
氏名 病院名 郵便番号 住所 電話
荒　木　英　司 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1-50 513-0111

四十防　典　晴 ＪＲ札幌病院 060-0033 中央区北3条東1丁目 208-7150

石　山　元太郎 医療法人藻友会 札幌いしやま病院 064-0915 中央区南15条西10丁目4-1 551-2241

伊　藤　宇　一 医療法人社団 いとう整形外科病院 060-0062 中央区南2条西10丁目5 241-5461

奥　芝　俊　一 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 060-0001 中央区北1条西6丁目 231-2121

髭　　　修　平 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5 261-5331

川　西　譲　児 医療法人社団銀杏会 川西内科胃腸科病院 064-0811 中央区南11条西8丁目2-25 511-2060

小　場　弘　之 社会医療法人北海道恵愛会　札幌南三条病院 060-0063 中央区南3条西6丁目4-2 233-3711

宗　　　代　次 医療法人社団慈藻会 平松記念病院 064-0922 中央区南22条西14丁目1-20 561-0708

堀　田　大　介 社会医療法人 北海道循環器病院 064-8622 中央区南27条西13丁目1-30 563-3911

佐々木　寿　誉 医療法人社団 土田病院 064-0921 中央区南21条西9丁目 531-7013

藤　井　美　穂 時計台記念病院 060-0031 中央区北1条東1丁目2-3 251-1221

種　田　紳　二 医療法人 萬田記念病院 060-0062 中央区南2条西1丁目 231-4032

中央区東支部
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http://www.sc-h.or.jp/
http://www.jrsapporohosp.com/
http://www.ishiyamahp.jp/
http://www.ito-seikei.or.jp/
http://www.tonan.gr.jp/
http://www.dou-kouseiren.com/byouin/sapporo/
http://www.kawanishihp.or.jp/
http://www.h-keiaikai.or.jp/minamisanjo/
http://www.hiramatu-mhp.or.jp/
http://www.hokujun.or.jp/
http://www.tsuchida.or.jp/
http://www.tokeidaihosp.or.jp/
http://www.manda.or.jp/


氏名 病院名 郵便番号 住所 電話
池　田　輝　明 医療法人社団健心会 桑園病院 060-0012 中央区北12条西15丁目1-30 716-2497

浦　　　信　行 医療法人渓仁会 札幌西円山病院 064-8557 中央区円山西町4丁目7-25 642-4121

岡　本　呉　賦 医療法人社団正心会 岡本病院 060-0007 中央区北7条西26丁目3-1 611-2351

岡　本　宗　則 医療法人菊郷会 愛育病院 064-0804 中央区南4条西25丁目2-1 563-2211

土　田　哲　人 社会医療法人北海道恵愛会 札幌南一条病院 060-0061 中央区南1条西13丁目317-1 271-3711

𠮷𠮷　岡　成　人 ＮＴＴ東日本札幌病院 060-0061 中央区南1条西15丁目 623-7000

淡　川　照　仁 一般財団法人 札幌同交会病院 060-0062 中央区南2条西19丁目 611-9131

西　川　秀　司 市立札幌病院 060-8604 中央区北11条西13丁目1-1 726-2211

善　岡　信　博 札幌循環器病院 060-0011 中央区北11条西14丁目29-15 747-5821

中　村　博　彦 社会医療法人医仁会 中村記念病院 060-8570 中央区南1条西14丁目291 231-8555

東　出　俊　之 社会福祉法人札幌慈啓会 慈啓会病院 064-0941 中央区旭ヶ丘5丁目6-50 561-8292

松　井　　　傑 医療法人 桑園中央病院 060-0008 中央区北8条西16丁目28-35 621-1023

前　田　　　至 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5-25 641-6641

山　岸　雅　彦 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1-25 641-8813

山　田　惟　好 医療法人社団恵和会 宮の森病院 064-0958 中央区宮の森1237-1 611-2211

竹　林　庸　雄 医療法人 札幌円山整形外科病院 060-0007 中央区北7条西27丁目1-3 612-1133

市　來　和　政 医療法人北仁会 旭山病院 064-0946 中央区双子山4丁目3-33 641-7755

中央区西支部
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http://www.soen-hosp.com/
http://www.keijinkai.com/nishimaruyama
http://www.okamoto-hp.com/
http://www.aiiku-hp.or.jp/
http://www.h-keiaikai.or.jp/minamiichijo/
https://www.nmcs.ntt-east.co.jp/index.html
http://www.dohkohkai.or.jp/
http://www.city.sapporo.jp/hospital/
http://www.s-junkanki.or.jp/
http://www.nmh.or.jp/
http://www.sapporojikeikai.or.jp/jikeikai/
http://www.sch-hospital.com/
http://www.miyanomori.or.jp/
http://www.asuka-gp.or.jp/sapporo/
http://www.miyanomori-hp.or.jp/miyanomori/
http://www.maruyama-seikeigeka.com/
http://www.hokujin.or.jp/asahiyama/


氏名 病院名 郵便番号 住所 電話

荒　木　啓　伸 医療法人社団 荒木病院 002-8023 北区篠路3条2丁目1-92 771-5731

荒　谷　英　二 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2-1 773-0711

石　金　朋　人 特定医療法人朋友会 石金病院 001-0930 北区新川714番地2 762-4111

今　井　希　一 医療法人社団 太黒胃腸内科病院 001-0011 北区北11条西3丁目1-15 716-9161

稻　場　　　守 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186 771-1501

幾世橋　経　人 医療法人社団 北札幌病院 001-0909 北区新琴似9条1丁目1-1 756-1111

齋　藤　雅　雄 社会医療法人北楡会 開成病院 001-0033 北区北33条西6丁目2-35 757-2201

篠　原　かほる 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1-27 709-5511

髙　橋　輝　一 社会医療法人 松田整形外科記念病院 001-0018 北区北18条西4丁目1-35 746-3666

中　島　公　博 医療法人社団 五稜会病院 002-8029 北区篠路9条6丁目2-3 771-5660

棚　澤　　　哲 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10-1 764-3021

猫　塚　義　夫 医療法人 新川新道整形外科病院 001-0925 北区新川5条4丁目2-8 763-0110

北　明　大　洲 社会医療法人秀眸会 大塚眼科病院 001-0016 北区北16条西4丁目2-17 747-5211

北　川　真　吾 医療法人社団翔嶺館　札幌優翔館病院 002-8042 北区東茨戸2条2丁目8-25 772-9211

横　澤　　　均 医療法人 麻生整形外科病院 001-0908 北区新琴似8条2丁目2-5 764-3311

北区支部
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http://www.araki-hospital.jp/
http://www.kouwakai.or.jp/
http://www.ishikane-hospital.or.jp/
http://www.oguro-hp.jp/
http://www.yurinokai.jp/
http://kitasatsu.or.jp/
http://www.h-kaisei-hosp.com/
http://www.sapporo-suzuki-hospital.jp/index.html
http://www.matsuda-oh.com/
http://www.goryokai.com/
http://hokusei-hp.or.jp/
http://shinkawashindo.com/
http://www.ohtsuka-eye.com/
http://www.shoureikan.jp/
http://www.asabuseikei.or.jp/


氏名 病院名 郵便番号 住所 電話
池　下　照　彦 札幌東和病院 065-0030 東区北30条東18丁目8-1 784-1118

岡　本　　　洋 社会医療法人社団愛心館 愛心メモリアル病院 065-0027 東区北27条東1丁目1-15 752-3535

平　塚　仁　志 社会医療法人 耳鼻咽喉科麻生病院 007-0840 東区北40条東1丁目1-7 731-4133

木　村　敏　信 社会医療法人社団三草会 クラーク病院 065-0042 東区本町2条4丁目8-20 782-6160

後藤田　敏　彦 医療法人 啓生会病院 065-0027 東区北27条東20丁目5-25 781-9321

櫻　井　正　之 北光記念病院 065-0027 東区北27条東8丁目1-6 722-1133

太　田　智　之 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3-1 722-1110

常　松　　　泉 特定医療法人とこはる 東栄病院 007-0841 東区北41条東16丁目3-14 782-0111

鈴　木　隆　司 勤医協中央病院 007-8508 東区東苗穂5条1丁目9-1 782-9111

徳　田　禎　久 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3-1 712-1131

飛　騨　一　利 医療法人 札幌麻生脳神経外科病院 065-0022 東区北22条東1丁目1-40 731-2321

齊　田　通　則 社会医療法人朋仁会 整形外科北新病院 060-0908 東区北8条東4丁目1-5 792-1211

西　村　光　弘 社会医療法人母恋　天使病院 065-8611 東区北12条東3丁目1-1 711-0101

星　野   　   豊 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2-18 784-1121

𠮷𠮷　野　　　實 医療法人社団大蔵会 札幌佐藤病院 007-0862 東区伏古2条4丁目10-15 781-5511

目　黒　高　志 医療法人彰和会 北海道消化器科病院 065-0041 東区本町1条1丁目2-10 784-1811

米　倉　修　二 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8-20 783-3311

東区支部
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http://www.sapporo-towa-hp.sakura.ne.jp/
http://www.aishinkan.jp/
http://www.jibiazabu.or.jp/
http://www.sansoukai.or.jp/
http://keiseikai-hsp.com/
http://www.hokko.or.jp/
http://www.higashi-tokushukai.or.jp/
http://www.touei.or.jp/
http://www.kin-ikyo-chuo.jp/
http://www.teishinkai.jp/
http://www.azabunougeka.or.jp/
https://www.hokushin-hp.or.jp/
http://www.tenshi.or.jp/
http://www.houseikai.or.jp/
http://www.s-sato-hp.jp/
http://www.hgh.or.jp/
http://satsunae-hp.jp/


氏名 病院名 郵便番号 住所 電話
明　石　祐　史 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6-28 862-7211

井　上　祐　二 医療法人杏医会 札幌呼吸器科病院 003-0021 白石区栄通3丁目3-35 853-5311

尾　形　和　泰 勤医協札幌病院 003-8510 白石区菊水4条1丁目9-22 811-2246

河　上　純　彦 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5-10 871-1121

國　田　芳　敬 医療法人信佑会 吉田記念病院 003-0026 白石区本通2丁目南5-10 864-2125

川　端　　　誠 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2-5 823-5151

宮　田　節　也 社会医療法人医翔会 札幌白石記念病院 003-0026 白石区本通8丁目南1-10 863-5151

高　橋　宏　明 社会医療法人 恵佑会第2病院 003-0027 白石区本通13丁目北7-1 863-2111

西　山　正　彦 医療法人 東札幌病院 003-8585 白石区東札幌3条3丁目7-35 812-2311

佐　藤　嘉　一 社会医療法人三樹会 三樹会泌尿器科病院 003-0002 白石区東札幌3条3丁目7-35 824-3131

長　沼　政　幸 医療法人社団幸仁会 札幌ロイヤル病院 003-0875 白石区米里5条1丁目3-30 872-0121

石　垣　博　美 長野病院 003-0013 白石区中央3条5丁目4-30 861-1037

久須美　貴　哉 社会医療法人 恵佑会札幌病院 003-0026 白石区本通9丁目南1-1 863-2101

野　田　泰　嗣 医療法人 白石中央病院 003-0029 白石区平和通3丁目北2-3 861-8171

米　川　元　樹 社会医療法人北楡会 札幌北楡病院 003-0006 白石区東札幌6条6丁目5-1 865-0111

白石区支部
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http://shiroishi.or.jp/
http://www.myclinic.ne.jp/sapkokyukika/pc/
http://www.satsubyo.com/
http://www.s-century.jp/
http://www.asuka-gp.or.jp/shiroishi/
http://www.ssn-hp.jp/
http://www.keiyukai2.jp/
http://www.hsh.or.jp/
http://www.sanjukai.or.jp/
http://www.keiyukaisapporo.or.jp/
http://www.sc-hp.org/
http://www.hokuyu-aoth.org/


氏名 病院名 郵便番号 住所 電話

馬　場　雅　人 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9-25 892-1556

森　　　和　久 医療法人豊和会 新札幌豊和会病院 004-0936 厚別区大谷地東2丁目5-12 893-7000

渡　　　二　郎 004-0051 厚別区厚別中央1条6丁目2-5 801-1212
岡　村　健　司 医療法人社団悠仁会 羊ケ丘病院 004-0021 厚別区青葉町3丁目1-10 351-2211

坂　牧　純　夫 勇気会医療法人 北央病院 004-0021 厚別区青葉町11丁目2-10 892-8531

髙　橋　昌　宏 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2-1 893-3000

高　階　俊　光 医療法人中山会 新札幌パウロ病院 004-0002 厚別区厚別東2条6丁目4-1 897-4111

髙　橋　大　賀 医療法人潤和会 札幌ひばりが丘病院 004-0053 厚別区厚別中央3条2丁目12-1 894-7070

丸　山　芳　朗 医療法人社団豊志会 肛門科なかやま病院 004-0054 厚別区厚別中央4条4丁目2-8 894-5555

山　村　明　範 医療法人 新さっぽろ脳神経外科病院 004-0031 厚別区上野幌1条2丁目1-10 891-2500

丹　羽　　　潤 医療法人社団明日佳 桜台明日佳病院 004-0065 厚別区厚別西5条5丁目1-1 894-8181

木　村　徹　男 医療法人徹仁会　厚別耳鼻咽喉科病院 004-0065 厚別区厚別西5条1丁目16-22 894-7003

厚別区支部
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社会医療法人交雄会メディカル 交雄会新さっぽろ病院

http://www.sshoc.jp/
http://houwa.or.jp/shinsapporo/
http://www.hitsujigaoka.com/
http://hokushin.jcho.go.jp/
http://www.byo-in.com/
http://www.hibarigaoka-hp.jp/
http://www.nakayamahp.or.jp/
http://www.snh.or.jp/
http://www.asuka-gp.or.jp/sakuradai/
http://www.atubetu-jibika.com/
https://www.kss-hp.or.jp/


氏名 病院名 郵便番号 住所 電話
磯　部　　　宏 ＫＫＲ札幌医療センター 062-0931 豊平区平岸1条6丁目3-40 822-1811

古　井　秀　典 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3-30 853-2111

遠　藤　高　夫 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7-26 852-8866

近　藤　　　真 医療法人 北海道整形外科記念病院 062-0937 豊平区平岸7条13丁目5-22 812-7001

寺　坂　俊　介 社会医療法人柏葉会 柏葉脳神経外科病院 062-8513 豊平区月寒東1条15丁目7-20 851-2333

小　坂　昌　宏 医療法人 小坂病院 062-0042 豊平区福住2条2丁目9-1 854-3161

石　井　勝　久 恵仁会 佐々木内科病院 062-0007 豊平区美園7条8丁目33-1 831-5621

中　川　智　徳 医療法人社団 北樹会病院 062-0025 豊平区月寒西5条8丁目4-32 856-1111

五十嵐　知　文 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1-52 853-8322

古　家　　　乾 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3-18 831-5151

皆　川　裕　樹 社会医療法人仁陽会 西岡第一病院 062-0033 豊平区西岡3条6丁目8-1 852-7171

大　友　　　透 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1-55 852-6777

豊平区支部
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http://www.kkr-smc.com/
http://www.sapporo-rouaikai.jp/
http://www.kouwakai.or.jp/
http://www.hokkaido-seikei-kinen.jp/
http://www.kashiwaba-nougeka.or.jp/
http://kosakabyoin.byoinnavi.jp/pc/
http://www.sasakinaika.info/
http://www.hokujyukai.jp/
http://www.nishioka-hosp.jp/
http://hokkaido.jcho.go.jp/
http://www.nishiokadaiichi.or.jp/
http://www.tukisamu-hosp.jp/


氏名 病院名 郵便番号 住所 電話
河　村　正　朋 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1-5 883-1200

小笠原　俊　夫 医療法人尚仁会 真栄病院 004-0839 清田区真栄331番地1 883-1122

川　崎　峰　雄 医療法人社団図南会 あしりべつ病院 004-0841 清田区清田1条4丁目4-35 881-2626

慶　松　元　興 医療法人北武会 美しが丘病院 004-0839 清田区真栄61-1 883-8881

医療法人 札幌平岡病院 004-0872 清田区平岡2条1丁目15-20 881-3711

森　　　一　也 医療法人社団五風会 さっぽろ香雪病院 004-0839 清田区真栄319番地 884-6878

山　内　尚　文 社会医療法人 札幌清田病院 004-0831 清田区真栄1条1丁目1-1 883-6111

清田区支部
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http://www.satozuka.or.jp/
http://www.syoujinkai.or.jp/
http://www.tonankai.jp/
http://www.hokubukai.or.jp/
http://www.hiraoka-hospital.com/
http://www.sapporo-kohsetsu.or.jp/
http://kiyota-hp.or.jp/


氏名 病院名 郵便番号 住所 電話
岡　　　亨　治 社会医療法人医仁会 中村記念南病院 005-8555 南区川沿2条2丁目3-1 573-8555

土　肥　修　司 医療法人愛全会 愛全病院 005-0813 南区川沿13条2丁目1-38 571-5670

中　西　克　彦 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71 598-3323

早　川　　　満 医療法人三和会 札幌南整形外科病院 005-0033 南区南33条西11丁目4-1 581-2555

林　下　忠　行 医療法人社団 林下病院 005-0004 南区澄川4条5丁目9-38 821-6155

広　瀬　和　哉 医療法人 五輪橋整形外科病院 005-0802 南区川沿2条1丁目2-56 571-2001

本　間　久　登 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2-54 571-8221

南区支部
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http://www.nmh.or.jp/minami/
http://www.aizenkai.or.jp/
http://www.keijinkai.com/jyouzankei/
http://minamiseikei.or.jp/
http://hayashishita.jp/
http://www.gorinbashi-seikei.com/
http://www.gorinbashi.or.jp/


氏名 病院名 郵便番号 住所 電話
嵐　　　方　之 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4-26 611-6201

太　田　健　介 医療法人耕仁会 札幌太田病院 063-0005 西区山の手5条5丁目1-1 644-5111

入　江　伸　介 社会医療法人孝仁会　北海道大野記念病院 063-0052 西区宮の沢2条1丁目16-1 665-0020

長　尾　雅　悦 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1-1 611-8111

山　本　宏　司 医療法人社団静和会 平和病院 063-0022 西区平和2条11丁目2-1 662-2525

吉　澤　朝　弘 勤医協札幌西区病院 063-0061 西区西町北19丁目1-5 663-5711

小　柳　　　泉 医療法人社団研仁会 北海道脳神経外科記念病院 063-0869 西区八軒9条東5丁目1-20 717-2131

丹　野　誠　志 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1-1 611-1391

坂　　　丈　敏 社会医療法人北腎会 坂泌尿器科病院 063-0842 西区八軒2条西4丁目1-1 688-7400

中　田　康　信 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1-5 661-0550

医療法人聖愛会 発寒中央病院 063-0825 西区発寒5条6丁目10-1 661-2111

松　村　茂　樹 医療法人社団明日佳 札幌宮の沢脳神経外科病院 063-0062 西区西町南20丁目1-30 664-7111

皆　川　公　夫 社会福祉法人札幌緑花会 緑ヶ丘療育園 063-0003 西区山の手3条12丁目3-12 611-9301

森　若　文　雄 医療法人北祐会 北祐会神経内科病院 063-0802 西区二十四軒2条2丁目4-30 631-1161

宮　嶋　俊　定 医療法人 西さっぽろ病院 063-0003 西区山の手3条2丁目5-1 611-6611

蕨　　　建　夫 医療法人 札幌山の上病院 063-0006 西区山の手6条9丁目1-1 621-1200

八　木　知　徳 医療法人知仁会 八木整形外科病院 063-0033 西区西野3条5丁目1-35 663-3100

西区支部
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http://www.sapporo-daiichi.com/
http://www.sapporo-ohta.or.jp/
https://ohno-kinen.jp/
http://www.hosp.go.jp/%7Ehokkaidomc/
http://www.seiwa-kai.or.jp/heiwa-hosp/
http://www.kin-ikyo-nishiku.jp/
http://www.hnsmhp.or.jp/
http://www.ims.gr.jp/kotoni/
http://www.saka-uro.or.jp/
http://www.nakata-uro.com/
http://www.seiaikai.or.jp/index.htm
http://www.smn-hp.or.jp/
http://www.ryokkakai.or.jp/midori/
http://www.hokuyukai-neurological-hosp.jp/
http://www.nishi-sapporo.or.jp/
http://www.yamanoue.ne.jp/
http://www.yagiseikei.com/


氏名 病院名 郵便番号 住所 電話
小　原　孝　雄 医療法人北武会 北都病院 006-0860 手稲区手稲山口550番地 683-6667

澤　山　浩　之 医療法人澤山会 手稲病院 006-0816 手稲区前田6条13丁目8-15 683-1111

古　川　美　盛 医療法人勉仁会 中垣病院 006-0041 手稲区金山1条2丁目1-6 682-3011

成　田　吉　明 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 006-8555 手稲区前田1条12丁目1-40 681-8111

橋　本　博　介 医療法人桜花会 札幌グリーン病院 006-0005 手稲区西宮の沢5条1丁目13-15 662-2338

横　尾　彰　文 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124 681-2105

安　斉　公　雄 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2-1 685-3333

手稲区支部

11

http://www.hokubukai.or.jp/
http://www.teinekokoro-hospital.jp/
http://www.nakagaki-hp.or.jp/
http://www.keijinkai.com/teine/
http://www.ims-sappororeha.org/
http://www.shuyukai.or.jp/
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