
開放型病院登録医リスト（令和4年4月1日現在）

医師名 所属医療機関名 医療機関所在地 標榜診療科 登録日

2 蒔田圭子 藤田外科整形外科 札幌市中央区宮の森3条7丁目1-68 外科、整形外科、消化器科 2012/12/27

3 東裕隆 医療法人社団くわのみ会桑園整形外科 札幌市中央区北8条西16丁目28-30 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 2012/12/27

4 岡哲夫 岡整形外科医院 札幌市豊平区西岡3条11丁目10-1 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 2012/12/27

5 小林真也 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番30号宮の沢ターミナルビル2Ｆ 泌尿器科、血液透析 2012/12/27

6 高木貴久子 高木内科医院 札幌市豊平区平岸2条14丁目1-22今崎メディカルビル4F 内科 2012/12/27

7 戸澤修平 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 内科 2012/12/27

8 長尾和彦 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N171F 内科、循環器内科 2012/12/27

9 百石雅哉 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 内科、循環器内科、糖尿病内科、内分泌代謝内科 2012/12/27

10 野呂浩史 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 内科、神経内科、心療内科、精神科 2012/12/27

11 薮中宗之 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番22号 内科 2012/12/27

12 松浦正盛 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1-19 内科、循環器内科 2012/12/27

13 若浜理 医療法人社団若浜医院 札幌市中央区南7条西17丁目1番5号 内科、消化器内科、小児科 2012/12/27

14 出村守 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3Ｆ 小児科、アレルギー科 2012/12/27

15 和田隆宜 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16号
内科(腎、糖、高血圧、消化器)、外科(乳、、肛門)、

人工透析(血液、腹膜)
2012/12/27

16 水谷匡宏 医療法人社団旭山内科クリニック 札幌市中央区南8条西24丁目2-11旭山公園メデイカルビル2Ｆ 内科、小児科、循環器科 2012/12/27

17 中野薫 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1-28
整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、麻酔

科、放射線科
2012/12/27

18 生田圭司 椿診療所 札幌市中央区南1条西10丁目3番地 内科、外科 2012/12/27

19 山口浩司 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 内科、消化器内科 2012/12/27

20 藤本晶子 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 内科、胃腸科、循環器科、呼吸器科 2012/12/27

21 松田勝浩 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番30号 内科、循環器内科 2012/12/27

22 山元功 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 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科 2012/12/27
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23 山下哲史 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番1号5588KOTONIビル5F 腎臓内科、泌尿器科 2012/12/27

24 西谷雅史 響きの杜クリニック 札幌市中央区南2条西27丁目1-9 産科、婦人科 2012/12/27

27 橋本英樹
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 整形外科、リハビリテーション科、リウマチ科 2012/12/27

28 菊入国康 中央内科医院 札幌市中央区南7条西15丁目2-1-1 内科 2012/12/27

29 笹本洋一 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1-15北電商販サトウビル2Ｆ 眼科 2013/1/7

30 深澤佐和子
医療法人社団腎誠会さっぽろ内科・腎臓内科クリニッ

ク
札幌市西区西町北20丁目2番12号SR宮の沢メディカルⅡビル2階 内科、腎臓内科 2013/1/7

31 小栗直美 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1Ｆ 眼科 2013/1/7

32 宮﨑誠一 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10F. 整形外科、リハビリテーション科 2013/1/7

33 鈴木信敬 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2Ｆ 眼科 2013/1/7

34 平澤路生 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3−11
内科、呼吸器内科、循環器内科、小児科、アレルギー

科
2013/1/7

35 竹田宗泰 桑園むねやす眼科
札幌市中央区北10条西15丁目1番4号ブランズ札幌桑園駅前イー

スト1階
眼科 2013/1/7

36 田村唯 桑園むねやす眼科 札幌市中央区北10条西15丁目1番4号 眼科 2013/1/7

37 新井勉 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9-15 眼科 2013/1/7

39 本間信吾 医療法人社団くわのみ会桑園整形外科 札幌市中央区北8条西16丁目28-30 整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科 2013/1/7

40 大道光秀 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番地1日本生命札幌ビル3階 内科、呼吸器科、アレルギー科 2013/1/25

43 安田卓二 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2-15ニッセ宮の沢2Ｆ 腎臓内科 2013/1/25

44 鈴木研一 医療法人醫王会緑の街診療所 札幌市豊平区豊平7条13丁目1番1号 内科、救急科 2013/1/25

46 今眞人 医療法人社団眞明会今医院 札幌市北区北25条西8丁目2−3 内科、外科、小児科、消化器科 2013/1/25

47 大崎博史 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6-21 内科、リウマチ科 2013/1/25

48 大庭正裕 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76-15 眼科 2013/1/31

50 藤田克裕 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番10号メディカルビル平岡公園

東2階
内科、循環器科 2013/2/6
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51 吉崎秀夫 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11番21号 内科 2013/2/6

53 猪野健二郎 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 眼科 2013/2/6

54 中野達 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
整形外科、リハビリテーション科、　リウマチ科、麻

酔科、ペインクリニック科、放射線科
2013/2/26

57 松永崇 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 内科、消化器内科 2013/2/26

58 藤屋秀一 藤屋医院 札幌市西区二十四軒3条5丁目4番28号 内科、呼吸器科、消化器科、循環器科 2013/5/7

59 佐久間隆 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 整形外科 2013/5/13

60 今井浩平 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 脳神経外科、内科、皮膚科 2013/5/27

61 柳原哲郎 えべつ神経内科 江別市一番町46-8 神経内科 2013/6/18

62 片岡亮 医療法人社団平明会かたおか循環器内科クリニック 恵庭市黄金中央1丁目13番5号 循環器内科、内科、呼吸器内科 2013/6/18

63 土居保幸 医療法人社団土居耳鼻咽喉科・アレルギー科医院
石狩市花川北3条3丁目9番2号市民生協コープさっぽろいしかり2

Ｆ
耳鼻咽喉科、アレルギー科 2013/6/18

64 高下圭一 石狩市浜益国民健康保険診療所 石狩市浜益区浜益321番地 内科、外科 2013/6/18

65 川口聡 医療法人社団川口眼科クリニック 江別市野幌東町54-11 眼科 2013/6/18

66 荻野哲男 北広島おぎの眼科 北広島市北進町1丁目2−2 眼科 2013/6/18

67 田中信一 医療法人社団プリモウイメンズクリニック 江別市元町21番地の9 産科、婦人科、漢方 2013/6/18

68 谷藤典音 医療法人社団藤音会江別谷藤脳神経クリニック 江別市幸町4-10 脳神経外科、放射線科 2013/7/2

69 大久保尚 千歳駅北クリニック 千歳市末広4丁目8-10-2 消化器内科、内科、外科 2013/7/2

71 安達政人 新道北口歯科 札幌市西区発寒6条11丁目1-1新道北口ビル3Ｆ 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 2013/7/22

73 田西亨 ピープル歯科 札幌市北区新琴似6条8丁目1-1 歯科、小児歯科 2013/8/9

74 吉谷正純 よしたに歯科医院 札幌市中央区北10条西15丁目1-6グリーンリバー桑園駅前Ⅲ号棟 歯科、歯科口腔外科 2013/8/9

75 石塚政光 円山グリーン歯科 札幌市中央区南1条西27丁目1-45 歯科 2013/8/9

76 天野大助 あまの歯科医院 札幌市西区宮の沢1条1丁目1−3 歯科、歯科口腔外科、小児歯科 2013/8/9
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77 宮本英司 医療法人社団宮本歯科 札幌市西区発寒10条6丁目3番7号 歯科、小児歯科、矯正歯科 2013/8/27

78 安藤善夫 あんどう歯科医院 札幌市西区発寒1条3丁目2番1号シルキーハイツ琴似公園1階 歯科 2013/9/18

79 羽田健一 はだ産婦人科クリニック 札幌市手稲区本町2条5丁目3−12 産婦人科、新生児内科、麻酔科 2013/11/6

80 安部圭太郎 あべ歯科クリニック 札幌市西区八軒6条西7丁目1−33 歯科 2013/11/28

81 小谷晃司 コロンビア内科 札幌市中央区北1条西3丁目時計台スクエアビル4階 内科、循環器科、麻酔科 2014/1/27

83 一木崇宏 ホサナファミリークリニック 札幌市西区宮の沢1条4丁目4−47ＩＣＦ教会2階 内科、小児科 2014/7/3

85 柳澤克之 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2-1桑園メディカルプラザ3F 内科、糖尿病内科 2014/12/10

86 母坪智行 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1-246ANNEXレーベンビル3F 小児科、内分泌、糖尿病小児科 2015/3/18

87 佐藤進一 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1F
内科、消化器内科 2015/9/9

88 児玉佳之 こだま在宅内科緩和ケアクリニック 札幌市北23条東6丁目3-18-2 内科、緩和ケア内科 2016/4/19

89 小柳哲也 さくら内科クリニック 札幌市白石区東札幌4条4-1-18 内科 2016/8/2

90 西谷純平 さくら内科クリニック 札幌市白石区東札幌4条4-1-18 内科 2016/8/2

91 奥芝詩子 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2階 眼科 2016/9/26

92 小西徹夫 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 内科、小児科、緩和ケア科 2016/12/6

94 藤原葉子 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 内科、緩和ケア内科 2017/5/25

95 岩波悦勝 いわなみ在宅緩和ケアクリニック 札幌市北区新琴似9条1丁目1-18ファーストプレイス201号室 緩和ケア内科、内科 2017/6/5

96 森尚子 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 脳神経外科、内科 2017/6/6

97 川西輝明 肝臓クリニック札幌 札幌市中央区北11条西15丁目2-1桑園メディカルプラザ3F 肝臓内科、消化器内科、内科 2017/6/9

98 原田浩 はらだ腎泌尿器クリニック 札幌市中央区北11条西14丁目1-1ほくやくビル4F 泌尿器科、腎臓移植外科 2019/8/14
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