
氏　　名 医療機関名 住所11（名簿用） 勤務先TEL 診療科目 支部･班

氏　家　　　武 医療法人ﾄﾙﾁｭ 氏家記念こどもクリニック 中央区大通東3丁目1-1 ﾄﾙﾁｭﾋﾞﾙ 281-2811 児童精神科、心療内科 1班

山　村　美　雪 医療法人社団石史山会 札幌スポーツクリニック 中央区大通東4丁目1-19 大通東やまむらｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 281-8755 内科、消化器内科 1班

佐　藤　貴　博 医療法人社団清俊会 やまむらクリニック 中央区大通東4丁目1-19 大通東やまむらｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 6階 522-6760 整形外科､ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 1班

築　島　　　健 札幌市職員健康情報室 中央区北1条西2丁目 211-3294 精神科 1班

佐々木　雅　弘 セントベビークリニック 中央区北1条西2丁目1 札幌時計台ﾋﾞﾙ2階 215-0880 産婦人科(生殖医療･不妊治療) 1班

武　田　美　貴 医療法人社団大志会 時計台ホームクリニック 中央区北1条西2丁目11-2 YAMATO北1ﾋﾞﾙ 2階 252-9006 内科 1班

武　藤　英　生 医療法人社団 札幌中央形成外科 中央区北1条西3丁目 MNﾋﾞﾙ2階 231-0523 形成外科､美容外科 1班

小　谷　晃　司 コロンビア内科 中央区北1条西3丁目3 時計台ｽｸｴｱﾋﾞﾙ4階 207-2227 内科､麻酔科 1班

小　野　百　合 医療法人社団 小野百合内科クリニック 中央区北1条西3丁目3-27 札幌北1条駅前通りﾋﾞﾙ7階 223-5152 内科 1班

藤　井　美　穂 時計台記念病院 中央区北1条東1丁目2-3 251-1221 婦人科 1班

本　田　耕　一 時計台記念クリニック 中央区北1条東1丁目2-3 251-2221 形成外科 1班

小　番　英　裕 創世内科クリニック 中央区北1条東3丁目2-2 272-7111 内科、消化器内科 1班

東　　　英　二 札幌耳鼻咽喉科アレルギークリニック 中央区北2条西1丁目1 ﾏﾙｲﾄ札幌ﾋﾞﾙ2階 223-8787 耳鼻咽喉科､ｱﾚﾙｷﾞｰ科 1班

氏　家　みどり さくらメンタルクリニック 中央区北2条西1丁目1 ﾏﾙｲﾄ札幌ﾋﾞﾙ2階 232-8739 精神科､心療内科 1班

齋　藤　和　哉 さいとう皮膚科クリニック 中央区北2条西1丁目1 ﾏﾙｲﾄ札幌ﾋﾞﾙ2階 222-1212 皮膚科 1班

草　薙　鉄　也 医療法人社団 草薙レディースクリニック 中央区北2条西1丁目1 ﾏﾙｲﾄ札幌ﾋﾞﾙ2階 222-9372 婦人科 1班

富　田　　　文 医療法人社団 富田内科クリニック 中央区北2条西1丁目1 ﾏﾙｲﾄ札幌ﾋﾞﾙ2階 242-5300 内科､循環器科 1班

齊　藤　忠　範 船員保険北海道健康管理センター 中央区北2条西1丁目1 ﾏﾙｲﾄ札幌ﾋﾞﾙ4・5階 218-1655 内科 1班

上　埜　博　史 上埜耳鼻咽喉科 中央区北2条西2丁目29-2 ｳｴﾉﾋﾞﾙ2階 221-1445 耳鼻咽喉科､ｱﾚﾙｷﾞｰ科 1班

木　津　明　彦 時計台メンタルクリニック 中央区北2条西2丁目29-2 ｳｴﾉﾋﾞﾙ9階 200-1549 心療内科､精神科 1班

森　　　尚　隆 医療法人社団緑生会 緑の森皮フ科クリニック 中央区北2条西3丁目 朝日生命札幌ﾋﾞﾙ5階 221-0002 皮膚科 1班

近　間　敏　治 医療法人社団 ちかま胃腸科内科クリニック 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 1班

吉　田　裕　司 胃腸科･内科吉田裕司クリニック 中央区北2条西3丁目1-21 札幌北2条ﾋﾞﾙ2階 232-0030 胃腸科､内科 1班

古　根　　　高 サッポロファクトリーメンタルクリニック 中央区北2条東4丁目1-2 ｻｯﾎﾟﾛﾌｧｸﾄﾘｰ2条館4階 223-3770 精神科 1班

佐　藤　孝　平 サッポロファクトリー・こどもクリニック 中央区北2条東4丁目1-2 ｻｯﾎﾟﾛﾌｧｸﾄﾘｰ2条館4階 223-7800 小児科､ｱﾚﾙｷﾞｰ科 1班

斎　藤　俊　平 医療法人社団 斎藤医院 中央区北2条東8丁目86 231-5507 内科 1班

立　木　利　一
医療法人社団豊生会 豊生会苗穂駅前内科クリ
ニック

中央区北2条東8丁目90-21 231-2016 内科､ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 1班

冨　澤　明　弘 医療法人社団 本田眼科 中央区北3条西2丁目 本田ﾋﾞﾙ5階 231-2278 眼科 1班

近　藤　伸　彦 医療法人社団 北海道健診センタークリニック 中央区北3条東13丁目99-6 200-1558 内科､心療内科 1班

伊　藤　ますみ 医療法人社団武蔵屋 上善神経医院 中央区北3条東2丁目2-6 福田ﾋﾞﾙ1階 251-8700 精神科､心療内科 1班

尾　森　伸　行 札幌中央メンタルクリニック 中央区北4条西3丁目 駅前合同ﾋﾞﾙ9階 200-8088 心療内科､精神科 1班

川原田　京　子 こころメンタルクリニック 中央区北4条西3丁目1 札幌駅前合同ﾋﾞﾙ5階 280-5000 精神科､心療内科 1班

敷　島　裕　之 札幌駅前しきしま乳腺外科クリニック 中央区北4条西3丁目1 札幌駅前合同ﾋﾞﾙ8階 208-6000 乳腺外科､肛門外科 1班

樽　見　　　研 札幌駅前樽見おしりとおなかのクリニック 中央区北4条西3丁目1 札幌駅前合同ﾋﾞﾙ9階 209-2241 肛門外科､内視鏡外科 1班

西　堀　宗　樹 医療法人社団 札幌駅南眼科 中央区北4条西3丁目1-2 成友ﾋﾞﾙ5階 232-0086 眼科 1班

佐　藤　修　二 医療法人社団ﾜｰｶｰｽﾞ 札幌ワーカーズクリニック 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 209-5544 内科 1班

永　井　りつ子 医療法人社団光星 ＭＰＳレディース健診クリニック 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 内科 1班

安孫子　　　徹 医療法人社団安和会 あびこ眼科クリニック 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 209-5285 眼科 1班

上　出　廷　治 医療法人社団 上出脳神経外科クリニック 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 209-5232 脳神経外科 1班

合　田　俊　宏 社会医療法人社団愛心館 愛心循環器クリニック 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 209-5250 心臓血管外科 1班

白　峰　克　彦
社会医療法人社団愛心館 愛心内科･消化器科クリ
ニック

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 209-5265 内科､消化器科 1班

長　田　　　博
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

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 内科 1班

晴　山　仁　志
医療法人明日葉会 札幌マタニティ・ウイメンズＪＲタ
ワークリニック

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 産婦人科 1班

長　内　　　一 医療法人社団 西11丁目駅前おさない眼科 中央区大通西10丁目4-5 大通ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2階 261-1010 眼科 2班

櫻　間　照　喜 北海道銀行医務室 中央区大通西4丁目1 261-7111 内科 2班

清　野　康　生 医療法人社団 清野内科クリニック 中央区大通西4丁目1 道銀ﾋﾞﾙ7階 221-2213 内科(循環器・消化器・呼吸器) 2班

野　村　昌　史 さっぽろ大通り内視鏡クリニック 中央区大通西4丁目6-1 札幌大通西4ﾋﾞﾙ5階 200-7140 内科、内視鏡内科 2班

長谷川　直　実 大通公園メンタルクリニック 中央区大通西5丁目 昭和ﾋﾞﾙ2階 233-5255 精神科 2班

伊　部　昌　樹 大通いべ皮ふ科 中央区大通西5丁目 昭和ﾋﾞﾙ3階 207-4112 皮膚科 2班

高　橋　博　政 医療法人社団 大通り心療内科クリニック 中央区大通西5丁目 昭和ﾋﾞﾙ4階 233-8080 心療内科､精神科､神経科 2班

正　木　芳　孝 医療法人社団芳春会 大通公園循環器クリニック 中央区大通西5丁目 昭和ﾋﾞﾙ5階 251-3555 循環器科､内科 2班

髙　橋　　　円 まどかレディースクリニック 中央区大通西5丁目 昭和ﾋﾞﾙ9階 231-0080 産婦人科 2班

石　部　基　実 医療法人社団ｵﾒｶﾞﾆｯｸ 石部基実クリニック 中央区大通西5丁目1-1 桂和大通ﾋﾞﾙ38 10階 206-7656 整形外科 2班

石　田　君　子 中央メディカルクリニック 中央区大通西5丁目11 大五ﾋﾞﾙ1階 222-0120 産科､婦人科､外科 2班

古　山　士津子
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

中央区大通西6丁目10 大通公園ﾋﾞﾙ3階 208-3020 内科､消化器内科 2班

櫻　井　聖一郎 さっぽろ不整脈クリニック 中央区大通西6丁目10-10 大通公園ﾋﾞﾙ3階 218-1389 循環器内科 2班

田　中　康　雄
医療法人社団倭会 こころとそだちのクリニック む
すびめ

中央区大通西6丁目10-11 北都ﾋﾞﾙ7階 232-5564 児童精神科､心療内科 2班

岡　本　敏　哉 医療法人社団 岡本内科クリニック 中央区大通西7丁目2 ｱｾｯﾄﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞﾋﾞﾙ3階 231-3378 内科 2班

辻　永　宏　文 医療法人 日之出内科クリニック 中央区南1条西4丁目13 日之出ﾋﾞﾙ7階 200-7757 内科､麻酔科 2班

野　平　久仁彦 医療法人社団 蘇春堂形成外科 中央区南1条西4丁目5-1 大手町ﾋﾞﾙ2階 222-7681 形成外科 2班

山　家　英　子 医療法人社団 やんべ皮膚科クリニック 中央区南1条西4丁目5-1 大手町ﾋﾞﾙ5階 222-7431 皮膚科 2班

森　田　幸　悦 医療法人社団 モリタ内科胃腸科クリニック 中央区南1条西4丁目5-1 大手町ﾋﾞﾙ6階 222-6667 胃腸科､内科 2班

手　林　明　雄
公益財団法人ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾍﾙｽﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ付属健康増
進センター 札幌商工診療所

中央区南1条西5丁目15-2 261-2000 内科 2班

八重樫　　　稔
医療法人明日葉会 札幌マタニティ･ウイメンズ南一
条クリニック

中央区南1条西6丁目 第27桂和ﾋﾞﾙ4階 208-1880 産婦人科 2班

本　山　　　修 アイルこころのクリニック 中央区南1条西6丁目11 札幌北辰ﾋﾞﾙ1階 218-5561 精神科､心療内科 2班

亀　嶋　秀　和 大通り乳腺・甲状腺クリニック 中央区南1条西6丁目11 札幌北辰ﾋﾞﾙ1階 200-2005 乳腺外科､内分泌外科 2班

伊　藤　宇　一 医療法人社団 いとう整形外科病院 中央区南2条西10丁目5 241-5461 整形外科 2班

大河内　俊　洋 おおこうち産科婦人科 中央区南2条西8丁目10 233-4103 産科､婦人科 2班

小　場　弘　之 社会医療法人北海道恵愛会 札幌南三条病院 中央区南3条西6丁目4-2 233-3711 呼吸器内科 2班

宿　田　孝　弘 医療法人社団 エナ大通クリニック 中央区北1条西4丁目1-1 三甲大通公園ﾋﾞﾙ 2階 241-3000 産婦人科 2班

腰　山　達　美 医療法人社団 大通こしやま内科消化器クリニック 中央区北1条西4丁目1-1 三甲大通公園ﾋﾞﾙ1階 596-7788 内科､消化器内科 2班

金　山　昌　代 金山生殖医療クリニック 中央区北1条西4丁目1-1 三甲大通公園ﾋﾞﾙ2階 200-1122 産婦人科（生殖医療） 2班

田　川　義　継 北１条田川眼科 中央区北1条西4丁目2-2 札幌ﾉｰｽﾌﾟﾗｻﾞ3階 206-1214 眼科 2班

久木田　　　隆 医療法人社団 くきた整形外科クリニック 中央区北1条西4丁目2-2 札幌ﾉｰｽﾌﾟﾗｻﾞ3階 242-8828 整形外科 2班

西　部　　　清 医療法人社団仁誠会 東邦内科クリニック 中央区北1条西4丁目2-2 札幌ﾉｰｽﾌﾟﾗｻﾞ3階 222-5040 内科 2班

佐　川　　　昭 医療法人社団 佐川昭リウマチクリニック 中央区北1条西7丁目 ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾏｰｸｽ札幌北1条5階 271-0770 内科､ﾘｳﾏﾁ科､ｱﾚﾙｷﾞｰ科 2班

山　科　賢　児 医療法人社団 やましな内科クリニック 中央区北2条西4丁目1-2 北海道ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ5階 241-9074 内科 2班

山　本　享　宏 医療法人社団翔友会 品川近視クリニック札幌院 中央区北3条西2丁目1 NC北専北三条ﾋﾞﾙ 3階 522-7245 眼科 2班

神　谷　博　文 医療法人社団 神谷レディースクリニック 中央区北3条西2丁目2-1 日通札幌ﾋﾞﾙ2階 231-2722 婦人科､麻酔科 2班

林　　　光　夫 道庁前はやし耳鼻咽喉科 中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ﾋﾞﾙ3階 200-4133 耳鼻咽喉科 2班

横　山　太　範 さっぽろ駅前クリニック分院 中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ﾋﾞﾙ3階 219-5020 精神科､心療内科 2班

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

中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ﾋﾞﾙ3階 233-8111 内科､呼吸器科､ｱﾚﾙｷﾞｰ科 2班

髙　橋　学　位 医療法人社団あさひ会 赤れんが皮フ科クリニック 中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ﾋﾞﾙ3階 222-4112 皮膚科 2班

三　橋　裕　一
医療法人社団みぶな会 産科･婦人科ひなたクリ
ニック

中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ﾋﾞﾙ3階 204-8000 産婦人科 2班



横　山　亜由美
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

中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ﾋﾞﾙ3階 280-0556 精神科､心療内科 2班

吉　田　　　篤 医療法人社団清成会 道庁前眼科 中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ﾋﾞﾙ3階 251-7357 眼科 2班

上　原　好　雄 地方職員共済組合北海道支部北海道庁診療所 中央区北3条西6丁目 北海道庁内 231-4111 内科 2班

栃　原　正　博 札幌フジクリニック 中央区北4条西5丁目1 ｱｽﾃｨ45ﾋﾞﾙ5階 281-4355 内科 2班

相　沢　芙　束 アスティ相沢眼科 中央区北4条西5丁目1 ｱｽﾃｨ45ﾋﾞﾙ6階 205-6170 眼科 2班

竹　内　理　恵 さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニックアスティ４５ 中央区北4条西5丁目1 ｱｽﾃｨ45ﾋﾞﾙ6階 205-6181 内分泌内科、内科 2班

水　島　和　雄 医療法人社団 水島胃腸科クリニック 中央区北4条西5丁目1 ｱｽﾃｨ45ﾋﾞﾙ6階 205-6030 胃腸科 2班

久　我　高　志 医療法人社団北辰 札幌セントラルクリニック 中央区北4条西5丁目1 ｱｽﾃｨ45ﾋﾞﾙ7階 205-6161 内科 2班

北　見　公　一 脳神経外科･心療内科北見クリニック 中央区北4条西6丁目 毎日札幌会館3階 261-2003
脳神経外科､心療内科､精神
科､神経科

2班

由　崎　直　人 斗南前よしざき内科消化器内科クリニック 中央区北5条西6丁目2-2 札幌ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ14階 222-0700 内科、消化器内科 2班

岩　田　和　也 医療法人社団 掛川神経科クリニック 中央区北5条西6丁目2-22 札幌ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ14階 205-5655 精神科 2班

前　田　拓　摩
医療法人礼風会 札幌ル・トロワビューティクリニッ
クVogue

中央区大通西1丁目13 ﾙ･ﾄﾛﾜ 6階 211-5611 形成外科、美容外科 3班

三　浦　貴　子 三浦俊祐･貴子皮膚科 中央区大通西1丁目14-2 桂和大通ﾋﾞﾙ50 3階 231-1779 皮膚科 3班

宮　﨑　誠　一 医療法人社団 宮﨑整形外科医院 中央区大通西2丁目5-1 都心ﾋﾞﾙ10階 232-5366 整形外科 3班

柳　　　衣里子 大通眼科 中央区大通西2丁目5-1 都心ﾋﾞﾙ8階 271-4581 眼科 3班

宮　田　敏　夫 医療法人社団 大通り胃腸内科クリニック 中央区大通西3丁目 せんばﾋﾞﾙ4階 242-7311 胃腸内科 3班

安　居　千賀子 医療法人社団 グレイス皮膚科クリニック 中央区大通西3丁目 せんばﾋﾞﾙ5階 281-1112 皮膚科 3班

木　村　祐　介 スワン アイ クリニック 中央区大通西3丁目11 北洋ﾋﾞﾙ1階 200-2121 眼科 3班

清　水　恒　輔 医療法人社団済安堂 札幌・井上眼科クリニック 中央区南1条西1丁目1-1 札幌ｼｬﾝﾃ1階・地下1階 200-3755 眼科 3班

柘　野　雅　之 大通りつげのクリニック 中央区南1条西2丁目 南一条Kﾋﾞﾙ3階 207-3353 心療内科､神経科 3班

蛯　名　紀　子 医療法人社団 ルミネレディースクリニック 中央区南1条西2丁目 南一条Kﾋﾞﾙ3階 200-7700 産婦人科 3班

金　澤　さとみ 医療法人 かなざわクリニック 中央区南1条西2丁目 南一条Kﾋﾞﾙ4階 251-6544 内科 3班

酒　井　雪　枝 さかい眼科クリニック 中央区南1条西2丁目1-1 らんたんﾋﾞﾙ10階 232-8444 眼科 3班

熊　谷　雅　彦 熊谷耳鼻咽喉科クリニック 中央区南1条西2丁目1-1 札幌ﾊﾟﾙﾋﾞﾙ7階 222-5003 耳鼻咽喉科 3班

澤　向　範　文 札幌大通リウマチ内科 中央区南1条西3丁目8 ｴﾑｽﾞ札幌ﾋﾞﾙ 5階 280-7777 ﾘｳﾏﾁ科､内科 3班

岡　川　友　子 西三丁目眼科 中央区南1条西3丁目8 ｴﾑｽﾞ札幌ﾋﾞﾙ6階 251-8477 眼科 3班

中　川　健　一 中川胃腸科クリニック 中央区南1条東1丁目 大通ﾊﾞｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ8階 271-1625 胃腸科 3班

小　林　邦　彦
医療法人社団地域医療開発研究会 札幌そうせい
イーストクリニック

中央区南1条東1丁目3 ﾊﾟｰｸｲｰｽﾄ札幌5階 233-0701 糖尿病内科 3班

平　林　良　登 医療法人社団 平林メンタルクリニック 中央区南1条東1丁目5 大通ﾊﾞｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1号館3階 200-7630 神経科､心療内科､精神科 3班

中　村　大　介 創成こころのクリニック 中央区南1条東2丁目5-1 MⅡﾋﾞﾙ3階 252-3030 精神科、心療内科 3班

中　野　育　子 札幌こころの診療所 中央区南1条東2丁目6 大通ﾊﾞｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2号館5階 218-8888 児童精神科､精神科 3班

中　嶋　　　豪 医療法人社団医集会 ごう在宅クリニック 中央区南1条東2丁目8-2 SRﾋﾞﾙ1階 802-7823 内科、緩和ケア内科 3班

種　田　紳　二 医療法人 萬田記念病院 中央区南2条西1丁目1 231-4032 内科､糖尿病内科 3班

原　　　俊　之
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

中央区南2条西2丁目18-1 NBF札幌南二条ﾋﾞﾙ7階 222-0710 内科 3班

林　　　　　宏 医療法人社団 林レディースクリニック 中央区南2条西3丁目 ｴﾙｾﾝﾄﾛ札幌3階 206-3050 婦人科､心療内科 3班

桜　井　智　康 桜井内科･胃腸内科 中央区南2条西3丁目12-5 K2SQUARE8階 272-1155 内科､胃腸内科 3班

田　畑　雅　章 たばた産婦人科クリニック 中央区南3条西2丁目1-1 H&Bﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ3階 522-5566 産婦人科 3班

濱　田　結　城 医療法人社団結仁会 浜田内科消化器科クリニック 中央区南3条西2丁目1-1 H&Bﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ4階 219-5555 内科､消化器科､放射線科 3班

根　本　　　治 医療法人社団廣仁会 札幌皮膚科クリニック 中央区南3条西2丁目1-1 H&Bﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ5階 221-8807 皮膚科 3班

佐々木　竜　二
医療法人社団いまここ ストレスケアすすきのクリ
ニック

中央区南3条西3丁目10 三信ﾋﾞﾙ4階 200-6020 心療内科、精神科 3班

上　田　康　夫 医療法人資生会 創成東病院 中央区南3条東3丁目13 222-2117 内科 3班

竹　田　文　彦
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

中央区南7条西2丁目1 第2ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ1階 521-2321 内科 3班

藤　咲　　　淳
医療法人社団廣仁会 豊水総合メディカルクリニッ
ク

中央区南7条西2丁目1-4 520-2310 内科､ﾘｳﾏﾁ科 3班

吉　尾　　　弘 医療法人社団 産婦人科吉尾医院 中央区南8条西3丁目1-7 511-5564 産婦人科 3班

柴　田　　　好 医療法人たんぽぽ会 あおぞら訪問診療クリニック 中央区南9条西3丁目10-97 札幌KSﾋﾞﾙ ４階 522-6352 内科 3班

仁　平　　　洋 医療法人社団 にひら小児科医院 中央区南4条西6丁目4 521-1391 小児科 4班

齋　藤　正　信 医療法人大空 札幌ススキノ病院 中央区南6条西8丁目5 512-2000 外科 4班

内　山　光　義 南７条クリニック 中央区南7条西9丁目1024-2 551-2121
外科､消化器科､ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
科､肛門科

4班

金　森　勝　士 金森内科 中央区南8条西5丁目 511-6305 内科 4班

田　中　真　弓 あけぼの皮フ科 中央区南8条西9丁目755-28 532-6181 皮膚科 4班

荒　木　英　司 社会医療法人鳩仁会 札幌中央病院 中央区南9条西10丁目1-50 513-0111 心臓血管外科 4班

網　野　泰　文 医療法人社団 吉田眼科 中央区南9条西6丁目1-22 511-6561 眼科 4班

相　川　忠　弘 医療法人社団清和会 南札幌病院 中央区南9条西7丁目1-23 511-3368 糖尿病内科､ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 4班

小　成　幹　久 こなり整形外科･内科クリニック 中央区南9条西7丁目2-26 511-2277 整形外科､ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 4班

助　川　　　真 医療法人社団明日佳 札幌健診センター 中央区南10条西1丁目1-30 ﾎﾃﾙﾗｲﾌｫｰﾄ札幌5階 531-2226 内科 5班

田　代　典　夫 田代内科呼吸器科クリニック 中央区南11条西8丁目2-1 ﾄﾞﾐ16中島公園1階 561-2511 内科､呼吸器内科 5班

川　西　譲　児 医療法人社団銀杏会 川西内科胃腸科病院 中央区南11条西8丁目2-25 511-2060 内視鏡内科､緩和ｹｱ内科 5班

新　井　尚　子 行啓通り かこクリニック 中央区南14条西8丁目5-1 ｸﾘｵ行啓通一番館１階 596-9500 内科 5班

新井田　洋　路 医療法人社団 新井田医院 中央区南15条西7丁目2-1 511-9009 内科､(人工透析) 5班

山　崎　　　克 あんざい内科クリニック 中央区南16条西7丁目2-15 511-9073 内科､消化器内科 5班

松　家　治　道 医療法人 松家内科小児科医院 中央区南17条西6丁目4-13 521-1141 内科 5班

髙　岡　波留人 高岡レディースケアクリニック 中央区南11条西13丁目2-3 562-2882 婦人科､産科 6班

奥　村　芳　子 医療法人社団 南11条眼科 中央区南11条西13丁目2-32 563-7011 眼科 6班

大　村　清　隆 西線医院 中央区南12条西15丁目3-1 561-8507 泌尿器科､内科 6班

松　尾　喜　徳 医療法人社団心和会 心和病院 中央区南13条西20丁目1-6 551-4184 循環器内科 6班

五十嵐　　　陽 医療法人社団 啓明眼科 中央区南13条西21丁目3-18 561-5500 眼科 6班

長　谷　直　樹 医療法人社団 はせ小児科クリニック 中央区南14条西18丁目4-3 532-5151 小児科 6班

矢　﨑　一　雄 医療法人財団老蘇会 静明館診療所 中央区南14条西18丁目5-33 215-5069 内科､神経内科 6班

伊　藤　嘉　規 医療法人新産健会 旭ヶ丘在宅クリニック 中央区南14条西18丁目6-22 252-9602 内科 6班

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

中央区南14条西19丁目1-1 563-8400
整形外科､ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科､ﾘｳﾏ
ﾁ科

6班

田　中　　　智 啓明旭山皮フ科 中央区南14条西19丁目1-39 533-7670 皮膚科 6班

石　山　元太郎 医療法人藻友会 札幌いしやま病院 中央区南15条西10丁目4-1 551-2241
肛門外科､内視鏡外科（大腸・
胃）

6班

鈴　木　朝　之 医療法人山美会 札幌山鼻整形外科 中央区南15条西11丁目1-3 513-3030
整形外科､ﾘｳﾏﾁ科､ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ
ﾝ科

6班

濱　松　千　秋
医療法人社団千風会 ちあき内科呼吸器科クリニッ
ク

中央区南15条西11丁目1-5 唯ﾋﾞﾙ2階 522-3777 内科､呼吸器科 6班

西　尾　昭　彦 医療法人藻友会 札幌いしやまクリニック 中央区南15条西11丁目2-1 551-2241
肛門外科､内視鏡外科（大腸・
胃）

6班

石　山　誠一郎 医療法人藻友会 いしやま形成外科クリニック 中央区南15条西11丁目2-6 530-1480 形成外科 6班

野　村　嘉　伸 やまはな野村内科クリニック 中央区南15条西14丁目1-22 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ南15条店2階 520-3360 内科 6班

萩　原　千　也 医療法人社団つばさ会 やまはな皮フ科クリニック 中央区南15条西14丁目1-22 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ南15条店2階 532-1158 皮膚科 6班

松　原　良　次 特定医療法人社団慶愛会 札幌花園病院 中央区南15条西15丁目1-30 561-6131 精神科､神経科 6班

愛　宕　義　浩 あたご耳鼻咽喉科 中央区南15条西19丁目1-7 緑新興産ﾋﾞﾙ2階 552-3387 耳鼻咽喉科 6班

澤　田　　　享 さっぽろ山鼻内科・糖尿病クリニック 中央区南17条西17丁目3-1 521-8710 糖尿病内科､内科 6班

奥　　　久　慶 おく医院 中央区南9条西13丁目3-8 561-2826 小児科 6班

笠　井　武　史 医療法人社団 さっぽろ幌西クリニック 中央区南9条西15丁目3-30 551-3315 内科､神経内科 6班



芳　村　　　裕 医療法人社団 伏見内科 中央区南19条西14丁目1-4 513-2430 内科 7班

石　川　富裕美 電車通りレーザー美容クリニック 中央区南19条西6丁目1-1 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞﾙ2階 211-1489 麻酔科、美容皮膚科 7班

宇　野　仁　揮 山鼻うの眼科 中央区南19条西8丁目1-18 山鼻ﾄﾞｸﾀｰﾀｳﾝ 1階 212-1552 眼科 7班

田　中　浩　紀 札幌ＩＢＤクリニック 中央区南19条西8丁目1-18 山鼻ﾄﾞｸﾀｰﾀｳﾝ2階 213-0397 消化器内科､胃腸内科 7班

戸　澤　修　平 医療法人社団北辰 クリニック１･９･８札幌 中央区南19条西8丁目2-38 512-1216 内科､(人工透析) 7班

常　見　健　雄 医療法人社団SKN れいわ札幌クリニック 中央区南20条西11丁目1-3 205-3011 整形外科 7班

吉　川　秀　昭 医療法人良風会 きちかわクリニック 中央区南20条西14丁目1-11 518-5257 形成外科､美容外科､皮膚科 7班

石　川　　　太 医療法人社団北彩会 伏見西線いしかわ眼科 中央区南20条西14丁目1-20 211-5536 眼科 7班

横　田　健太郎 ゆうしん内科クリニック 中央区南20条西16丁目2-1 552-7000 消化器内科、循環器内科 7班

千　葉　　　篤 医療法人社団 ちば内科・消化器内科 中央区南21条西11丁目2-3 S21ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2階 520-8111 内科、消化器内科 7班

木　村　健　修 医療法人社団 きむら小児科医院 中央区南21条西13丁目2-3 513-2220 小児科 7班

村　形　寿　郎 村形耳鼻咽喉科 中央区南21条西14丁目1-22 562-8733 耳鼻咽喉科 7班

土　田　　　茂 医療法人社団 土田病院 中央区南21条西9丁目2-11 531-7013 外科、救急科 7班

松　田　　　諭 ファミリークリニックさっぽろ山鼻 中央区南21条西9丁目2-15 ﾗｰﾋﾟｽ南21条ﾋﾞﾙ 1階A 211-0336 内科、小児科 7班

竹　原　正　輝 オアシスレディースクリニック 中央区南22条西11丁目1-48 山鼻ﾒﾃﾞｨｶﾙ4階 512-2525 婦人科､産科 7班

宗　　　代　次 医療法人社団慈藻会 平松記念病院 中央区南22条西14丁目1-20 561-0708 精神科､心療内科 7班

村　瀨　正　樹 山鼻電車通り整形外科クリニック 中央区南22条西7丁目1-27 ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ南22条 1階 530-1155
整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、ﾘｳ
ﾏﾁ科

7班

小　林　俊　幸 南２２条おとなとこどものクリニック 中央区南22条西7丁目1-27 ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ南22条2階 522-1020 内科、小児科 7班

山　本　直　也 医療法人社団 札幌外科記念病院 中央区南23条西15丁目1-30 563-0151 外科 7班

堀　田　大　介 社会医療法人 北海道循環器病院 中央区南27条西13丁目1-30 563-3911 循環器内科 7班

四十坊　典　晴 ＪＲ札幌病院 中央区北3条東1丁目 208-7150 呼吸器内科 11班

奥　芝　俊　一 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 中央区北4条西7丁目3‐8 231-2121 消化器外科､内視鏡外科 13班

髭　　　修　平 ＪＡ北海道厚生連 札幌厚生病院 中央区北3条東8丁目5 261-5331 消化器内科 14班

藤　永　　　明 ＪＡ北海道厚生連 札幌厚生病院共済クリニック 中央区北4条西1丁目1 共済ﾋﾞﾙ1階 232-6518 内科 14班


