケア
クリニック

札幌市南区澄川３条６丁目３番３号
じょうてつドエル真駒内１階

内

医療法人大地　小笠原記念
澄川診療所

札幌市南区澄川４条３丁目５－３ 内、循内 011-831-1200

医療法人一光会　幸内科ク
リニック

札幌市南区澄川４条６丁目７－３５ 内 011-837-7320

かたばみ内科ホームクリ
ニック

札幌市南区澄川６条４丁目３－５ 内、消内 001-821-5000

ＨＩＮＡクリニック 札幌市南区澄川６条４丁目５－２５ 皮、アレ 011-820-1712 再開H30.6.25～

医療法人社団　井村外科医
院

札幌市南区澄川６条４丁目１１－３
胃、外、整、皮、肛、
リハ

011-823-6223

医療法人社団千寿会　千秋
内科医院

札幌市南区澄川６条４丁目１１－７ 内、呼、胃、循、小 011-812-8111

澄川たかだ皮フ科クリニッ
ク

札幌市南区澄川６条４丁目１１－１
０

皮、小児皮膚科 011-820-1200

たむら内科クリニック 札幌市南区澄川６条７丁目３－５ 内、呼、消、循、小 011-583-1161

医療法人大地　小笠原記念
外来プラザ

札幌市南区真駒内上町１丁目１－２
５

内、循内、呼内、消
内、外、泌、形、乳腺
外科

011-582-1200

医療法人社団　真駒内キッ
ズクリニック

札幌市南区真駒内上町１丁目１－２
５　グリーンプラザ真駒内公園ビル

アレ、小 011-582-8884

土本眼科医院 札幌市南区真駒内上町３丁目１－２ 眼 011-583-2303 休止H24.6.30～
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医療法人社団　真駒内つが
整形外科クリニック

札幌市南区真駒内上町３丁目１－５ 外、整、リハ、リウ 011-582-0817

医療法人社団　村元内科医
院

札幌市南区真駒内上町３丁目１－１
０

内、呼、循、神内 011-581-1480

真駒内クリニック 札幌市南区真駒内緑町１丁目１－１ 内 011-588-8080

医療法人社団　阿部小児科
医院

札幌市南区真駒内緑町１丁目３－１
０

小 011-582-0512

真駒内みどり眼科
札幌市南区真駒内緑町１丁目４－１
４

眼 011-584-0101

岸皮膚科医院 札幌市南区真駒内緑町１丁目４－８ 皮 011-582-1241

札幌市南保健センター 札幌市南区真駒内幸町１丁目２－２ 内、小、歯 011-581-5211

真駒内耳鼻咽喉科クリニッ
ク

札幌市南区真駒内幸町２丁目１－１
２　ミュークリスタルビルＢ１階

アレ、耳 011-581-3387

真駒内たかの内科
札幌市南区真駒内泉町３丁目１１－
９

内、消、循 011-588-8777

露口内科・消化器内科クリ
ニック

札幌市南区真駒内南町１丁目７－１
２

内、消内 011-582-0811

山口医院
札幌市南区真駒内南町２丁目３番１
号

内 011-582-7642

中根敏得リハビリテーショ
ン内科小児科医院

札幌市南区南３２条西１０丁目２－
１

内、アレ、リウ、小、
リハ

011-582-3131

医療法人社団　川沿脳神経
外科クリニック

札幌市南区川沿１条１丁目２０８７ 脳外 011-578-1117

なりた耳鼻咽喉科アレル
ギー科クリニック

札幌市南区川沿１条５丁目１－２０ アレ、耳 011-578-3387

巡回検診車モービルＭＲＩ 札幌市南区川沿２条２丁目３－１ 神内、脳外 011-231-8555

なかがわ内科循環器科クリ
ニック

札幌市南区川沿５条２丁目２９－９
オサダ川沿ビル２階

内、循内 011-573-5555

おおさわ小児科医院
札幌市南区川沿８条２丁目１－８
吉田ビル

内、小 011-571-5001

医療法人社団　川沿眼科
札幌市南区川沿８条２丁目１－８
吉田ビル

眼 011-572-5131

大月皮膚科医院
札幌市南区川沿８条２丁目１－８
吉田ビル

皮 011-572-0551

医療法人社団　もなみ内科
呼吸器科クリニック

札幌市南区川沿１１条２丁目１－６ 内、呼 011-571-5311
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勤医協札幌みなみ診療所
札幌市南区川沿１２条２丁目２－３
５

内 011-572-6661

クリニックあい
札幌市南区川沿１３条２丁目１番４
７号

内 011-572-3055

高齢者総合福祉施設　サ
ン・グレイス医務室

札幌市南区川沿１３条３丁目５－１ 内 011-571-6000

医療法人　なかの内科・消
化器内科クリニック

札幌市南区川沿１４条　２丁目１番
３号

内・消内 011-571-0725

医療法人hokule'a　ｆクリ
ニックさっぽろ

札幌市南区中ノ沢１丁目１２－２０ 整、リハ 011-573-0777

医療法人社団　はまだ内
科・神経内科クリニック

札幌市南区中ノ沢１丁目１－４ 内、神内 011-578-1535

医療法人社団　島崎外科・
胃腸科　中ノ沢診療所

札幌市南区中ノ沢１７５７番地４４ 内、胃内 011-596-6135

軽費老人ホームシルバーハ
ウス医務室

札幌市南区北ノ沢１８１９－９ 内 011-571-7711

特別養護老人ホーム　ド
リームハウス医務室

札幌市南区北ノ沢１８１９－９ 内 011-572-2100

医療法人社団　かしわぎ皮
ふ科クリニック

札幌市南区石山１条６丁目１－１８ 皮 011-593-5335

医療法人社団　クボタ泌尿
器科クリニック

札幌市南区石山１条６丁目１－１８ 泌、麻 011-594-2212

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１条６丁目１－１８ 内、胃 011-592-6767

医療法人社団　石山眼科
札幌市南区石山１条６丁目１－１８
－２

眼 011-593-8277

いしやま耳鼻咽喉科クリ
ニック

札幌市南区石山１条６丁目１－１８
石山メディカルビル３階

耳 011-593-7004

医療法人社団延寿会　阿部
内科クリニック

札幌市南区石山１条７丁目７－７ 内 011-592-0017
休止(H30.3.9-
H31.2.28)

特別養護老人ホームもなみ
の里　医務室

札幌市南区石山１条１丁目１２番１
５号

内 011-588-1165

軽費老人ホームＡ型宏楽苑
医務室

札幌市南区石山２条３丁目１０－５ 内 011-591-3867

赤沼外科医院
札幌市南区石山２条６丁目１４番１
号

内、外、整、リハ 011-591-1777

医療法人社団信洋会　石山
メンタルクリニック

札幌市南区石山２条８丁目２番１２
号

内、精、心内 011-591-7167
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備 考診 療 所 名 称 所　在　地 標 ぼ う 診 療 科 目

静山荘診療室 札幌市南区石山８３７－２１ 内 011-591-5532

和幸園グリンハイム診療所 札幌市南区石山９３２番地３ 内,外 011-591-5210

グリンハイム診療所 札幌市南区石山９３３番地３ 内,外 011-591-5211

いいおか整形外科クリニッ
ク

札幌市南区石山東１丁目４－２５ 整、リハ 011-591-1155

医療法人社団　竹嶋内科ク
リニック

札幌市南区石山東１丁目４－２６ 内、呼、消、胃 011-591-1112

ふじのさわ内科クリニック 札幌市南区藤野２条２丁目１－１５ 内 011-591-8416

十五島内科医院 札幌市南区藤野２条６丁目１－５ 内、呼、消、循、小 011-591-8828

医療法人大地　小笠原記念
藤野診療所

札幌市南区藤野３条６丁目２－１ 内、消 011-592-5335

医療法人社団　板倉小児ク
リニック

札幌市南区藤野３条７丁目１－１ 内、小 011-591-0611

特別養護老人ホームらい
らっく診療所

札幌市南区藤野４条４丁目２０－３
０

内 011-591-9000

特別養護老人ホームひびき
の郷・札幌

札幌市南区定山渓温泉西２丁目３６
番１

内 011-598-5050

南区　計 69

山藤内科医院
札幌市西区山の手１条６丁目１－２
３

内、呼、胃、循、小 011-621-7005
休止
H19.1.25～

医療法人社団　ひぐち耳鼻
咽喉科

札幌市西区山の手１条６丁目４－８ 耳、アレ 011-633-3387

ため小児科医院
札幌市西区山の手２条１丁目６－１
４

小 011-611-3718

みずしま内科クリニック
札幌市西区山の手２条６丁目３番８
号

内、消内 011-632-6600

クリニークアンジェ牧山内
科

札幌市西区山の手３条１２丁目１－
３４

内、消 011-632-0123

札幌山の手整形外科
札幌市西区山の手５条１丁目１番２
０号

整、リハ 011-633-1211

厚生労働省第二共済組合北
海道医療センター所属診療
部

札幌市西区山の手５条７丁目１－１
内、呼、循、小、外、
整、リハ

011-611-8111

医療法人社団あさひ会　西
野皮フ科クリニック

札幌市西区西野１条７丁目７番１号
グランドール西野１階

皮 011-669-4112
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医療法人社団　長谷川眼科
医院

札幌市西区西野２条１丁目２－１３
－１０３号

眼 011-665-0303

医療法人社団　さくらだ医
院

札幌市西区西野２条３丁目１－６ 内、整、リハ、麻 011-661-7383

医療法人社団　ひらい耳鼻
咽喉科医院

札幌市西区西野２条３丁目４－２５
渡辺ビル

耳 011-664-5533

医療法人社団　北浜胃腸
科・内科

札幌市西区西野２条４丁目３－１５ 内、呼、胃、循 011-663-3311

社会福祉法人宏友会　西野
ケアセンター医務室

札幌市西区西野２条８丁目１－８ 内 011-669-6660

そとかわ内科クリニック 札幌市西区西野３条２丁目１－３８
呼内、消内、循内、ア
レ、リウ、小、放

011-664-3611

医療法人社団　細田こども
クリニック

札幌市西区西野３条６丁目２－７ 小 011-667-8830

医療法人　西さっぽろ脳神
経外科クリニック

札幌市西区西野３条６丁目７－５０ 脳外、リハ 011-669-1003

医療法人社団　石塚内科消
化器科

札幌市西区西野３条７丁目３番１号
内、消、循、呼、神
内、アレ

011-661-0403

医療法人社団　西野おおく
ぼ整形外科

札幌市西区西野３条７丁目５－１ 整、リウ 011-664-5131

医療法人社団　後藤田医院
札幌市西区西野３条９丁目１０－３
７

内、小 011-663-8170

医療法人　にしの内科クリ
ニック

札幌市西区西野５条２丁目８－３７
内（呼吸器・循環器・
糖尿病・アレルギー疾
患）

011-788-6726

医療法人社団明視会　おの
だ眼科

札幌市西区西野５条３丁目１－５ 眼 011-668-3737

医療法人社団　履信会
さっぽろ西野二股整形外科

札幌市西区西野６条３丁目１番５号 整、リハ 011-668-8887

医療法人社団　西野六条ク
リニック

札幌市西区西野６条７丁目１－１ 内、リハ 011-663-3651

医療法人興譲会　北海道訪
問診療クリニック

札幌市西区西野８条３丁目３番６４
号

内 011-666-9938
休止
H25.12.31～

医療法人社団法真会　ひし
かわ内科クリニック

札幌市西区西野８条８丁目１－１ 内、小、リハ 011-667-3336

クリニックもりや
札幌市西区宮の沢１条１丁目１－３
宮の沢１条ビル

内、放 011-669-8003

ちだ耳鼻咽喉科
札幌市西区宮の沢１条１丁目１－３
宮の沢１条ビル３階

耳 011-669-3387

医療法人社団萌生舎　宮の
沢腎泌尿器科クリニック

札幌市西区宮の沢１条１丁目１－３
０　宮の沢ターミナルビル２階

泌 011-666-0123

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番
３０号　宮の沢ターミナルビル２階

内、神内、脳外、心
外、婦、耳、放、呼
内、循内、頭頸部外
科、皮、小児皮膚科、
整

011-590-0322
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医療法人社団　にこにこ小
児科クリニック

札幌市西区宮の沢１条４丁目７－２
０　輪島ビル２階

小 011-667-3311

エルムの森クリニック 札幌市西区宮の沢１条５丁目１－５ 内、心内、小、整、皮 011-668-1711 休止

ホサナファミリークリニッ
ク

札幌市西区宮の沢３条３丁目６番１
号

内、小 011-688-9807

医療法人社団　ひろ内科循
環器科クリニック

札幌市西区宮の沢３条５丁目２４－
１０

内、循 011-671-2727

宏友会特別養護老人ホーム
医務室

札幌市西区宮の沢４９０ 内 011-663-2931

浜坂皮フ科 札幌市西区西町北７丁目１－１０ 皮 011-664-4112

おくで耳鼻科
札幌市西区西町北７丁目２－１１
第３イーストビル２階

耳 011-667-1187

医療法人社団啓愛会　西
さっぽろ小児科

札幌市西区西町北７丁目２－１１
第３イーストビル２階

小 011-661-4211

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ビル３階

内 011-666-7301

医療法人社団　西さっぽろ
皮フ科・アレルギー科

札幌市西区西町北７丁目２－１１
西さっぽろメディカルビル３階

アレ、皮 011-667-1199

医療法人社団　彌和会　三
浦メンタルクリニック

札幌市西区西町北７丁目２番１５号 精、心内 011-666-2767

医療法人社団　花田眼科
札幌市西区西町北８丁目５－１　第
１イーストビル

眼 011-664-1166

勤医協西区ひだまりクリ
ニック

札幌市西区西町北１９丁目１番３号 内 011-671-5115

さっぽろ内科・腎臓内科ク
リニック

札幌市西区西町北２０丁目２番１２
号

内、腎臓内科 011-666-3377

医療法人社団　なかお眼科 札幌市西区西町北２０丁目３－１ 眼 011-669-3111

医療法人　宮の沢小池こど
もクリニック

札幌市西区西町北２０丁目３－１０ 小 011-669-5551

しまなかメンタルクリニッ
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２階

心内、精、神 011-661-2311

医療法人　札幌円山整形外
科宮の沢整形外科クリニッ
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２階

リウ、整、リハ 011-669-3333

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

内、消 011-669-3666

宮の沢皮膚科クリニック
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

皮 011-669-3222

医療法人社団　小児科西町
クリニック

札幌市西区西町南５丁目１３ 小 011-663-3223

北海道赤十字血液センター
札幌市西区二十四軒２条１丁目１ー
２０

内 011-613-6673

札幌市身体障害者更生相談
所

札幌市西区二十四軒２条６丁目１－
１

内、神、整、眼、耳、
歯

011-641-8852

藤屋医院
札幌市西区二十四軒３条５丁目４－
２８

内 011-621-7260
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トッパングループ健康保険
組合札幌診療所

札幌市西区二十四軒４条１丁目１－
３０

内 011-614-6217

札幌外科記念病院附属琴似
サテライトクリニック　光
ハイツ・ヴェラス琴似１階

札幌市西区二十四軒４条１丁目３番
１号　光ハイツ・ヴェラス琴似１階

内 011-624-0388

琴似ハート内科・透析クリ
ニック

札幌市西区二十四軒４条２丁目９－
１０

内・消内・循内・人工
透析内科・外科・心臓
血管リハビリテーショ
ン科

011-688-8810

前田神経クリニック
札幌市西区二十四軒４条５丁目１０
－１　ローヤル琴似ビル２階

精、心内 011-615-5562

医療法人社団　岡田内科・
循環器科クリニック

札幌市西区琴似１条２丁目５－６ 内、呼、循 011-643-1171

中村小児科医院
札幌市西区琴似１条２丁目５－６
琴似一番館内

小 011-642-1650

北海道在宅医療クリニック 札幌市西区琴似１条４丁目１－１３ 内 011-640-3050

医療法人社団　森谷内科ク
リニック

札幌市西区琴似１条４丁目２－２０ 内、消内 011-643-6533

医療法人社団緑生会　森皮
膚科医院

札幌市西区琴似１条４丁目４－２０
笹川ビル２階

皮 011-644-0112

まきぐち内科・循環器科ク
リニック

札幌市西区琴似１条４丁目４－２０
笹川ビル３階

内、循 011-618-1333

おおた内科クリニック
札幌市西区琴似１条５丁目３番２０
号

内、心内 011-643-5311

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
ヴェルビュータワー２階

内、消内、胃腸内科 011-622-3531

医療法人社団静樹会　こと
に駅前整形外科クリニック

札幌市西区琴似２条１丁目１－２０
琴似タワープラザ２階

整、リハ 011-641-1187

医療法人社団　ことに眼科
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２Ｆ

眼 011-623-1150

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　５階

泌、腎臓内科 011-663-5102

琴似タワー皮膚科形成外科
札幌市西区琴似２条１丁目２８８－
１３

アレ、形、美、皮 011-612-1111

山田皮膚科医院 札幌市西区琴似２条２丁目６－２４ 皮 011-643-4711

医療法人社団　琴似小児科
クリニック

札幌市西区琴似２条３丁目２－３０ 小 011-641-7551

医療法人社団　さんべ耳鼻
咽喉科医院

札幌市西区琴似２条４丁目１－１５ 耳 011-643-8968

ことに内科クリニック 札幌市西区琴似２条４丁目２番１号 内、糖尿病・胃腸内科 011-633-1717

札幌市西保健センター 札幌市西区琴似２条７丁目１－２０ 内、小、歯 011-621-4241

湯浅内科クリニック
札幌市西区琴似２条７丁目２－５メ
シアニカビル

内、呼、胃、循 011-631-1671

医療法人社団友善会　琴似
ファミリークリニック

札幌市西区琴似４条２丁目１番２号
コルテナⅡ　１階

内、耳、アレ、消内、
漢方内科

011-612-0333
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安達眼科医院 札幌市西区琴似４条７丁目１－２６ 眼 011-621-6310

癒しの森内科・消化器内科
クリニック

札幌市西区発寒２条５丁目６番５号 内、消内、腫瘍内科 011-668-1184

医療法人社団　いとう内
科・胃腸科

札幌市西区発寒４条４丁目１－１８ 内、消内 011-661-1000

医療法人社団　はねだ内科
クリニック

札幌市西区発寒６条３丁目２－１０ 内、呼 011-666-2227

さっぽろ内科・腎臓内科サ
テライトクリニック

札幌市西区発寒６条９丁目２番１５
号

内、腎臓内科 011-668-3377

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２Ｆ

内、消内 011-697-7007

あおぞらクリニック
札幌市西区発寒６条９丁目１７－４
０　２階

内,神内 011-668-3330

宮の沢内科・循環器科クリ
ニック

札幌市西区発寒６条１１丁目１－１
新道北口ビル２階

内、循 011-665-3837

医療法人社団　いなべ医院
札幌市西区発寒６条１１丁目７－１
８

内、胃、小 011-662-1389

眼科西坂医院 札幌市西区発寒６条１３丁目１－６ 眼 011-667-2525

医療法人社団　宮の沢総合
クリニック

札幌市西区発寒６条１３丁目１番２
２

内、消内、外 011-671-7710

かなや内科クリニック
札幌市西区発寒７条１２丁目３－４
６　発寒クリニックビル１階

内、消内 011-669-6000

発寒皮フ科クリニック
札幌市西区発寒７条１２丁目３－４
６

皮 011-668-4112

ごう耳鼻咽喉科クリニック
札幌市西区発寒７条１２丁目３－４
６　発寒クリニックビル２階

耳、小児耳鼻咽喉科、
アレ

011-669-4133

ひまわり眼科
札幌市西区発寒８条１２丁目１番地
イオンモール札幌発寒　２階

眼 011-666-6117

医療法人新桜会　発寒中央
整形外科クリニック

札幌市西区発寒１１条１丁目１０番
１０号

整、リハ、リウ 011-669-2345

耳鼻咽喉科　発寒中央クリ
ニック

札幌市西区発寒１１条１丁目１０－
７４

耳 011-665-4133

医療法人社団　ふるた小児
科クリニック

札幌市西区発寒１１条１丁目１０－
７５

アレ、小 011-671-1188

特別養護老人ホームはっさ
む　はる　医務室

札幌市西区発寒１１条１丁目３－２
０

内 011-662-4000

医療法人社団　鉄工団地診
療所

札幌市西区発寒１２条５丁目３－２
０

内、小 011-661-1261

医療法人社団　太田内科歯
科

札幌市西区発寒１３条３丁目７－４
５

内、歯 011-664-6780

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

内、消内 011-661-3000

社会福祉法人さくら会　特
別養護老人ホームさくら苑

札幌市西区発寒１７条３丁目３－２
０

内、歯 011-669-7000

医療法人社団　ことに心療
内科

札幌市西区八軒１条西１丁目１－２
健由ビル５階

心内、精、神 011-621-3333

55 / 59 ページ



電 話 番 号

<無床診療所 H30.10.1現在>

備 考診 療 所 名 称 所　在　地 標 ぼ う 診 療 科 目

医療法人親和　すずらん小
児科

札幌市西区八軒１条西１丁目　ザ・
タワープレイス１階

アレ、小 011-633-8088

医療法人新産健会　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　ザ・
タワープレイス１階

内、消、循 011-631-3101

きくちメンタルクリニック
札幌市西区八軒１条西１丁目　ザ・
タワープレイス２階

心内、精、神 011-633-8750

医療法人社団　琴似タワー
プレイス耳鼻咽喉科

札幌市西区八軒１条西１丁目　ザ・
タワープレイス２階

アレ、耳 011-613-3311

洞田内科クリニック
札幌市西区八軒１条西１丁目　ザ・
タワープレイス２階

内 011-632-0255

くらその皮ふ科クリニック
札幌市西区八軒１条西１丁目　ザ・
タワープレイス２階

皮 011-612-0312

医療法人社団　札幌大庭眼
科

札幌市西区八軒５条西１丁目７６番
地１５

眼 011-618-0618

特別養護老人ホーム　三陽
診療所

北海道札幌市西区八軒５条西８丁目
５番１号

内 011-633-0300

つちだ消化器循環器内科 札幌市西区八軒７条西３丁目１－１ 消、循 011-640-5532

地域密着型特別養護老人
ホーム八軒ふくろうの森

札幌市西区八軒９条西１０丁目１－
１３

内、呼内 011-623-1133

ゆきのかなでクリニック
札幌市西区八軒１０条西１２丁目４
番８号

内 011-213-9351

医療法人社団　百石内科循
環器クリニック

札幌市西区福井２丁目３－１６
内、循内、糖尿病内
科、内分泌・代謝内科

011-663-3885

医療法人社団　首藤内科 札幌市西区平和１条４丁目１－７
内、呼、胃、循、小、
放

011-664-3737

ペインクリニック　平和 札幌市西区平和３条７丁目８番１号
ペインクリニック内
科、麻、心内

011-667-0630

社会福祉法人西平和会　五
天山園医務室

札幌市西区平和５４－３ 内 011-667-1133

西区　計 115

おのでら内科クリニック
札幌市手稲区西宮の沢２条４丁目２
６８－３０

内、消 011-695-5508

医療法人社団暄風会　西宮
の沢整形外科

札幌市手稲区西宮の沢３条１丁目１
２番２０号

整、リハ、リウ 011-669-8008

ささき内科クリニック
札幌市手稲区西宮の沢３条１丁目１
２番２５号

内、消内、糖尿病内
科、アレ

011-667-2000

社会福祉法人緑誠会　特別
養護老人ホーム愛輪園医務
室

札幌市手稲区西宮の沢４条３丁目３
番４０号

内 011-683-5119

医療法人社団　香友会　富
丘まごころ内科クリニック

札幌市手稲区富丘１条４丁目１番１
号

内、消内 011-699-8881

稲積公園駅前クリニック
札幌市手稲区富丘１条４丁目３番２
０号

泌尿器科（人工透析） 011-695-0033

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５－３
３

内、循 011-695-0112

医療法人菊郷会　富丘腎ク
リニック

札幌市手稲区富丘１条４丁目５番３
３号

人工透析内科 011-686-5005
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医療法人社団　わたなべク
リニック

札幌市手稲区富丘２条７丁目２－６
内、消内、呼内、循
内、胃腸内科

011-681-1200

医療法人社団　伸孝会　て
いね駅前泌尿器科

札幌市手稲区手稲本町１条３丁目３
番１号

泌 011-686-6600

医療法人勉仁会　手稲駅前
メンタルクリニック

札幌市手稲区手稲本町１条３丁目３
番１号

精、心内 011-694-7700

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
番１号

内、循内 011-682-3222

すぎはら小児科・アレル
ギー科

札幌市手稲区手稲本町１条３丁目３
番１号　メディカルスクエア手稲３
階

小、小児アレルギー科 011-681-2369

手稲よこい眼科
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３Ｆ

眼 011-686-1010

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
番１号ミリオンスカイ手稲ステー
ション

内、循内、リウ 011-695-7100

医療法人社団　渡邉内科医
院

札幌市手稲区手稲本町２条２丁目４
－１１

内、消、小 011-682-8955
休止
H17.1.25～

上田眼科医院
札幌市手稲区手稲本町２条３丁目１
－５

眼 011-683-3373

手稲クローバー耳鼻咽喉科
札幌市手稲区手稲本町２条４丁目２
番２２号

耳、アレ 011-684-9680

医療法人社団北秀会　芝木
皮ふ科医院

札幌市手稲区手稲本町２条４丁目３
－１

皮、アレ 011-682-3130

特別養護老人ホーム　幸寿
園

札幌市手稲区手稲本町３条４丁目２
－３５

内 011-691-8833

医療法人社団　上原内科ク
リニック

札幌市手稲区稲穂１条７丁目２－２
１

内、消 011-681-7070

くりやま耳鼻咽喉科
札幌市手稲区稲穂２条７丁目４－２
８

アレ、耳 011-691-3387

医療法人社団稲楡会　西手
稲整形外科

札幌市手稲区稲穂２条７丁目　稲穂
メディカル・コア

整、リハ、リウ 011-694-1991

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　稲穂
メディカル・コア

内、呼、消、循 011-694-1881

佐賀眼科
札幌市手稲区稲穂２条７丁目　稲穂
メディカル・コア２階

眼 011-699-3731

特別養護老人ホーム手稲
ロータス医務室

札幌市手稲区稲穂５条２丁目６－５ 内 011-685-8181

医療法人社団隆恵会　わだ
内科外科クリニック

札幌市手稲区金山１条２丁目１番１
６号

内科（腎臓）、内科
（内分泌）、内科（循
環器）、内科（消化
器）、外科（乳腺）、
外科（肛門）

011-699-1500

軽費老人ホーム星置ハイツ
診療所

札幌市手稲区手稲金山１３３ 内 011-682-6521

神愛園診療所 札幌市手稲区手稲金山１３３番地４ 内 011-681-3092

医療法人　かわばた内科ク
リニック

札幌市手稲区新発寒４条５丁目１３
－１３

内、呼内、消内、循内 011-688-2525

医療法人社団友善会　新発
寒ファミリークリニック

札幌市手稲区新発寒５条５丁目６－
１

内、消内 011-691-2100
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医療法人社団　水口整形外
科医院

札幌市手稲区新発寒５条６丁目１－
５

整、リハ 011-685-6211

いわなみ在宅緩和ケアクリ
ニック

札幌市手稲区新発寒７条２丁目３番
１０号　クレール新発寒２０１号室

内、緩和ケア内科 011-213-8666

札幌市手稲保健センター
札幌市手稲区前田１条１１丁目３２
０－１０

内、小、歯 011-681-1211

手稲メンタルクリニック
札幌市手稲区前田１条１２丁目１番
５０号

精、心内 011-684-6060

手稲渓仁会クリニック
札幌市手稲区前田１条１２丁目３５
７

内、呼、消、循、リ
ウ、小、外、形、皮、
眼、放射線診断科、婦

011-685-3888

生涯医療クリニックさっぽ
ろ

札幌市手稲区前田１条１２丁目３５
７番地２２

内、小、リハ、歯 011-699-7733

手稲つむぎの杜診療所
札幌市手稲区前田２条１０丁目１番
７号

内科 011-685-3726

医療法人社団　手稲ネフロ
クリニック

札幌市手稲区前田２条１１丁目３－
５

内（循環器・糖尿病・
内分泌・脂質代謝）、
腎臓内科（人工透析）

011-686-2121

手稲つぶく耳鼻咽喉科
札幌市手稲区前田２条１３丁目３番
１８号　メディモテイネ２階

耳 011-684-3339

手稲前田腎泌尿器科
札幌市手稲区前田２条１３丁目３番
１８号　メディモテイネ２階

泌 011-215-6700

山田耳鼻咽喉科医院
札幌市手稲区前田４条１０丁目２－
８　タケシンスクエアー３階

耳 011-681-9646

医療法人社団　山中皮膚科
スキンケアクリニック

札幌市手稲区前田４条１１丁目６－
１　ワタナベビル２階

形、皮 011-695-4112

医療法人社団　たけうち小
児科

札幌市手稲区前田４条１１丁目８－
６

アレ、小 011-694-5555

医療法人社団　ていね耳鼻
咽喉科クリニック

札幌市手稲区前田５条６丁目３－２
３

アレ、耳 011-699-9987

小笠原眼科
札幌市手稲区前田５条１２丁目１３
－３３

眼 011-684-5111

医療法人社団　履信会
さっぽろ下手稲通整形外科

札幌市手稲区前田５条１２丁目１３
－３５

整、リハ 011-686-8887

いなづみ皮フ科クリニック 札幌市手稲区前田６条６丁目１－１ 皮、アレ 011-686-6611

よまいだ内科医院 札幌市手稲区前田６条９丁目２－８ 内 011-684-0651

医療法人社団稲信会　まえ
だ森林クリニック

札幌市手稲区手稲前田４９６－１１ 内、神内 011-685-6060

医療法人社団恵幼会わたな
べ小児科・アレルギー科ク
リニック

札幌市手稲区曙１条１丁目１－２５ 小、アレ 011-699-1000

医療法人社団　あけぼの耳
鼻咽喉科クリニック

札幌市手稲区曙４条３丁目１５番３
０号

耳 011-688-3387

医療法人社団　喜 会　お
ちあい内科・消化器内科医
院

札幌市手稲区曙４条３丁目１７－２
１

内、消内 011-685-5858
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慈啓会ふれあいの郷医務室 札幌市手稲区曙５条２丁目２－１７ 内 011-682-1821

札幌市稲寿園附属診療所 札幌市手稲区曙５条２丁目２－２１ 内 011-682-2160

手稲山クリニック 札幌市手稲区曙５条３丁目１番１号
内、消内、循内、リ
ハ、放射線診断科

011-688-3366

さかいの小児科 札幌市手稲区曙６条２丁目２－１６ 小 011-691-9131

社会福祉法人明日佳　特別
養護老人ホーム　あすかＨ
ＯＵＳＥ手稲

札幌市手稲区曙１１条１丁目７番７
号

内 011-685-8000

特別養護老人ホームていね
大空　医務室

札幌市手稲区曙１１条２丁目３番１
０号

内 011-684-5839

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２－１
２　星置メディカルビル

内 011-694-1451

医療法人社団　たかだ小児
クリニック

札幌市手稲区星置１条４丁目２－１
２　星置メディカルビル１階

アレ、小 011-694-8122

医療法人社団展望会　ほし
おき整形

札幌市手稲区星置１条４丁目２－１
２　星置メディカルビル３階

整 011-694-1481

医療法人社団久和会　下田
ひふ科耳鼻咽喉科クリニッ
ク

札幌市手稲区星置１条４丁目６番３
号

耳、皮 011-215-1187
休止中(H30.9.18
～）

医療法人啓眞会　くにちか
内科クリニック

札幌市手稲区星置１条４丁目７－２ 内、消内 011-688-1133

星置眼科医院 札幌市手稲区星置２条３丁目７－７ 眼 011-685-0440

医療法人社団真愛会　札幌
ファミリークリニック

札幌市手稲区星置２条４丁目２－２
２

内、心内、小、皮、
婦、リハ

011-695-5211

医療法人社団　美田内科循
環器科クリニック

札幌市手稲区星置２条４丁目７－４
３

内、循 011-685-3300

とみた内科クリニック
札幌市手稲区星置３条１丁目９番１
号

内、消内

明日風こどもクリニック 札幌市手稲区明日風５丁目９番１号 小、アレ 011-685-0122

手稲区　計 69

札幌市保健所計 1228件
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