
●受診前に予約をしてください。予約や受診の際には、必ず「札幌市の子宮がん検診を受診したい」と医療機関にお伝えください。

医療機関名 〒 区 住　　　　　所 電話番号

医療法人　まどかレディースクリニック 060-0042 中央区 大通西5丁目　昭和ﾋﾞﾙ9階 231-0080

中央メディカルクリニック 060-0042 中央区 大通西5丁目11番地　大五ﾋﾞﾙ1階 222-0120

札幌大通西16丁目はなえみレディースクリニック 060-0042 中央区 大通西16丁目1-10　ITCｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ6階 633-8703

医療法人社団ゆほな会　はやしたくみ女性クリニック 064-0820 中央区 大通西25丁目1番2号　ﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞ円山ﾋﾞﾙ3階 640-8845

医療法人渓仁会　渓仁会円山クリニック 064-0820 中央区 大通西26丁目3番16号 611-7766

医療法人社団　エナ大通クリニック 060-0001 中央区 北1条西4丁目1番1号　三甲大通公園ﾋﾞﾙ2階 241-3000

医療法人　金山生殖医療クリニック 060-0001 中央区 北1条西4丁目1番1号　三甲大通公園ﾋﾞﾙ2階 200-1122

ライズ円山クリニック 064-0821 中央区 北1条西22丁目3番17号　ライズ円山1階 590-1283

医療法人　円山レディースクリニック 064-0821 中央区 北1条西25丁目1番16号 614-0800

社会医療法人社団カレスサッポロ　時計台記念病院 060-0031 中央区 北1条東1丁目2番3号 251-1221

医療法人社団　草薙レディースクリニック 060-0002 中央区 北2条西1丁目1番　ﾏﾙｲﾄ札幌ﾋﾞﾙ2階 222-9372

船員保険北海道健康管理センター 060-0002 中央区 北2条西1丁目1番　ﾏﾙｲﾄ札幌ﾋﾞﾙ5階 218-1655

セントベビークリニック 060-0002 中央区 北2条西2丁目32番地　第37桂和ﾋﾞﾙ2階 215-0880

医療法人社団　北海道健診・内科クリニック 060-0032 中央区 北2条東12丁目98番地1 200-1558

医療法人社団　神谷レディースクリニック 060-0003 中央区 北3条西2丁目2番1号　NX札幌ﾋﾞﾙ2階 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 060-0003 中央区 北3条西4丁目1番1号　日本生命札幌ﾋﾞﾙ3階 204-8000

ＪＲ札幌病院 060-0033 中央区 北3条東1丁目 208-7150

JA北海道厚生連　札幌厚生病院 060-0033 中央区 北3条東8丁目5番地 261-5331

札幌フジクリニック 060-0004 中央区 北4条西5丁目1番地　ｱｽﾃｨ45ﾋﾞﾙ5階 281-4355

国家公務員共済組合連合会　斗南病院 060-0001 中央区 北4条西7丁目3番8号 231-2137

社会医療法人社団カレスサッポロ　ソフィア北円山クリニック 060-0004 中央区 北4条西18丁目8番地1 624-8370

医療法人社団光星　メディカルプラザ札幌健診クリニック　 060-0005 中央区 北5条西2丁目　JRﾀﾜｰｵﾌｨｽﾌﾟﾗｻﾞさっぽろ8階 209-5450

医療法人社団光星　MPSレディース健診クリニック 060-0005 中央区 北5条西2丁目　JRﾀﾜｰｵﾌｨｽﾌﾟﾗｻﾞさっぽろ7階 209-5450

医療法人明日葉会　札幌マタニティ・ウィメンズJRタワークリニック 060-0005 中央区 北5条西2丁目　JRﾀﾜｰｵﾌｨｽﾌﾟﾗｻﾞさっぽろ8階 209-5350

市立札幌病院（金曜日午前のみ） 060-8604 中央区 北11条西13丁目1番1号 726-2211

のだレディースクリニック 060-0011 中央区 北11条西15丁目2番1号　ｻﾝｴｰｱｲﾝﾋﾞﾙ2階 708-0550

医療法人社団　ルミネレディースクリニック 060-0061 中央区 南1条西2丁目 南一条Ｋﾋﾞﾙ3階 200-7700

アステリアクリニック札幌院 060-0061 中央区 南1条西4丁目20番地1　ビッグタワー大通公園2階 600-6295

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター
附属健康増進センター札幌商工診療所

060-0061 中央区 南1条西5丁目15番2号 261-2000

大通エールレディースクリニック 060-0061 中央区 南1条西6丁目　第27桂和ビル4階 206-8830

医療法人　にしかわウイメンズヘルスクリニック 060-0061 中央区 南1条西14丁目291番地81 ｳｨｽﾃﾘｱ南１条ﾋﾞﾙ２階 213-1730

NTT東日本札幌病院 060-0061 中央区 南1条西15丁目 623-7000

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 060-0062 中央区 南2条西2丁目18番1号　ＮBＦ札幌南二条ﾋﾞﾙ7階 222-0710

医療法人社団小六メディカルクリニック　おおこうち産科婦人科 060-0062 中央区 南2条西8丁目10番地 233-4103

医療法人響きの杜　響きの杜クリニック 064-0802 中央区 南2条西27丁目1番9号 632-8331

たばた産婦人科クリニック 060-0063 中央区 南3条西2丁目1番1号　H&Bﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ3F 522-5566

医療法人社団　産婦人科吉尾医院 064-0808 中央区 南8条西3丁目1番7号 511-5564

医療法人社団明日佳　札幌健診センター 064-0810 中央区 南10条西1丁目1番30号　ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ札幌5階 531-2226

高岡レディースケアクリニック 064-0811 中央区 南11条西13丁目2番3号 562-2882

オアシスレディースクリニック 064-0922 中央区 南22条西11丁目1番48号　山鼻ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ4階 512-2525

医療法人社団モアナ　エムズレディースクリニック 060-0807 北区 北7条西5丁目7番1号　札幌北ｽｶｲﾋﾞﾙ5階 738-7777

ウィミンズクリニック札幌 060-0807 北区 北7条西5丁目8番1号　北7条ﾖｼﾔﾋﾞﾙ5階 738-7877

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 060-0808 北区 北8条西3丁目28番地　札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ5階 700-1331

医療法人社団　Norikoウィメンズヘルスクリニック 060-0808 北区 北8条西3丁目28番地　札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ6階 736-8222

医療法人明日葉会　札幌マタニティ・ウイメンズホスピタル 001-0013 北区 北13条西4丁目2番23号 746-5505

医療法人社団　リズミック産婦人科クリニック 001-0022 北区 北22条西5丁目1番32号　ﾎﾞｱｿﾙﾃN22　2階 700-0505

医療法人社団ちぇりこ会　麻生レディースクリニック 001-0040 北区 北40条西4丁目2番20号 麻生むらもとﾋﾞﾙ2階 747-8688

医療法人社団朋佑会　札幌産科婦人科 002-0856 北区 屯田6条2丁目11番1号 774-0303

社会医療法人母恋  天使病院 065-8611 東区 北12条東3丁目1番1号 711-0101

医療法人社団　こんの産婦人科 065-0012 東区 北12条東15丁目5番18号 742-8228

医療法人育愛会　札幌東豊病院 065-0017 東区 北17条東15丁目3番1号 704-3911

公益財団法人北海道対がん協会　札幌がん検診センター 065-0026 東区 北26条東14丁目1番15号 748-5522

社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院 065-0033 東区 北33条東1丁目3番1号 712-1131

医療法人社団陽桜会　栄町レディースクリニック 007-0842 東区 北42条東16丁目1-1 N42ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2階 783-1111

苗穂レディスクリニック 065-0042 東区 本町2条5丁目2番4号 781-1955

勤医協中央病院 007-0805 東区 東苗穂5条1丁目9番1号 782-9124

医療法人社団豊生会　伏古レディースクリニック 007-0868 東区 伏古8条3丁目6番20号 780-1103

札幌市子宮がん検診　実施医療機関
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勤医協札幌病院 003-0804 白石区 菊水4条1丁目9番22号 811-2246

独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター 003-0804 白石区 菊水4条2丁目3番54号 811-9111

医療法人社団明珠会　札幌白石産科婦人科病院 003-0005 白石区 東札幌5条6丁目6番28号 862-7211

医療法人社団　EVEウィミンズクリニック 003-0022 白石区 南郷通21丁目南5番41号 866-0808

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 003-0024 白石区 本郷通3丁目南2番13号 862-5088

医療法人社団　はしもとクリニック 004-0052 厚別区 厚別中央2条1丁目4番15号 891-2633

独立行政法人地域医療機能推進機構札幌北辰病院 004-8618 厚別区 厚別中央2条6丁目2番1号 893-3000

医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院 004-0041 厚別区 大谷地東1丁目1番1号 890-1620

医療法人社団　青葉産婦人科クリニック 004-0021 厚別区 青葉町6丁目1番9号 893-3207

神田産科婦人科クリニック 062-0903 豊平区 豊平3条1丁目1番33号 841-1103

医療法人社団新芽会　美園産婦人科小児科 062-0004 豊平区 美園4条3丁目2番19号 824-0303

KKR札幌医療センター 062-0931 豊平区 平岸1条6丁目3番40号 822-1811

医療法人社団いちご会　美加レディースクリニック 062-0933 豊平区 平岸3条13丁目5番21号 833-7773

独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院 062-8618 豊平区 中の島1条8丁目3番18号 831-5151

医療法人　福住産科婦人科クリニック 062-0043 豊平区 福住3条1丁目2番24号 836-1188

医療法人社団みらい　産科婦人科札幌みらいクリニック 004-0871 清田区 平岡1条5丁目3番8号 885-1100

医療法人礼風会　五輪橋マタニティクリニック 005-0039 南区 南39条西11丁目1番30号 585-3110

独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 063-0005 西区 山の手5条7丁目1番1号 611-8111

社会医療法人孝仁会　札幌西孝仁会クリニック 063-0051 西区 宮の沢1条1丁目1番30号 宮の沢ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ2階 590-0322

社会医療法人孝仁会　札幌孝仁会記念病院 063-0052 西区 宮の沢2条1丁目16番１号 665-2266

医療法人社団　札幌西レディースクリニック 063-0061 西区 西町北11丁目1番5号 661-3535

医療法人社団スマイル会　宮の沢スマイルレディースクリニック 063-0061 西区 西町北20丁目2番12号　SR宮の沢ﾒﾃﾞｨｶﾙⅡﾋﾞﾙ2階 590-1213

医療法人社団　ペルル女性クリニック 063-0803 西区 二十四軒3条1丁目1番18号　ﾒﾃﾞｨｶﾙｽｸｴｱ二十四軒2階 624-7031

医療法人社団　ともこレディースクリニック 063-0812 西区 琴似2条1丁目1番20号　琴似ﾀﾜｰﾌﾟﾗｻﾞ2階 641-8181

医療法人社団　琴似産科婦人科クリニック 063-0812 西区 琴似2条3丁目2番30号 612-5611

ゆめみレディースクリニック 063-0812 西区 琴似2条5丁目1番3号　北幸ﾋﾞﾙ2階 676-3640

医療法人社団　カワカミウィメンズクリニック 063-0865 西区 八軒5条東1丁目6番19号 641-6507

医療法人社団静和会　静和記念病院 063-0865 西区 八軒5条東5丁目1番1号 611-1111

医療法人育愛会　愛産婦人科 006-0004 手稲区 西宮の沢4条2丁目1番1号 676-1166

さくらレディースクリニック 006-0012 手稲区 富丘2条7丁目6番15号 695-8118

医療法人 はだ産婦人科クリニック 006-0022 手稲区 手稲本町2条5丁目3番12号 685-1103

医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院 006-0811 手稲区 前田1条12丁目1番40号 681-8111

医療法人渓仁会　手稲家庭医療クリニック 006-0812 手稲区 前田2条10丁目1番10号 685-3920

医療法人社団　手稲あけぼのレディースクリニック 006-0836 手稲区 曙6条2丁目2番10号 695-4103

医療法人社団真愛会　札幌ファミリークリニック 006-0852 手稲区 星置2条4丁目2番22号 695-5211


