
●受診前に予約をしてください。予約や受診の際には、必ず「札幌市前立腺がん検査を受診したい」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

医療法人社団芳春会　大通公園循環器クリニック 060-0042 中央区 大通西5丁目 昭和ﾋﾞﾙ5階 251-3555

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

さっぽろ不整脈クリニック 060-0042 中央区 大通西6丁目10番地10号大通公園ﾋﾞﾙ3階 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 060-0042 中央区 大通西6丁目10番地号大通公園ﾋﾞﾙ3階 208-3020

医療法人花音　しんたに内科消化器内科 060-0042 中央区 大通西17丁目1番27号 札幌ﾒﾃﾞｨｹｱｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ4階 643-0335

医療法人社団　こうの内科　円山エルムクリニック 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2階 631-1181

札幌円山腎・泌尿器科クリニック 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2階 614-1155

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　円山公園内科 064-0820 中央区 大通西28丁目3番22号 633-0123

医療法人社団石史山会　札幌スポーツクリニック 060-0041 中央区 大通東4丁目1番19号 大通東やまむらｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 281-8755

札幌コロンビア内科 060-0001 中央区 北1条西3丁目3番地20 時計台ｽｸｴｱﾋﾞﾙ4階 207-2227

医療法人社団　小野百合内科クリニック 060-0001 中央区 北1条西3丁目3番27号 札幌北1条駅前通りﾋﾞﾙ7階 223-5152

医療法人社団仁誠会　東邦内科クリニック 060-0001 中央区 北1条西4丁目2番2号 札幌ﾉｰｽﾌﾟﾗｻﾞ3階 222-5040

医療法人社団　大通こしやま内科消化器クリニック 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1階 596-7788

円山内科消化器クリニック 064-0821 中央区 北1条西24丁目4番1号 東光ｽﾄｱ円山店5F 215-4137

創世内科クリニック 060-0031 中央区 北1条東3丁目2番2号 ｼﾃｨﾊｳｽ札幌大通東1階 272-7111

医療法人社団　富田内科クリニック 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 242-5300

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

医療法人社団　ちかま胃腸科内科クリニック 060-0002 中央区 北2条西3丁目 朝日生命札幌ﾋﾞﾙ6階 222-3807

胃腸科・内科吉田裕司クリニック 060-0002 中央区 北2条西3丁目1番21号 札幌北2条ﾋﾞﾙ2階 232-0030

医療法人社団　やましな内科クリニック 060-0002 中央区 北2条西3丁目1番地 敷島ビル3階 241-9074

医療法人社団　斎藤医院 060-0032 中央区 北2条東8丁目86番地 231-5507

医療法人社団豊生会　豊生会苗穂駅前内科クリニック 060-0032 中央区 北2条東8丁目90番21号 231-2016

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

地方職員共済組合北海道支部北海道庁診療所 060-8588 中央区 北3条西6丁目 北海道庁内 204-5048

医療法人社団慈昂会　昂希内科クリニック 064-0823 中央区 北3条西24丁目1番22号 611-2711

ＪＡ北海道厚生連　札幌厚生病院共済クリニック 060-0004 中央区 北4条西1丁目1番地共済ﾋﾞﾙ1階 232-6518

医療法人社団　水島胃腸科クリニック 060-0004 中央区 北4条西5丁目1番地 ｱｽﾃｨ45ﾋﾞﾙ6階 205-6030

クリニック・イン・ザ・モーニング 060-0004 中央区 北4条西16丁目1番3号 611-2005

北５条通り内科・循環器クリニック 060-0004 中央区 北4条西18丁目8番地1　ﾌﾟﾚﾐｱｶﾞｰﾃﾞﾝ北円山2階 632-0300

医療法人社団　いとうひろし内科・糖尿病内科クリニック 064-0824 中央区 北4条西29丁目1番14号 213-7593

斗南前よしざき内科消化器内科クリニック 060-0005 中央区 北5条西6丁目2番2号 札幌ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ14階 222-0700

宮の森ファミリークリニック 064-0825 中央区 北5条西27丁目2番1号 623-0023

医療法人社団　清水クリニック 064-0825 中央区 北5条西27丁目2番3号 ﾒﾃﾞｨｯｸ28ﾋﾞﾙ3階 622-8985

医療法人　桑園中央病院 060-0008 中央区 北8条西16丁目28番35号 621-1023

医療法人彩進会　さっぽろ桑園内科胃カメラ・大腸内視鏡クリニック　 060-0010 中央区 北10条西15丁目1番地57 ﾌﾞﾗﾝｽﾞ札幌桑園駅前ｳｴｽﾄ1F 642-3111

医療法人社団　佐々木内科クリニック 060-0010 中央区 北10条西20丁目1番5号 631-4329

市立病院前老年内科メモリークリニック 060-0011 中央区 北11条西14丁目1番1号　ほくやく桑園ビル2階 788-8005

札幌循環器病院 060-0011 中央区 北11条西14丁目29番15号 747-5821

医療法人社団水色の木もれ陽　肝臓クリニック札幌 060-0011 中央区 北11条西15丁目2番1号 桑園ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ3階 708-8080

医療法人社団　清野内科クリニック 060-0061 中央区 南1条西3丁目2番地　大丸藤井ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ地下1階 221-2213

医療法人社団　モリタ内科胃腸科クリニック 060-0061 中央区 南1条西4丁目5番地 大手町ﾋﾞﾙ6階 222-6667

医療法人　日之出内科クリニック 060-0061 中央区 南1条西4丁目13番地 日之出ﾋﾞﾙ7階 200-7757

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

椿診療所 060-0061 中央区 南1条西10丁目3番地 南一条道銀ﾋﾞﾙ1階 281-0808

札幌中央ファミリークリニック 060-0061 中央区 南1条西11丁目 ﾜﾝｽﾞ南一条札幌ﾋﾞﾙ 6階 272-3455

きゅうま内科循環器クリニック 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 251-7000

医療法人社団　小泉呼吸器科・内科クリニック 064-0801 中央区 南1条西27丁目1番41号 632-8881

札幌そうせいイーストクリニック 060-0051 中央区 南1条東1丁目3番地ﾊﾟｰｸｲｰｽﾄ札幌5階 233-0701

医療法人　萬田記念病院 060-0062 中央区 南2条西1丁目1番 231-4032

桜井内科・胃腸内科 060-0062 中央区 南2条西3丁目12番5号K2SQUARE 8階 272-1155

医療法人社団結仁会　浜田内科消化器科クリニック 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4階 219-5555

医療法人社団　ねむの木クリニック 060-0063 中央区 南3条西10丁目1001番5号 福山南三条ﾋﾞﾙ 6階 280-0880

一般財団法人札幌市スポーツ協会　札幌市中央健康づくりセンター 060-0063 中央区 南3条西11丁目331番地 562-8700

医療法人菊郷会　愛育病院 064-0804 中央区 南4条西25丁目2番1号 563-2211

佐野内科医院 064-0805 中央区 南5条西15丁目1番6号 561-0288

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 064-0807 中央区 南7条西2丁目1番地 第2ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ1階 521-2321

医療法人社団廣仁会　豊水総合メディカルクリニック 064-0807 中央区 南7条西2丁目1番4号 520-2310

南７条クリニック 064-0807 中央区 南7条西9丁目1024番地2 551-2121

医療法人社団中央博仁会　中央内科医院 064-0807 中央区 南7条西15丁目2番1号 561-6362

医療法人社団　若浜医院 064-0807 中央区 南7条西17丁目1番5号 561-6767

医療法人社団　旭山内科クリニック 064-0808 中央区 南8条西24丁目2番11号 旭山公園ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2階 552-3666

こなり整形外科・内科クリニック 064-0809 中央区 南9条西7丁目2番26号 511-2277

社会医療法人鳩仁会　札幌中央病院 064-0809 中央区 南9条西10丁目1番50号 513-0111

医療法人社団　さっぽろ幌西クリニック 064-0809 中央区 南9条西15丁目3番30号 551-3315

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

医療法人社団札幌循環器クリニック　中橋内科クリニック 064-0810 中央区 南10条西21丁目7番17号 561-3330

田代内科呼吸器科クリニック 064-0811 中央区 南11条西8丁目2番1号 ﾄﾞﾐ16中島公園1階 561-2511

札幌市前立腺がん検査　実施医療機関
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医療法人社団銀杏会　さっぽろ銀杏会記念病院 064-0811 中央区 南11条西8丁目2番25号 511-2060

医療法人社団　今井内科小児科医院 064-0811 中央区 南11条西18丁目1番25号 561-3627

土田内科・循環器科クリニック 064-0811 中央区 南11条西21丁目4番33号 512-2020

西線医院 064-0912 中央区 南12条西15丁目3番1号 561-8507

医療法人社団　円山公園内科啓明クリニック 064-0913 中央区 南13条西22丁目2番3号 530-5566

医療法人みたに胃腸科内科 064-0913 中央区 南13条西22丁目2番11号 530-1522

行啓通りかこクリニック 064-0914 中央区 南14条西8丁目5番1号　ｸﾘｵ行啓通壱番館1階 596-9500

医療法人社団　はせ小児科クリニック 064-0914 中央区 南14条西18丁目4番3号 532-5151

くれないクリニック内科リハビリテーション科 064-0915 中央区 南15条西11丁目1番5号　唯ﾋﾞﾙ2階 530-9071

やまはな野村内科クリニック 064-0915 中央区 南15条西14丁目1番22号 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ南15条店2階 520-3360

あんざい内科クリニック 064-0916 中央区 南16条西7丁目2番15号 511-9073

さっぽろ山鼻内科・糖尿病クリニック 064-0917 中央区 南17条西17丁目3番1号 521-8710

医療法人社団　伏見内科 064-0919 中央区 南19条西14丁目1番4号 513-2430

きちかわクリニック 064-0921 中央区 南20条西14丁目1番10号 518-5257

医療法人社団　土田病院 064-0921 中央区 南21条西9丁目2番11号 531-7013

ファミリークリニックさっぽろ山鼻 064-0921 中央区 南21条西9丁目2番15号 211-0336

医療法人社団　ちば内科・消化器内科 064-0921 中央区 南21条西11丁目2-3 520-8111

医療法人社団　きむら小児科医院 064-0921 中央区 南21条西13丁目2番3号 513-2220

南２２条おとなとこどものクリニック 064-0922 中央区 南22条西7丁目1番27号　ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ南22条2階 522-1020

医療法人社団　札幌外科記念病院 064-0923 中央区 南23条西15丁目1番30号 563-0151

社会医療法人　北海道循環器病院　予防医学センター 064-0927 中央区 南27条西13丁目1番30号 563-3911

社会福祉法人札幌慈啓会　慈啓会病院 064-0941 中央区 旭ｹ丘5丁目6番50号 561-8292

医療法人社団明日佳　札幌明日佳病院 064-0951 中央区 宮の森1条17丁目1番25号 641-8813

医療法人社団青葉　いまいホームケアクリニック 064-0953 中央区 宮の森3条1丁目1-38 611-0001

うめつ内科糖尿病・内分泌クリニック 064-0953 中央区 宮の森3条5丁目2番35号 631-8400

宮の森三条内科クリニック 064-0953 中央区 宮の森3条6丁目2番10号 616-0036

藤田外科・整形外科 064-0953 中央区 宮の森3条7丁目1番68号 621-7256

医療法人讃生会　宮の森記念病院 064-8570 中央区 宮の森3条7丁目5番25号 641-6641

医療法人社団　宮本内科 060-0807 北区 北7条西2丁目20 NCO札幌駅北口3階 756-1511

さっぽろ内科・リウマチ膠原病クリニック 060-0807 北区 北7条西2丁目20 NCO札幌駅北口3階 700-2000

社会医療法人禎心会　さっぽろ北口クリニック 060-0807 北区 北7条西2丁目8番1号 札幌北ﾋﾞﾙ2階 709-1131

さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニック 060-0807 北区 北7条西2丁目8番地1 札幌北ﾋﾞﾙ2階 707-1024

さっぽろ駅前内科・内視鏡クリニック 060-0807 北区 北7条西5丁目7番6号 第27ﾋﾞｯｸﾞ札幌北ｽｶｲﾋﾞﾙ4階 700-1110

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

医療法人社団　赤倉内科胃腸内科クリニック 060-0807 北区 北7条西6丁目2番地 728-2320

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　佐藤診療所 001-0012 北区 北12条西2丁目 716-1637

ながお内科循環器クリニック 001-0017 北区 北17条西3丁目2番1号 ｳｨｽﾃﾘｱN17 1階 729-5510

エルムの杜内科クリニック 001-0018 北区 北18条西7丁目1番1号 708-0003

医療法人社団　北２０条内科クリニック 001-0020 北区 北20条西6丁目2番10号 758-8080

医療法人社団　小谷内科医院 001-0023 北区 北23条西4丁目2番33号 736-2588

医療法人社団和仁会　平田内科クリニック 001-0024 北区 北24条西14丁目3番15号 756-2220

医療法人社団眞明会　今医院 001-0025 北区 北25条西8丁目2番3号 716-9255

辻外科医院 001-0026 北区 北26条西7丁目1番1号 716-8631

医療法人社団　小林内科小児科医院 001-0028 北区 北28条西5丁目2番16号 716-8531

医療法人社団北昂会　ファミール内科総合診療クリニック 001-0029 北区 北29条西4丁目2番1号 ﾌｧﾐｰﾙ札幌158 746-3988

しもかわ内科・循環器内科 001-0029 北区 北29条西15丁目3番8号 716-1300

医療法人新楓和会　あさぶハート・心リハクリニック 001-0037 北区 北37条西3丁目3番12号 792-0222

ホームケアクリニック麻生 001-0038 北区 北38条西4丁目2番30号 600-6381

医療法人社団　麻生内科クリニック 001-0039 北区 北39条西5丁目1番15号 北電商販ｻﾄｳﾋﾞﾙ3階 756-5733

医療法人新楓和会　あさぶハート・内科クリニック 001-0040 北区 北40条西4丁目1番1号 ASABU LAND1F 374-7667

医療法人社団　ふるや内科 002-0854 北区 屯田4条3丁目2番10号 771-2211

新星おなかのクリニック 002-0855 北区 屯田5条7丁目1番68号 775-8000

医療法人社団エルム北杜会　メディック北札幌 002-0857 北区 屯田7条3丁目10番15号 775-5000

医療法人桃実会　にわ糖尿病・内科クリニック 002-0859 北区 屯田9条3丁目1番20号 屯田ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ1階 790-7900

医療法人社団憲仁会　牧田病院 001-0901 北区 新琴似1条2丁目6番25号 761-4835

医療法人社団　どい内科クリニック 001-0901 北区 新琴似1条3丁目3番13号 769-1200

大沼内科クリニック 001-0901 北区 新琴似1条8丁目22番17号 764-3110

スポキチクリニック 001-0901 北区 新琴似1条12丁目6番3号 788-3210

医療法人社団　池田内科 001-0901 北区 新琴似1条13丁目1番7号 764-8833

医療法人社団千陽　こんの内科・消化器内科クリニック 001-0902 北区 新琴似2条1丁目1番52号 299-4107

よしの在宅クリニック 001-0902 北区 新琴似2条11丁目1番1号 769-0980

医療法人研成会　札幌鈴木病院 001-0903 北区 新琴似3条1丁目1番27号 709-5511

医療法人社団　阿部内科医院 001-0903 北区 新琴似3条11丁目7番24号 761-2395

太田内科循環器クリニック 001-0906 北区 新琴似6条14丁目2番1号 762-0777

医療法人社団　おおさき内科 001-0907 北区 新琴似7条9丁目6番21号 766-0666

医療法人社団　布施川内科医院 001-0907 北区 新琴似7条14丁目4番23号 764-2411

医療法人社団　新琴似内科クリニック 001-0908 北区 新琴似8条6丁目1番1号 761-1076

医療法人社団　横山医院 001-0908 北区 新琴似8条13丁目1番4号 761-2484

医療法人社団　北札幌病院 001-0909 北区 新琴似9条1丁目1番1号 756-1111

勤医協札幌北区ぽぷらクリニック 001-0910 北区 新琴似10条2丁目1番地 762-8811

服部ファミリークリニック 001-0911 北区 新琴似11条17丁目1番23号 766-7767

医療法人社団　新川ファミリエ内科 001-0923 北区 新川3条7丁目1番10番1号 763-8118

医療法人社団　札幌新川駅前内科 001-0925 北区 新川5条1丁目1番22号 708-1234



社会医療法人延山会　北成病院 001-0933 北区 新川西3条2丁目10番1号 764-3021

医療法人社団杏英会　安達内科医院 002-8006 北区 太平6条5丁目1番17号 772-7120

医療法人　しのろファミリークリニック 002-8022 北区 篠路2条10丁目12番1号 771-2800

医療法人社団　荒木病院 002-8023 北区 篠路3条2丁目1番92号 771-5731

医療法人社団健志会　しのろ駅前医院 002-8024 北区 篠路4条6丁目11番17号 774-8388

医療法人はまなす　篠路はまなすクリニック 002-8024 北区 篠路4条9丁目12番45号 776-3030

医療法人社団大黒会　吉田医院 002-8025 北区 篠路5条5丁目7番1号 771-2020

社会医療法人康和会　札幌しらかば台篠路病院 002-8025 北区 篠路5条8丁目2番1号 773-0711

横山内科医院 002-8030 北区 篠路10条2丁目11番22号 771-1611

ひまわり内科小児科医院 002-8066 北区 拓北6条2丁目6番18号 771-8551

医療法人社団　あいの里内科消化器科クリニック 002-8071 北区 あいの里1条6丁目2番2号 ｸﾘｰﾝﾘﾊﾞｰﾈｵｼﾃｨあいの里1階 778-7111

かしま内科クリニック 002-8072 北区 あいの里2条3丁目16番7号 778-7031

医療法人社団　いけだクリニック 002-8072 北区 あいの里2条8丁目4番5号 778-2721

医療法人社団　ゆりがはら内科ケア＆クリニック 002-8081 北区 百合が原7丁目4番25号 770-7111

医療法人社団　札幌百合の会病院 002-8081 北区 百合が原11丁目186番地 771-1501

医療法人社団　川島医院 065-0011 東区 北11条東10丁目1番1号 711-9965

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　光星メディカルクリニック 065-0012 東区 北12条東7丁目1番35号 ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ光星2階 704-6887

医療法人社団　鈴木内科循環器クリニック 065-0012 東区 北12条東12丁目2番5号 731-5366

医療法人社団　西沢内科胃腸科クリニック 065-0016 東区 北16条東16丁目1番13号 北愛ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ3階 784-2340

北１８条つじ内科・消化器内科 065-0018 東区 北18条東1丁目3番3号 ともえﾋﾞﾙ1階 752-1801

医療法人社団　谷村医院サンクリニック 065-0019 東区 北19条東8丁目5番2号 731-7226

医療法人社団　藤田医院 065-0020 東区 北20条東13丁目1番2号 711-8084

医療法人社団　谷口内科 065-0021 東区 北21条東18丁目5番11号 783-7701

医療法人社団　石川内科医院 065-0023 東区 北23条東9丁目1番27号 751-2750

元町内科クリニック 065-0023 東区 北23条東16丁目1番11号 元町ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2階 787-6666

かいせい内科医院 065-0023 東区 北23条東21丁目3番17号 781-3001

医療法人社団　平澤内科呼吸器科クリニック 065-0025 東区 北25条東3丁目3番11号 711-8297

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

社会医療法人社団カレスサッポロ　北光記念病院 065-0027 東区 北27条東8丁目1番6号 722-1133

社会医療法人社団カレスサッポロ　北光記念クリニック 065-0027 東区 北27条東8丁目1番15号 722-1122

にしはら内科クリニック 065-0030 東区 北30条東1丁目4番1号 721-2486

医療法人社団　石田内科小児科医院 065-0030 東区 北30条東13丁目3番10号 753-0380

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

医療法人徳洲会　札幌東徳洲会病院 065-0033 東区 北33条東14丁目3番1号 722-1110

医療法人基仁会　新道東おおた内科 007-0837 東区 北37条東15丁目1番24号 748-1551

医療法人社団陽樹会　なついざかクリニック 007-0838 東区 北38条東7丁目2番17号 北栄ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ1階 752-7337

医療法人　栄町消化器・内視鏡内科クリニック 007-0840 東区 北40条東15丁目2番5号 711-7149

医療法人社団　司馬内科クリニック 007-0841 東区 北41条東2丁目3番14号 ﾉｰｽﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2階 722-8111

みきファミリークリニック 007-0841 東区 北41条東7丁目3番12号 299-6555

医療法人北海道家庭医療学センター　栄町ファミリークリニック 007-0841 東区 北41条東15丁目1番18号 723-8633

医療法人とこはる　東栄内科クリニック 007-0841 東区 北41条東16丁目3番14号 782-0111

医療法人　栄町内科循環器内科クリニック 007-0842 東区 北42条東16丁目1番1号　Ｎ42ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ6階 789-2311

医療法人社団慈昂会　新道東在宅診療クリニック 007-0843 東区 北43条東8丁目1番20号 748-8255

医療法人イコロ庵　さかえまち西診療所 007-0845 東区 北45条東7丁目6番16号 731-6636

札幌共立医院 007-0848 東区 北48条東1丁目1番5号 752-4101

医療法人いけだ内科循環器クリニック 065-0041 東区 本町1条7丁目1番46号 789-0055

医療法人社団豊生会　東苗穂病院 007-0803 東区 東苗穂3条1丁目2番18号 784-1121

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

医療法人社団英仁会　札苗病院 007-0807 東区 東苗穂7条2丁目8番20号 783-3311

医療法人社団プライマリ　さの内科循環器クリニック 007-0812 東区 東苗穂12条2丁目21番15号 791-5333

医療法人社団美加未会　モエレ外科胃腸科 007-0812 東区 東苗穂12条3丁目21番3号 791-7711

勤医協伏古１０条クリニック 007-0870 東区 伏古10条3丁目2番8号 786-5588

医療法人社団豊生会　丘珠明陽医院 007-0883 東区 北丘珠3条1丁目21番20号 781-1145

医療法人社団豊生会　東雁来すこやかクリニック 007-0031 東区 東雁来10条1丁目12番1号 791-9991

菊水内科循環器クリニック 003-0803 白石区 菊水3条2丁目4番1号ﾆｭｰｷﾞﾝ札幌ﾋﾞﾙ2階 827-6688

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

みなみハート内科クリニック 003-0806 白石区 菊水6条2丁目1番34号 ｼｭﾀｯﾄﾊｳｽ1階 818-3737

中島内科胃腸科クリニック 003-0811 白石区 菊水上町1条3丁目36番地 811-2726

医療法人社団　にれの杜クリニック 003-0814 白石区 菊水上町4条2丁目359番1 833-1120

医療法人社団薫風会　青空たけうち内科クリニック 003-0825 白石区 菊水元町5条2丁目2番40号 872-3558

医療法人菊郷会　札幌センチュリー病院 003-0825 白石区 菊水元町5条3丁目5番10号 871-1121

医療法人社団毬会　内科丹田クリニック 003-0004 白石区 東札幌4条1丁目1番1号 ﾗｿﾗ札幌Bﾀｳﾝ2階 817-1188

医療法人社団　きよみず公園クリニック 003-0004 白石区 東札幌4条3丁目6番1号 813-6311

川端医院 003-0005 白石区 東札幌5条4丁目3番2号 831-2702

医療法人社団明日佳　白石明日佳病院 003-0005 白石区 東札幌5条5丁目2番5号 823-5151

医療法人社団慈昂会　白石内科クリニック 003-0011 白石区 中央1条7丁目10番30号 白石中央ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ1階 868-2711

医療法人社団栄仁会　栄通わたなべ内科・皮ふ科 003-0021 白石区 栄通8丁目2番1号 858-3311

医療法人社団　小路内科消化器クリニック 003-0021 白石区 栄通15丁目9番35号 853-1331

協全内科クリニック 003-0021 白石区 栄通17丁目13番13号 852-3181

医療法人社団　やまうち内科クリニック 003-0021 白石区 栄通19丁目1番1号 851-5600

医療法人孝友会　ごう内科クリニック 003-0021 白石区 栄通21丁目1番16号 850-5050

医療法人社団千結会　さっぽろ白石内科消化器クリニック 003-0022 白石区 南郷通1丁目南8番10号 白石ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽ3F 862-8878

医療法人讃生会　緑愛クリニック 003-0023 白石区 南郷通6丁目北3番24号 868-8866



医療法人社団　南郷医院 003-0023 白石区 南郷通12丁目北1番25号 861-2768

医療法人社団清香会　おおしま内科胃腸科クリニック 003-0023 白石区 南郷通18丁目北3番28号 866-5511

医療法人社団豊武会　幌東病院 003-0024 白石区 本郷通7丁目南4番30号 861-4121

医療法人社団　佐分利内科医院 003-0024 白石区 本郷通10丁目南1番23号 864-1751

医療法人社団　みどり内科クリニック 003-0024 白石区 本郷通13丁目南4番27号 ﾑﾄｳﾋﾞﾙ2階 866-4563

医療法人信佑会　吉田記念病院 003-0026 白石区 本通2丁目南5番10号 864-2125

広川内科クリニック 003-0026 白石区 本通3丁目南2番38号 861-2026

松田内科循環器クリニック 003-0026 白石区 本通8丁目南1番30号 867-8000

内科胃腸科クリニック長尾医院 003-0026 白石区 本通11丁目南1番9号 861-4696

医療法人社団　小川医院 003-0027 白石区 本通16丁目北11番14号 864-7995

医療法人　白石中央病院 003-0029 白石区 平和通3丁目北2番3号 861-8171

勤医協平和通りクリニック 003-0028 白石区 平和通7丁目南5番1号 864-0912

医療法人社団　野村内科医院 003-0832 白石区 北郷2条1丁目2番4号 873-3476

医療法人社団　ふるげん内科循環器クリニック 003-0833 白石区 北郷3条4丁目6-1 872-0088

北郷医院 003-0833 白石区 北郷3条5丁目13番1号 873-1960

北郷通り内科クリニック 003-0833 白石区 北郷3条14丁目1番34号 879-6667

医療法人社団　川北内科循環器科医院 003-0852 白石区 川北2条3丁目2番25号 872-4533

医療法人社団　大屋医院 003-0862 白石区 川下2条7丁目2番5号 873-1123

医療法人菊郷会　石橋胃腸病院 003-0863 白石区 川下3条4丁目2番1号 872-5811

川下ばく内科 003-0864 白石区 川下4条5丁目4番14号 374-4389

たけい内科胃腸科クリニック 004-0051 厚別区 厚別中央1条3丁目5番1号 891-2707

社会医療法人交雄会メディカル　交雄会新さっぽろ病院 004-0051 厚別区 厚別中央1条6丁目2番5号 801-1213

医療法人社団　浜辺晃循環器科・内科クリニック 004-0051 厚別区 厚別中央1条6丁目2番15号 新札幌ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ3階 893-8211

厚別ひばりクリニック 004-0052 厚別区 厚別中央2条2丁目2番3号 ひばりが丘ﾄﾞｸﾀｰﾀｳﾝ1階 807-0186

むらもと循環器内科 004-0052 厚別区 厚別中央2条4丁目9番15号 新さっぽろ中央ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ3階 802-1000

医療法人サンプラザ　新札幌循環器病院 004-0052 厚別区 厚別中央2条4丁目9番25号 892-1556

小林胃腸科内科クリニック 004-0052 厚別区 厚別中央2条5丁目7番2号 ｻﾝﾋﾟｱｻﾞ3階 890-2362

中川内科循環器科 004-0054 厚別区 厚別中央4条2丁目18番20号 891-2943

もみじ台クリニック 004-0001 厚別区 厚別東1条5丁目18番15号 807-0436

医療法人社団翔嶺館　新札幌聖陵ホスピタル 004-0004 厚別区 厚別東4条2丁目1番30号 898-2151

医療法人社団　小野幌医院 004-0004 厚別区 厚別東4条4丁目5番15号 897-8822

医療法人社団良恵会　さとう内科・消化器内科クリニック 004-0062 厚別区 厚別西2条4丁目2番10号 ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾗｻﾞ厚別西1階 894-2004

医療法人社団恵信会　桜台クリニック 004-0064 厚別区 厚別西4条2丁目12番21号 894-8823

医療法人社団奏健会　さっぽろ厚別通内科 004-0065 厚別区 厚別西5条1丁目15番21号 895-6671

医療法人社団　脳神経外科まつばらおさむクリニック 004-0065 厚別区 厚別西5条1丁目16番20号 ｸﾘﾆｯｸｽﾃｰｼｮﾝ厚別西2階 801-7000

医療法人潤和会　　あおば内科クリニック 004-0022 厚別区 厚別南7丁目2番11号 891-1112

さっぽろ森林クリニック 004-0074 厚別区 厚別北4条4丁目1番8号 801-7707

医療法人社団秀和会　ファミリークリニック　こころ 004-0011 厚別区 もみじ台東4丁目2番7号 897-0053

勤医協もみじ台内科診療所 004-0013 厚別区 もみじ台西6丁目1番4号 897-5051

せんば内科医院 004-0012 厚別区 もみじ台南6丁目1番6号 897-6123

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

医療法人豊和会　新札幌豊和会病院 004-0041 厚別区 大谷地東2丁目5番12号 893-7000

医療法人社団　夏井坂内科クリニック 004-0041 厚別区 大谷地東4丁目1番2号 しんたくﾀｰﾐﾅﾙﾌﾟﾗｻﾞ 2階 893-1678

医療法人社団圭桃会　札幌おおぞらクリニック 004-0031 厚別区 上野幌1条3丁目1番7号 896-7577

医療法人社団アカシア会　いたや内科消化器科 004-0033 厚別区 上野幌3条3丁目2番1号 896-2828

ＳＡＭ　ＣＬＩＮＩＣ 004-0033 厚別区 上野幌3条6丁目5番6号 215-6120

たけだ内科胃腸科クリニック 062-0904 豊平区 豊平4条3丁目3番10号 豊平ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ1階 823-1100

医療法人社団　とよひら公園内科クリニック 062-0904 豊平区 豊平4条11丁目3番5号 811-1518

三浦内科循環器クリニック 062-0906 豊平区 豊平6条2丁目2番12号 821-5726

厚生診療所 062-0906 豊平区 豊平6条6丁目2番1号 811-1346

医療法人北志会　札幌ライラック病院　　 062-0906 豊平区 豊平6条8丁目2番18号 812-8822

医療法人社団　さかうえ内科クリニック 062-0907 豊平区 豊平7条8丁目2番1号 東光豊平ﾒﾃﾞｨｶﾙ西館A棟2階 824-5757

さっぽろ南大橋クリニック 062-0912 豊平区 水車町2丁目2番8号 837-5511

医療法人社団　上村内科医院 062-0003 豊平区 美園3条4丁目3番11号 821-3223

医療法人社団　美園いとう内科 062-0007 豊平区 美園7条4丁目2番15号 美園7･4ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ3階 816-6777

恵仁会　佐々木内科病院 062-0007 豊平区 美園7条8丁目6番20号 831-5621

内科・神経内科美園医院 062-0008 豊平区 美園8条5丁目3番4号 820-4820

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

苅谷内科クリニック 062-0932 豊平区 平岸2条1丁目7番11号 832-2521

小笠原医院 062-0932 豊平区 平岸2条5丁目1番26号 812-1788

やなづめ内科・循環器クリニック 062-0932 豊平区 平岸2条8丁目4番13号　2階 822-1271

医療法人社団　山口整形外科クリニック 062-0932 豊平区 平岸2条14丁目1番18号　I&Hﾌﾞﾙｰｼﾞｪｯﾄﾋﾞﾙ1階 837-5111

高木内科医院 062-0932 豊平区 平岸2条14丁目1番22号 今崎ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ4階 812-1200

医療法人社団　平岸本町内科クリニック 062-0933 豊平区 平岸3条6丁目1番36号 822-6672

医療法人社団　いし胃腸科内科医院 062-0933 豊平区 平岸3条14丁目1番5号 813-1220

ひらぎし環状通りクリニック 062-0934 豊平区 平岸4条9丁目5番17号 598-6653

医療法人社団　あいだクリニック循環器内科 062-0935 豊平区 平岸5条7丁目8番22号 820-1400

医療法人社団　ふなはし内科消化器科クリニック 062-0935 豊平区 平岸5条8丁目3番15号 831-1375

医療法人社団七武会　内科・胃腸内科平岸台クリニック 062-0937 豊平区 平岸7条14丁目1番38号 金岡ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ1階 811-3434

腎臓内科めぐみクリニック 062-0921 豊平区 中の島1条7丁目5番10号 817-1300

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

医療法人社団恵山会　中の島内科・消化器内科クリニック 062-0922 豊平区 中の島2条2丁目1番1号 中の島ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ2階 821-3113

医療法人社団月信会　月寒のぶおか内科　消化器内科 062-0051 豊平区 月寒東1条4丁目3番8号 859-7701

医療法人社団　島崎外科胃腸科 062-0052 豊平区 月寒東2条4丁目7番2号 853-1616



社会医療法人康和会　札幌しらかば台病院 062-0052 豊平区 月寒東2条18丁目7番26号 852-8866

ゆう内科消化器クリニック 062-0053 豊平区 月寒東3条11丁目1番36号 ﾌﾞﾗﾝﾁ札幌月寒ﾒﾃﾞｨｶﾙｽｸｴｱ2階 855-2580

社会福祉法人ノテ福祉会　日本医療大学病院 062-0053 豊平区 月寒東3条11丁目1番55号 852-6777

医療法人社団日向会　しらかば台月寒東クリニック 062-0053 豊平区 月寒東3条16丁目3番10号 ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1階 850-0011

兼古循環器クリニック 062-0021 豊平区 月寒西1条10丁目3番1号 857-4141

医療法人社団札幌朗愛会　札幌朗愛会病院 062-0021 豊平区 月寒西1条10丁目3番30号 853-2111

医療法人社団　はせがわ内科クリニック 062-0024 豊平区 月寒西4条10丁目7番17号 851-0610

松本内科クリニック 062-0034 豊平区 西岡4条1丁目5番1号 852-1353

社会医療法人恵和会　西岡病院 062-0034 豊平区 西岡4条4丁目1番52号 853-8322

医療法人社団　ごとう内科クリニック 062-0034 豊平区 西岡4条7丁目7番1号 858-7771

社会医療法人恵和会　西岡水源池通りクリニック 062-0034 豊平区 西岡4条13丁目17番1号 584-5512

医療法人社団慈昂会　福住内科クリニック 062-0042 豊平区 福住2条1丁目2番5号 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ福住店5階 836-3531

医療法人礼風会　胃腸内科・肛門外科山岡医院 062-0043 豊平区 福住3条10丁目2番10号 851-2700

医療法人讃生会　北野病院 004-0861 清田区 北野1条1丁目6番30号 883-0022

医療法人社団エス・エス・ジェイ　札幌整形循環器病院 004-0861 清田区 北野1条2丁目11番30号 881-1100

医療法人　ほし内科消化器科クリニック 004-0863 清田区 北野3条2丁目13番57号 881-5551

医療法人社団　小野内科医院 004-0865 清田区 北野5条5丁目15番27号 883-8080

医療法人社団越仁会　北野循環器クリニック 004-0866 清田区 北野7条2丁目12番17号 886-2626

医療法人社団真翔会　みき内科消化器きたのクリニック 004-0867 清田区 北野7条5丁目12番20号 887-1771

さかもと内科消化器クリニック 004-0841 清田区 清田1条4丁目4番30号 888-8181

医療法人社団　サン内科外科医院 004-0842 清田区 清田2条1丁目8番1号 881-3322

医療法人社団　鈴木内科医院 004-0844 清田区 清田4条2丁目10番25号 882-2233

さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニックイオン平岡 004-0873 清田区 平岡3条5丁目3番1号　ｲｵﾝﾓｰﾙ札幌平岡1階 375-7891

医療法人徳洲会　札幌南徳洲会病院 004-0875 清田区 平岡5条1丁目5番1号 883-0602

医療法人社団一楊会　あだち内科クリニック 004-0876 清田区 平岡6条2丁目2番10号 886-3338

医療法人社団　ひらおか内科循環器・糖尿病クリニック 004-0876 清田区 平岡6条3丁目10番1号 885-2110

ふじた内科循環器クリニック 004-0882 清田区 平岡公園東5丁目12番10号 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ平岡公園東2階 888-7272

社会医療法人蘭友会　札幌里塚病院 004-0811 清田区 美しが丘1条6丁目1番5号 883-1200

医療法人社団　美しが丘いとう内科 004-0813 清田区 美しが丘3条2丁目3番20号 889-5588

医療法人社団群仁会　保坂内科クリニック 004-0814 清田区 美しが丘4条5丁目3番15号 884-7868

社会医療法人　札幌清田病院 004-0831 清田区 真栄1条1丁目1番1号 883-6111

医療法人北武会　美しが丘病院 004-0839 清田区 真栄61番地1 883-8881

医療法人一光会　幸内科クリニック 005-0004 南区 澄川4条6丁目7番35号 837-7320

医療法人社団千寿会　千秋内科医院 005-0006 南区 澄川6条4丁目11番7号 812-8111

たむら内科クリニック 005-0006 南区 澄川6条7丁目3番5号 583-1161

医療法人社団　村元内科医院 005-0012 南区 真駒内上町3丁目1番10号 581-1480

医療法人社団ＦＯＵＲ　ＳＥＡＳＯＮＳ　真駒内たかの内科 005-0015 南区 真駒内泉町3丁目11番9号 588-8777

露口内科・消化器内科クリニック 005-0016 南区 真駒内南町1丁目7番12号 582-0811

医療法人社団佐藤　さっぽろ川沿内科クリニック 005-0801 南区 川沿1条3丁目1番5号 もいわﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ3階 578-8111

医療法人為久会　札幌共立五輪橋病院 005-0802 南区 川沿2条1丁目2番54号 571-8221

医療法人CHCPヘルスケアシステム　南札幌脳神経外科 005-0802 南区 川沿2条3丁目2番32号 572-0330

なかがわ内科循環器科クリニック 005-0805 南区 川沿5条2丁目29番9号 573-5555

医療法人社団もなみ　もなみクリニック 005-0805 南区 川沿5条3丁目2番1号 578-5775

札幌i内科クリニック 005-0808 南区 川沿8条2丁目1番8号 578-4171

勤医協札幌みなみ診療所 005-0812 南区 川沿12条2丁目2番35号 572-6661

医療法人晴生会　晴生会さっぽろ病院 005-0814 南区 川沿14条1丁目5番1号 571-5103

医療法人　なかの内科消化器内科クリニック 005-0814 南区 川沿14条2丁目1番3号 571-0725

医療法人社団　はまだ内科・神経内科クリニック 005-0831 南区 中ﾉ沢1丁目1番4号 578-1535

医療法人社団　竹嶋内科クリニック 005-0850 南区 石山東1丁目4番26号 591-1112

医療法人社団　芸術の森泌尿器科 005-0850 南区 石山東3丁目1番31号 591-8686

ふじのさわ内科クリニック 061-2282 南区 藤野2条2丁目1番15号 591-8416

十五島内科医院 061-2282 南区 藤野2条6丁目1番5号 591-8828

医療法人渓仁会　定山渓病院 061-2303 南区 定山渓温泉西3丁目71番地 598-3323

みずしま内科クリニック 063-0002 西区 山の手2条6丁目3番8号 632-6600

アオ内科糖尿病内科 063-0003 西区 山の手3条4丁目1番12号 いちやまﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ1階 640-8118

クリニークアンジェ牧山内科 063-0003 西区 山の手3条12丁目1番34号 632-0123

医療法人　札幌山の上病院 063-0006 西区 山の手6条9丁目1番1号 621-1200

医療法人社団　百石内科循環器クリニック 063-0012 西区 福井2丁目3番16号 663-3885

医療法人社団　首藤内科 063-0021 西区 平和1条4丁目1番7号 664-3737

医療法人社団　さくらだ医院 063-0032 西区 西野2条3丁目1番6号 661-7383

医療法人社団　北浜胃腸科・内科 063-0032 西区 西野2条4丁目3番15号 663-3311

医療法人　西さっぽろ脳神経外科クリニック 063-0033 西区 西野3条6丁目7番50号 669-1003

医療法人社団　石塚内科消化器科 063-0033 西区 西野3条7丁目3番1号 661-0403

医療法人社団　後藤田医院 063-0033 西区 西野3条9丁目10番37号 663-8170

医療法人　にしの内科クリニック 063-0035 西区 西野5条2丁目8番37号 788-6726

医療法人社団　西野六条クリニック 063-0036 西区 西野6条7丁目1番1号 663-3651

医療法人法真会　ひしかわ内科クリニック 063-0038 西区 西野8条8丁目1番1号 667-3336

クリニックもりや 063-0051 西区 宮の沢1条1丁目1番3号 宮の沢1条ﾋﾞﾙ2階 669-8003

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

医療法人社団　ひろ内科循環器科クリニック 063-0053 西区 宮の沢3条5丁目24番10号 671-2727

医療法人社団康仁会　中田泌尿器科病院 063-0061 西区 西町北5丁目1番5号 661-0550

勤医協西区ひだまりクリニック 063-0061 西区 西町北19丁目1番3号 671-5115

勤医協札幌西区病院 063-0061 西区 西町北19丁目1番5号 663-5711

医療法人社団　松永内科クリニック 063-0061 西区 西町北20丁目3番10号 SR宮の沢ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ3階 669-3666



社会医療法人アルデバラン　さっぽろ二十四軒病院 063-0802 西区 二十四軒2条4丁目7番20号 641-2281

なかや内科クリニック 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 623-2300

琴似ハート内科・透析クリニック 063-0804 西区 二十四軒4条2丁目9番10号 688-8810

社会医療法人孝仁会　札幌第一病院 063-0804 西区 二十四軒4条3丁目4番26号 611-6201

医療法人社団　岡田内科・循環器科クリニック 063-0811 西区 琴似1条2丁目5番6号 琴似一番館 643-1171

医療法人清仁会　北海道内科リウマチ科病院 063-0811 西区 琴似1条3丁目1番45号 611-1371

医療法人社団　森谷内科クリニック 063-0811 西区 琴似1条4丁目2番20号 643-6533

まきぐち内科・循環器科クリニック 063-0811 西区 琴似1条4丁目4番20号 笹川ﾋﾞﾙ3階 618-1333

医療法人社団慈昂会　琴似駅前内科クリニック 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 622-3531

ことに内科クリニック 063-0812 西区 琴似2条4丁目2番1号 琴似中央ﾋﾞﾙ3階 633-1717

おおた内科クリニック 063-0812 西区 琴似1条5丁目3番20号 ﾎﾞｱ･ﾄﾞｰﾙ15 1階 643-5311

湯浅内科クリニック 063-0812 西区 琴似2条7丁目2番5号 631-1671

医療法人社団友善会　琴似ファミリークリニック 063-0813 西区 琴似4条2丁目1番2号 ｺﾙﾃﾅⅡ1階 612-0333

医療法人札幌がんフォレスト　癒しの森内科・消化器内科クリニック 063-0822 西区 発寒2条5丁目6番5号 668-1184

医療法人社団　いとう内科・胃腸科 063-0824 西区 発寒4条4丁目1番18号 661-1000

医療法人聖愛会　発寒リハビリテーション病院 063-0825 西区 発寒5条6丁目10番1号 661-2111

医療法人社団　はねだ内科クリニック 063-0826 西区 発寒6条3丁目2番10号 666-2227

宮の沢内科・循環器科クリニック 063-0826 西区 発寒6条11丁目1番1号 新道北口ﾋﾞﾙ2階 665-3837

発寒ホリデー内科クリニック 063-0826 西区 発寒6条11丁目7番18号 662-1389

医療法人社団　宮の沢総合クリニック 063-0826 西区 発寒6条13丁目1番22号 663-6662

かなや内科クリニック 063-0827 西区 発寒7条12丁目3番46号 発寒ｸﾘﾆｯｸﾋﾞﾙ1階 669-6000

医療法人社団　鉄工団地診療所 063-0832 西区 発寒12条5丁目3番20号 661-1261

医療法人社団　太田内科歯科 063-0833 西区 発寒13条3丁目7番45号 664-6780

洞田内科クリニック 063-0841 西区 八軒1条西1丁目2番10号 ｻﾞ･ﾀﾜｰﾌﾟﾚｲｽ2階 632-0255

医療法人社団明生会　イムス札幌消化器中央総合病院 063-0842 西区 八軒2条西1丁目1番1号 611-1391

八軒内科ファミリークリニック 063-0845 西区 八軒5条西1丁目1番57号 500-2498

かさい内科消化器肝臓クリニック 063-0846 西区 八軒6条西6丁目3番17号 632-1111

つちだ消化器循環器内科 063-0847 西区 八軒7条西3丁目1番1号 640-5532

医療法人社団北裕会　札幌記念病院 063-0849 西区 八軒9条西10丁目1番11号 618-2221

おのでら内科クリニック 006-0002 手稲区 西宮の沢2条4丁目1番1号 695-5508

医療法人社団　ささき内科クリニック 006-0003 手稲区 西宮の沢3条1丁目12番25号 667-2000

医療法人社団香友会　富丘まごころ内科クリニック 006-0011 手稲区 富丘1条4丁目1番1号 699-8881

医療法人社団　澤井内科循環器クリニック 006-0011 手稲区 富丘1条4丁目5番33号 ﾏｯｸｽﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2階 695-0112

医療法人社団　むらさき内科・循環器クリニック 006-0021 手稲区 手稲本町1条3丁目3番1号 ﾒﾃﾞｨｶﾙｽｸｴｱ手稲2階 682-3222

医療法人社団　手稲脳神経外科クリニック 006-0023 手稲区 手稲本町3条2丁目5番1号 682-1212

医療法人社団　上原内科クリニック 006-0031 手稲区 稲穂1条7丁目2番21号 681-7070

医療法人社団弘誓会　菊地内科・呼吸器科 006-0032 手稲区 稲穂2条7丁目1番5号 稲穂ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｺｱ 694-1881

医療法人社団隆恵会　わだ内科外科クリニック 006-0041 手稲区 金山1条2丁目1番16号 699-1500

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 006-0049 手稲区 手稲金山124番地 681-2105

医療法人　かわばた内科クリニック 006-0804 手稲区 新発寒4条5丁目13番13号 688-2525

医療法人社団友善会　新発寒ファミリークリニック 006-0805 手稲区 新発寒5条5丁目6番1号 691-2100

医療法人社団　水口整形外科医院 006-0805 手稲区 新発寒5条6丁目1番5号 685-6211

医療法人秀友会　札幌秀友会病院 006-0805 手稲区 新発寒5条6丁目2番1号 685-3333

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

島田内科小児科 006-0811 手稲区 前田1条12丁目5番15号 683-7187

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

社会医療法人アルデバラン　手稲いなづみ病院 006-0813 手稲区 前田3条4丁目2番6号 685-2200

ていね内科・糖尿病・甲状腺クリニック 006-0813 手稲区 前田5条15丁目7番33号 676-5888

よまいだ内科医院 006-0816 手稲区 前田6条9丁目2番8号 684-0651

医療法人社団稲信会　まえだ森林クリニック 006-0829 手稲区 手稲前田496番地11 685-6060

社会医療法人延山会　西成病院 006-0832 手稲区 曙2条2丁目2番27号 688-7211

医療法人社団喜倜会　おちあい内科・消化器内科医院 006-0834 手稲区 曙4条3丁目17番21号 685-5858

医療法人社団博仁会　手稲山クリニック 006-0835 手稲区 曙5条3丁目1番1号 688-3366

医療法人福和会　札幌立花病院 006-0841 手稲区 曙11条2丁目3番12号 683-8718

医療法人社団　星置駅前内科医院 006-0851 手稲区 星置1条4丁目2番12号 星置駅前ﾒﾃﾞｨｶﾙ 1階 694-1451

医療法人啓眞会　くにちか内科クリニック 006-0851 手稲区 星置1条4丁目7番2号 688-1133

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

医療法人社団　美田内科循環器科クリニック 006-0852 手稲区 星置2条4丁目7番43号 685-3300

あすかぜ内科循環器クリニック 006-0861 手稲区 明日風5丁目19番26号 688-1131


