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1

A-01 JA北海道厚生連 札幌厚生病院

中央区 札幌市中央区北3条東8丁目5

2008/05/29

2

A-02 北海道旅客鉄道株式会社 JR札幌病院

中央区 札幌市中央区北3条東1丁目

2008/05/01

3

A-03 NTT東日本札幌病院

中央区 札幌市中央区南1条西15丁目

2009/03/12

4

A-04 特定医療法人社団 慈藻会 平松記念病院

中央区 札幌市中央区南22条西14丁目1番20号

2008/10/09

5

A-05 市立札幌病院

中央区 札幌市中央区北11条西13丁目1-1

2010/01/12

6

A-06 KKR札幌医療センター 斗南病院

中央区 札幌市中央区北1条西6丁目

2008/05/08

7

A-07 医療法人 大空 札幌山鼻病院

中央区 札幌市中央区南14条西15丁目2番6号

2008/05/12

8

A-09 医療法人社団 銀杏会 川西内科胃腸科病院

中央区 札幌市中央区南11条西8丁目2番25号

2008/07/08

9

A-10 特定医療法人 平成会 平成会病院

中央区 札幌市中央区北1条西18丁目1-1

2008/05/02

10

A-12 医療法人社団 清和会 南札幌病院

中央区 札幌市中央区南9条西7丁目1番23号

2010/03/10

11

A-13 社会医療法人 北海道恵愛会 札幌南一条病院

中央区 札幌市中央区南1条西13丁目317番地1

2008/06/09

12

A-14 社会医療法人 北海道循環器病院

中央区 札幌市中央区南27条西13丁目1番30号

2008/05/20

13

A-15 一般財団法人 札幌同交会病院

中央区 札幌市中央区南2条西19丁目291番地

2008/06/10

14

A-16 医療法人 渓仁会 札幌西円山病院

中央区 札幌市中央区円山西町4丁目7-25

2008/07/17

15

A-17 特定医療法人 札幌循環器クリニック 札幌循環器病院

中央区 札幌市中央区北11条西14丁目1-38

2011/02/09

16

A-18 社会医療法人 医仁会 中村記念病院

中央区 札幌市中央区南1条西14丁目291番地

2011/12/13

17

A-20 医療法人 札幌円山整形外科病院

中央区 札幌市中央区北7条西27丁目1番3号

2016/12/26

18

A-21 医療法人 讃生会 宮の森記念病院

中央区 札幌市中央区宮の森3条7丁目5番25号

2014/12/15

19

A-24 社会医療法人社団 カレスサッポロ 時計台記念病院

中央区 札幌市中央区北1条東1丁目2番3号

2010/12/15

20

A-25 特定医療法人社団 慶愛会 札幌花園病院

中央区 札幌市中央区南15条西15丁目1番30号

2011/12/07

21

A-28 医療法人社団 札幌外科記念病院

中央区 札幌市中央区南23条西15丁目1番30号

2011/12/09

22

A-29 医療法人社団 心和会 心和病院

中央区 札幌市中央区南13条西20丁目1番6号

2015/12/17

23

A-33 医療法人 藻友会 札幌いしやま病院

中央区 札幌市中央区南15条西10丁目4番1号

2011/12/27

24

A-35 特定医療法人 北仁会 旭山病院

中央区 札幌市中央区双子山4丁目3番33号

2010/12/08

25

A-36 医療法人 萬田記念病院

中央区 札幌市中央区南2条西1丁目1番地

2011/02/15

26

A-37 医療法人 菊郷会 愛育病院

中央区 札幌市中央区南4条西25丁目2番1号

2015/07/14

27

A-38 北海道公立大学法人 札幌医科大学附属病院

中央区 札幌市中央区南1条西16丁目291番地

2011/07/06

28

A-39 社会医療法人 北海道恵愛会 札幌南三条病院

中央区 札幌市中央区南3条西6丁目4-2

2011/12/14

29

A-40 社会福祉法人 札幌慈啓会 慈啓会病院

中央区 札幌市中央区旭ヶ丘5丁目6番50号

2013/12/11

30

A-42 医療法人社団 円山リラクリニック

中央区 札幌市中央区南3条西21丁目2-11

2011/08/30

31

A-47 社会医療法人社団 カレスサッポロ 時計台記念クリニック

中央区 札幌市中央区北1条東1丁目2番3号

2013/07/30

32

A-49 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

札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル3階

2017/01/27

33

A-57 札幌駅前しきしま乳腺外科クリニック

中央区

札幌駅市中央区北4条西3丁目1 札幌駅前合同ビル8階

2014/12/16

中央区

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1F

2014/12/24

桑園むねやす眼科

34

A-61

35

Ａ-64 宮の森ファミリークリニック

36

B-01 特定医療法人 朋友会 石金病院

北区

札幌市北区新川714番地2

2011/01/06

37

B-04 医療法人社団 荒木病院

北区

札幌市北区篠路3条2丁目1-92

2008/06/27

38

B-05 医療法人社団 延山会 北成病院

北区

札幌市北区新川西3条2丁目10-1

2008/05/13

39

B-07 医療法人社団 憲仁会 牧田病院

北区

札幌市北区新琴似1条2丁目6番25号

2014/03/10

40

B-08 医療法人社団 五稜会病院

北区

札幌市北区篠路9条6丁目2-3

2008/05/07

41

B-10 医療法人社団 札幌優翔館病院

北区

札幌市北区東茨戸2条2丁目8番25号

2011/08/30

42

B-13 社会医療法人 康和会 札幌しらかば台篠路病院

北区

札幌市北区篠路7条4丁目2番15号

2010/12/09

43

B-15 医療法人社団 北腎会 坂泌尿器科病院

北区

札幌市北区北30条西14丁目3-1

2009/06/03

44

B-16 医療法人社団 北腎会 脳神経・放射線科クリニック

北区

札幌市北区北30条西14丁目2-11

2009/06/08

45

B-20 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

北区

札幌市北区北13条西4丁目

2009/05/25

46

B-22 社会医療法人 北楡会 開成病院

北区

札幌市北区北33条西6丁目2-35

2014/02/27

47

B-23 社会医療法人 秀眸会 大塚眼科病院

北区

札幌市北区北16条西4丁目2-17

2008/06/27

48

B-24 学校法人 東日本学園 北海道医療大学病院

北区

札幌市北区あいの里2条5丁目1

2011/05/26

49

B-25 国立大学法人 北海道大学病院

北区

札幌市北区北14条西5丁目

2011/06/24

50

B-26 医療法人 松田整形外科記念病院

北区

札幌市北区北18条西4丁目1-35

2010/02/26

中央区 札幌市中央区北5条西27丁目2-1

2014/12/12
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51

C-02 医療法人社団 北樹会病院

豊平区 札幌市豊平区月寒西5条8丁目4番32号

2014/12/17

52

C-03 医療法人社団 光進会 札幌月寒病院

豊平区 札幌市豊平区月寒東1条13丁目4番5号

2011/12/09

53

C-04 特定医療法人 柏葉脳神経外科病院

豊平区 札幌市豊平区月寒東1条15丁目7-20

2008/12/25

54

C-06 社会医療法人 康和会 札幌しらかば台病院

豊平区 札幌市豊平区月寒東2条18丁目7-26

2008/06/26

55

C-08 医療法人 北志会 札幌ライラック病院

豊平区 札幌市豊平区豊平6条8丁目2-18

2016/12/29

56

C-09 KKR札幌医療センター

豊平区 札幌市豊平区平岸1条6丁目3-40

2008/08/06

57

C-10 独立行政法人 地域医療機能推進機構 北海道病院

豊平区 札幌市豊平区中の島1条8丁目3-18

2008/08/07

58

C-11 医療法人 北海道整形外科記念病院

豊平区 札幌市豊平区平岸7条13丁目5-22

2013/01/23

59

C-13 社会医療法人 恵和会 西岡病院

豊平区 札幌市豊平区西岡4条4丁目1-52

2008/05/21

60

C-14 恵仁会 佐々木内科病院

豊平区 札幌市豊平区美園7条8丁目6-20

2011/06/04

61

C-17 医療法人社団 高台病院

豊平区 札幌市豊平区平岸7条12丁目1-39

2010/12/08

62

D-01 独立行政法人 国立病院機構 北海道医療センター

西区

札幌市西区山の手5条7丁目1-1

2010/04/09

63

D-02 医療法人 北祐会 北祐会神経内科病院

西区

札幌市西区二十四軒2条2丁目4-30

2008/06/30

64

D-03 医療法人 清仁会 北海道内科リウマチ科病院

西区

札幌市西区琴似1条3丁目1-45

2011/02/15

65

D-04 医療法人社団 静和会 静和記念病院

西区

札幌市西区琴似1条5丁目1番1号

2017/01/10

66

D-06 医療法人 知仁会 八木整形外科病院

西区

札幌市西区西野3条5丁目1番35号

2011/12/12

67

D-07 社会医療法人 孝仁会 心臓血管センター 北海道大野病院

西区

札幌市西区西野4条1丁目1-30

2012/12/10

68

D-10 社会医療法人 孝仁会 札幌第一病院

西区

札幌市西区二十四軒4条3丁目4番26号

2011/01/31

69

D-11 医療法人社団 明生会 イムス札幌消化器中央総合病院

西区

札幌市西区八軒2条西1丁目1-1

2009/12/22

70

Ｄ-13 医療法人社団 ひこばえの会 札幌さくら病院

西区

札幌市西区八軒9条西10丁目1-11

2014/09/26

71

D-15 医療法人社団 静和会 平和病院

西区

札幌市西区平和2条11丁目2番1号

2016/12/27

72

Ｄ-17 社会福祉法人 札幌緑花会 緑ヶ丘療育園

西区

札幌市西区山の手3条12丁目3番12号

2014/12/24

73

D-19 医療法人 耕仁会 札幌太田病院

西区

札幌市西区山の手5条5丁目1番1号

2011/12/08

74

D-20 医療法人 札幌山の上病院

西区

札幌市西区山の手6条9丁目1番1号

2013/12/09

75

D-23 医療法人社団 康仁会 中田泌尿器科病院

西区

札幌市西区西町北5丁目1-5

2008/06/27

76

D-24 医療法人 明日佳 札幌宮の沢脳神経外科病院

西区

札幌市西区西町南20丁目1-30

2008/06/17

77

D-25 医療法人社団 研仁会 北海道脳神経外科記念病院

西区

札幌市西区八軒9条東5丁目1-20

2008/06/05

78

D-30 医療法人社団 札幌ことに乳腺クリニック

西区

札幌市西区琴似2条2丁目5-15

2014/12/16

79

D-37 社会医療法人 アルデバラン さっぽろ二十四軒病院

西区

札幌市西区二十四軒2条4丁目7番20号

2014/05/07

80

E-01 独立行政法人 国立病院機構 北海道がんセンター

白石区 札幌市白石区菊水4条2丁目3-54

2008/08/06

81

E-02 社会医療法人 恵佑会札幌病院

白石区 札幌市白石区本通14丁目北1-1

2012/01/13

82

E-03 社会医療法人 北楡会 札幌北楡病院

白石区 札幌市白石区東札幌6条6丁目5-1

2014/02/04

83

E-08 社会福祉法人 北翔会 医療福祉センター 札幌あゆみの園

白石区 札幌市白石区川北2254番地1

2011/12/15

84

E-09 医療法人 菊郷会 石橋胃腸病院

白石区 札幌市白石区川下3条4丁目2-1

2010/12/28

85

E-11 公益社団法人 北海道勤労者医療協会 勤医協札幌病院

白石区 札幌市白石区菊水4条1丁目9-22

2012/06/15

86

E-13 特定医療法人 朋仁会 整形外科 北新病院

白石区 札幌市白石区菊水元町3条3丁目1-18

2010/02/04

87

E-14 医療法人 菊郷会 札幌センチュリー病院

白石区 札幌市白石区菊水元町5条3丁目5-10

2010/03/24

88

E-16 医療法人社団 同仁会 長野病院

白石区 札幌市白石区中央3条5丁目4-30

2012/12/10

89

E-17 医療法人社団 三樹会病院

白石区 札幌市白石区東札幌2条3丁目6番10号

2013/08/13

90

E-18 医療法人 東札幌病院

白石区 札幌市白石区東札幌3条3丁目7-35

2008/05/08

91

E-20 医療法人社団 明珠会 札幌白石産科婦人科病院

白石区 札幌市白石区東札幌5条6丁目6番28号

2017/01/21

92

E-21 社会医療法人 医翔会 札幌白石記念病院

白石区 札幌市白石区本通8丁目南1-10

2008/06/20

93

E-27 社会医療法人 恵佑会第２病院

白石区 札幌市白石区本通13丁目北7番1号

2014/12/15

94

E-32 札幌南郷循環器クリニック

白石区 札幌市白石区南郷通14丁目北3-20

2016/12/26

95

F-01 公益社団法人 北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院

東区

札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1

2008/05/02

96

F-02 医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院

東区

札幌市東区北33条東14丁目3-1

2013/01/30

97

F-03 医療法人 札幌麻生脳神経外科病院

東区

札幌市東区北22条東1丁目1-40

2008/05/30

98

F-04 社会医療法人 母恋 天使病院

東区

札幌市東区北12条東3丁目1-1

2008/07/11

99

F-06 医療法人社団 札幌道都病院

東区

札幌市東区北17条東14丁目3-2

2012/12/14

100

F-08 社会医療法人社団 愛心館 愛心メモリアル病院

東区

札幌市東区北27条東1丁目1-15

2008/08/19

【北海道臨床開発機構】「HTRネット」登録医療機関 （平成29年2月7日現在）
正

No.

式

名

称

区・地域

（3 / 9）
所

在

地

登録年月日

101

F-10 社会医療法人社団 カレスサッポロ 北光記念病院

東区

札幌市東区北27条東8丁目1-6

2015/12/17

102

F-12 医療法人 エム・ティー・エヌ 北海道泌尿器科記念病院

東区

札幌市東区北41条東1丁目1-25

2013/04/23

103

F-13 社会医療法人 耳鼻咽喉科 麻生病院

東区

札幌市東区北40条東1丁目1番7号

2013/12/10

104

F-14 特定医療法人 とこはる 東栄病院

東区

札幌市東区北41条東16丁目3-14

2014/01/07

105

F-15 社会医療法人 禎心会 札幌禎心会病院

東区

札幌市東区北33条東1丁目3-1

2010/02/08

106

F-16 医療法人 為久会 札幌共立医院

東区

札幌市東区北48条東1丁目1-5

2008/05/15

107

F-17 医療法人社団 豊生会 東苗穂病院

東区

札幌市東区東苗穂3条1丁目2番18号

2010/02/05

108

F-18 医療法人社団 英仁会 札苗病院

東区

札幌市東区東苗穂7条2丁目8-20

2011/12/13

109

F-20 特定医療法人 朋仁会 整形外科 北新東病院

東区

札幌市東区伏古5条3丁目3-2

2012/12/25

110

F-21 医療法人 彰和会 北海道消化器科病院

東区

札幌市東区本町1条1丁目2番10号

2010/02/10

111

F-22 社会医療法人社団 三草会 クラーク病院

東区

札幌市東区本町2条4丁目8-20

2008/06/25

112

F-23 医療法人社団 我汝会 さっぽろ病院

東区

札幌市東区北24条東1丁目3番7号

2015/01/27

113

F-32 医療法人社団 大蔵会 札幌佐藤メンタルクリニック

東区

札幌市東区北24条東15丁目1番7号

2016/12/28

114

G-02 社会医療法人 蘭友会 札幌里塚病院

清田区 札幌市清田区美しが丘1条6丁目1-5

2010/02/18

115

G-03 北海道医療生活協同組合 札幌緑愛病院

清田区 札幌市清田区北野1条1丁目6-30

2015/06/09

116

G-04 医療法人社団 エス・エス・ジェイ 札幌整形循環器病院

清田区 札幌市清田区北野1条2丁目11-30

2009/01/27

117

G-05 医療法人社団 札幌清田整形外科病院

清田区 札幌市清田区清田1条4丁目1-50

2008/07/14

118

G-06 医療法人社団 図南会 あしりべつ病院

清田区 札幌市清田区清田1条4丁目4-35

2010/05/17

119

G-08 社会医療法人 札幌清田病院

清田区 札幌市清田区真栄1条1丁目1番1号

2010/12/29

120

H-03 医療法人 渓仁会 定山渓病院

南区

札幌市南区定山渓温泉西3丁目71番地

2016/01/26

121

H-04 医療法人社団 信洋会 石山病院

南区

札幌市南区石山2条8丁目2-12

2010/01/19

122

H-05 社会医療法人

南区

札幌市南区川沿2条2丁目3番1号

2013/12/12

123

H-06 医療法人

南区

札幌市南区川沿13条2丁目1-38

2014/01/20

124

H-07 札幌逓信病院

南区

札幌市南区川沿14条1丁目5-1

2015/01/09

125

H-08 医療法人 為久会 札幌共立五輪橋病院

南区

札幌市南区川沿2条1丁目2-54

2008/05/07

126

H-09 社会医療法人 孝仁会 五輪橋産科婦人科小児科病院

南区

札幌市南区川沿2条1丁目2番55号

2010/12/08

127

H-11 医療法人 仁楡会 仁楡会病院

南区

札幌市南区澄川2条1丁目3-8

2008/12/25

128

H-13 特定医療法人さっぽろ悠心の郷 ときわ病院

南区

札幌市南区常盤3条1丁目6-1

2008/12/25

129

H-14 社会医療法人 康和会 札幌しらかば台南病院

南区

札幌市南区藤野2条11丁目7-1

2008/07/31

130

H-17 医療法人 札幌エルム病院

南区

札幌市南区石山1048番地1-2

2015/12/17

131

H-18 医療法人 五月会 小笠原クリニック札幌病院

南区

札幌市南区真駒内緑町1丁目2番1号

2015/08/14

132

H-19 医療法人 大空 札幌南病院

南区

札幌市南区石山東7丁目1-28

2008/05/12

133

H-22 医療法人hokule'a fクリニック さっぽろ

南区

札幌市南区中ノ沢1丁目12-20

2014/12/15

134

I-01

医療法人 渓仁会 手稲渓仁会病院

手稲区 札幌市手稲区前田1条12丁目1-40

2008/05/16

135

I-03

医療法人 北武会 北都病院

手稲区 札幌市手稲区手稲山口550番2

2011/12/12

136

I-05

社会医療法人 延山会 西成病院

手稲区 札幌市手稲区曙2条2丁目2-27

2011/04/15

137

I-06

北海道立 子ども総合医療・療育センター

手稲区 札幌市手稲区金山1条1丁目240-6

2008/05/07

138

I-07

医療法人 勉仁会 中垣病院

手稲区 札幌市手稲区金山1条2丁目1-6

2010/12/29

139

I-08

医療法人 秀友会 札幌秀友会病院

手稲区 札幌市手稲区新発寒5条6丁目2-1

2008/05/13

140

J-01 独立行政法人 地域医療機能推進機構 札幌北辰病院

厚別区 札幌市厚別区厚別中央2条6丁目2-1

2008/06/06

141

J-02 勇気会 医療法人 北央病院

厚別区 札幌市厚別区青葉町11丁目2-10

2010/12/08

142

J-03 医療法人 新札幌整形外科病院

厚別区 札幌市厚別区厚別南2丁目2-32

2010/02/25

143

J-05 医療法人 重仁会 大谷地病院

厚別区 札幌市厚別区大谷地東5丁目7番10号

2010/12/14

144

J-06 医療法人 サンプラザ 新札幌循環器病院

厚別区 札幌市厚別区厚別中央2条4丁目9-25

2010/02/02

145

J-07 医療法人 潤和会 札幌ひばりが丘病院

厚別区 札幌市厚別区厚別中央3条2丁目12-1

2008/06/05

146

J-08 医療法人社団 豊志会 肛門科 なかやま病院

厚別区 札幌市厚別区厚別中央4条4丁目2-8

2012/12/11

147

J-09 医療法人 徹仁会 厚別耳鼻咽喉科病院

厚別区 札幌市厚別区厚別西5条1丁目16-22

2013/05/07

148

J-11 医療法人 中山会 新札幌パウロ病院

厚別区 札幌市厚別区厚別東2条6丁目4-1

2011/12/08

149

J-12 医療法人社団 翔嶺館 新札幌聖陵ホスピタル

厚別区 札幌市厚別区厚別東4条2丁目1-30

2010/02/05

150

J-13 交雄会グループ 医療法人 記念塔病院

厚別区 札幌市厚別区厚別東4条3丁目3-6

2010/02/02

医仁会

愛全会

中村記念南病院

愛全病院
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151

J-14 医療法人 新さっぽろ脳神経外科病院

厚別区 札幌市厚別区上野幌1条2丁目1-10

2008/05/20

152

J-15 医療法人社団 糖友会 栗原内科

厚別区 札幌市厚別区厚別中央3条5丁目7-28

2011/11/14

153

J-21 医療法人 豊和会 新札幌豊和会病院

厚別区 札幌市厚別区大谷地東2丁目5番12号

2011/12/08

154

J-24 医療法人社団 奏健会 さっぽろ厚別通内科

厚別区 札幌市厚別区厚別西5条1丁目15-21

2015/07/16

155

K-01 江別市立病院

石狩

江別市若草町6

2008/12/18

156

K-02 医療法人 渓和会 江別病院

石狩

江別市野幌代々木町81-6

2008/06/24

157

K-03 医療法人 友愛会 友愛記念病院

石狩

江別市新栄台46番地1

2017/01/11

158

K-06 市立千歳市民病院

石狩

千歳市北光2丁目1-1

2008/05/21

159

K-07 医療法人社団 いずみ会 北星病院

石狩

千歳市清流5丁目1-1

2008/08/27

160

K-08 医療法人社団 豊友会 千歳豊友会病院

石狩

千歳市富丘1丁目618番6

2010/12/16

161

K-09 医療法人社団 尾谷病院

石狩

千歳市新富2丁目5-5

2012/12/11

162

K-10 医療法人 同仁会 千歳第一病院

石狩

千歳市東雲町1丁目11番地

2011/12/29

163

K-11 医療法人 同仁会 向陽台病院

石狩

千歳市若草1丁目10番11

2011/12/29

164

K-15 社会医療法人社団 即仁会 北広島病院

石狩

北広島市中央6丁目2番地2

2011/08/26

165

K-16 医療法人社団 翔仁会 輪厚三愛病院

石狩

北広島市輪厚704番地16

2014/12/22

166

K-19 医療法人 社団 我汝会 えにわ病院

石狩

恵庭市黄金中央2丁目1-1

2008/12/05

167

K-20 医療法人 北晨会 恵み野病院

石狩

恵庭市恵み野西2丁目3番地5

2012/01/07

168

K-21 医療法人社団 尾形病院

石狩

恵庭市島松仲町1丁目4-11

2012/12/12

169

K-25 社会医療法人 恵和会 恵庭第一病院

石狩

恵庭市福住町1丁目6-6

2008/12/01

170

K-26 医療法人社団 ひこばえの会 恵庭みどりのクリニック

石狩

恵庭市緑町1丁目5-3

2009/01/20

171

K-27 医療法人社団 ピエタ会 石狩病院

石狩

石狩市花川北3条3丁目13

2011/08/30

172

K-28 医療法人財団 幸惺会 石狩幸惺会病院

石狩

石狩市花川北7条2丁目22番

2014/12/15

173

K-29 特定医療法人社団 恵愛会 茨戸病院

石狩

石狩市花川東128番地14

2011/06/13

174

K-31 医療法人 喬成会 花川病院

石狩

石狩市花川南7条5丁目2番地

2011/03/07

175

K-32 医療法人 悠気会 熊谷病院

石狩

石狩市花川南7条5丁目5番地

2015/12/17

176

K-33 医療法人社団 治心会 堀江病院

石狩

石狩郡当別町樺戸町106番地21

2014/12/15

177

K-34 医療法人社団 江別内科クリニック

石狩

江別市元江別本町35-2

2011/06/18

178

K-36 医療法人 風のすずらん会 江別すずらん病院

石狩

江別市上江別442番15

2009/01/05

179

L-01 社会福祉法人 北海道社会事業協会 小樽病院

後志

小樽市住ノ江1丁目6-15

2008/06/10

180

L-04 医療法人社団 青優会 南小樽病院

後志

小樽市潮見台1丁目5-3

2008/07/11

181

L-06 医療法人社団 北匠会 小樽中央病院

後志

小樽市入船2丁目2-18

2008/12/25

182

L-07 医療法人 西病院

後志

小樽市花園2丁目11-5

2009/10/26

183

L-08 一般社団法人 日本海員掖済会 小樽掖済会病院

後志

小樽市稲穂1丁目4-1

2009/01/10

184

L-09 医療法人社団 三ツ山病院

後志

小樽市稲穂1丁目9-2

2009/10/27

185

L-10 医療法人社団 心優会 野口病院

後志

小樽市稲穂2丁目22-6

2009/09/08

186

L-12 社会福祉法人 恩賜財団済生会支部 北海道済生会 西小樽病院

後志

小樽市長橋3丁目24-1

2009/09/09

187

L-14 医療法人 北光会 朝里中央病院

後志

小樽市新光1丁目21-5

2008/05/28

188

L-16 医療法人 勉仁会 東小樽病院

後志

小樽市新光2丁目29-3

2008/07/04

189

L-17 医療法人 ひまわり会 札樽病院

後志

小樽市銭函3丁目298番地

2013/03/30

190

L-19 JA北海道厚生連 倶知安厚生病院

後志

虻田郡倶知安町北4条東1丁目2

2008/07/17

191

L-21 医療法人社団 創成会 羊蹄グリーン病院

後志

虻田郡京極町更進780-2

2015/12/18

192

L-22 社会福祉法人 北海道社会事業協会 岩内病院

後志

岩内郡岩内町字高台209-2

2008/07/08

193

L-23 社会福祉法人 北海道社会事業協会 余市病院

後志

余市郡余市町黒川町19丁目1番地1

2008/09/01

194

L-25 医療法人社団 修徳会 林病院

後志

余市郡余市町山田町50-1

2008/05/20

195

L-29 寿都町立寿都診療所

後志

寿都郡寿都町字渡島町72番地2

2008/07/07

196

L-33 小樽市立病院

後志

小樽市若松１丁目１番１号

2014/12/25

197

M-01 岩見沢市立総合病院

空知

岩見沢市9条西7丁目2

2008/08/04

198

M-02 独立行政法人 労働者健康安全機構 北海道中央労災病院

空知

岩見沢市４条東16丁目5番地

2010/12/15

199

M-03 医療法人 北翔会 岩見沢北翔会病院

空知

岩見沢市10条西21丁目

2008/07/14

200

M-04 医療法人社団 北陽会 牧病院

空知

岩見沢市3条西5丁目9

2008/07/10
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201

M-06 岩見沢市立栗沢病院

空知

岩見沢市栗沢町南本町30

2008/07/29

202

M-07 医療法人社団 明日佳 岩見沢明日佳病院

空知

岩見沢市志文町297-13

2012/12/12

203

M-09 滝川市立病院

空知

滝川市大町2丁目2-34

2008/07/17

204

M-14 医療法人翔陽会 滝川脳神経外科病院

空知

滝川市西町1丁目2番5号

2013/12/19

205

M-15 砂川市立病院

空知

砂川市西4条北3丁目1-1

2008/05/12

206

M-16 医療法人 砂川慈恵会病院

空知

砂川市西1条南11丁目2番10号

2016/02/03

207

M-17 深川市立病院

空知

深川市6条6-1

2008/06/26

208

M-19 医療法人 アンリー・デュナン会 深川第一病院

空知

深川市あけぼの町1-1

2008/09/17

209

M-22 あかびら市立病院

空知

赤平市本町3丁目2

2008/06/30

210

M-23 社会医療法人 博友会 平岸病院

空知

赤平市平岸新光町2丁目1番地

2013/12/09

211

M-24 独立行政法人 労働者健康福祉機構 北海道中央労災病院 せき損センター

空知

美唄市東4条南1丁目3-1

2009/01/08

212

M-28 市立美唄病院

空知

美唄市西2条北1丁目1-1

2009/03/03

213

M-29 市立芦別病院

空知

芦別市本町14

2008/09/08

214

M-30 医療法人 仁恵会 中野記念病院

空知

芦別市旭町48

2008/05/12

215

M-31 医療法人 北武会 野口病院

空知

芦別市北2条西1丁目7番地4

2008/06/19

216

M-32 奈井江町立国民健康保険病院

空知

空知郡奈井江町字奈井江12番地

2013/05/23

217

M-33 国民健康保険町立南幌病院

空知

空知郡南幌町元町2丁目2番1号

2009/12/28

218

M-34 市立三笠総合病院

空知

三笠市宮本町489-1

2008/07/15

219

M-35 医療法人社団 幾生会 南そらち記念病院

空知

三笠市岡山506番地8号

2017/01/05

220

M-37 日本赤十字社 栗山赤十字病院

空知

夕張郡栗山町朝日3丁目2番地

2008/07/01

221

M-38 町立長沼病院

空知

夕張郡長沼町中央南2丁目2-1

2008/07/15

222

M-39 歌志内市立病院

空知

歌志内市字神威269番地

2008/09/09

223

M-41 JA北海道厚生連 町立沼田厚生クリニック

空知

雨竜郡沼田町南1条3丁目7番2号

2012/12/13

224

M-42 幌加内町国民健康保険病院

空知

雨竜郡幌加内町字幌加内4941-1

2008/09/09

225

M-43 医療法人社団 つつじ会 空知中央病院

空知

樺戸郡新十津川町字中央20番地4

2008/09/08

226

N-01 独立行政法人 国立病院機構 旭川医療センター

上川

旭川市花咲町7丁目4048番地

2008/07/04

227

N-02 JA北海道厚生連 旭川厚生病院

上川

旭川市1条通24丁目111番地3

2008/12/01

228

N-03 日本赤十字社 旭川赤十字病院

上川

旭川市曙1条1丁目1番1号

2008/06/05

229

N-04 市立旭川病院

上川

旭川市金星町1丁目1番65号

2008/08/04

230

N-05 医療法人 道北勤労者医療協会 道北勤医協一条通病院

上川

旭川市東光1条1丁目1-17

2008/08/07

231

N-07 医療法人社団 はらだ病院

上川

旭川市1条通16丁目右7号

2010/12/16

232

N-09 医療法人 回生会 大西病院

上川

旭川市4条通11丁目右3号

2008/11/28

233

N-10 岩田病院

上川

旭川市4条13丁目右5号

2011/03/29

234

N-14 医療法人 丸谷会 丸谷病院

上川

旭川市4条通5丁目右1号

2012/12/25

235

N-15 医療法人 唐沢病院

上川

旭川市4条通9丁目左8号

2011/06/24

236

N-16 医療法人社団 整形外科 進藤病院

上川

旭川市4条通19丁目右6号

2011/04/02

237

N-17 医療法人社団 慶友会 吉田病院

上川

旭川市4条西4丁目1-2

2010/12/29

238

N-18 医療法人社団 功和会 佐久間病院

上川

旭川市5条通7丁目左7号

2012/12/18

239

N-19 医療法人社団 弘和会 森産科婦人科病院

上川

旭川市7条通7丁目左2号

2010/12/30

240

N-21 医療法人社団 元生会 森山病院

上川

旭川市8条通6丁目左10号

2011/12/22

241

N-23 医療法人 健康会 くにもと病院

上川

旭川市曙1条7丁目2-1

2008/12/05

242

N-25 医療法人 清陵会 藤井病院

上川

旭川市旭町1条3丁目841番地の138

2010/12/17

243

N-27 医療法人社団 創成 旭川南病院

上川

旭川市神楽岡14条7丁目1番1号

2008/10/02

244

N-28 北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター

上川

旭川市春光台2条1丁目1番43号

2010/12/16

245

N-33 医療法人 歓生会 豊岡中央病院

上川

旭川市豊岡7条2丁目1番5号

2010/12/14

246

N-34 医療法人社団 杏仁会 大雪病院

上川

旭川市永山3条7丁目1番5号

2011/05/31

247

N-35 医療法人社団 旭豊会 旭川三愛病院

上川

旭川市永山4条6丁目3番24号

2011/03/30

248

N-36 医療法人社団 慈成会 東旭川病院

上川

旭川市東旭川北1条6丁目6番5号

2011/01/07

249

N-38 国立大学法人 旭川医科大学病院

上川

旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号

2011/06/22

250

N-39 医療法人社団 旭川圭泉会病院

上川

旭川市東旭川町下兵村252番地

2011/06/01
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251

N-40 交雄会グループ 医療法人 愛生会病院

上川

旭川市東旭川町共栄223-6

所

在

2008/05/02

252

N-41 医療法人 仁友会 北彩都病院

上川

旭川市宮下通9丁目2番1号

2010/12/17

253

N-42 医療法人社団 恩和会 旭川高砂台病院

上川

旭川市高砂台1丁目1番地22号

2008/05/07

254

N-43 士別市立病院

上川

士別市東11条5丁目3029番地1

2008/06/24

255

N-44 医療法人社団 三愛会 名寄三愛病院

上川

名寄市西1条北5丁目1番地19

2008/06/27

256

N-45 医療法人 臨生会 吉田病院

上川

名寄市西3条南6丁目8-2

2012/12/07

257

N-46 名寄市立総合病院

上川

名寄市西7条南8丁目1番地

2008/05/15

258

N-48 社会福祉法人 北海道社会事業協会 富良野病院

上川

富良野市住吉町1番30号

2008/08/05

259

N-49 社会医療法人博友会 北の峰病院

上川

富良野市中御料2062

2008/07/09

260

N-50 医療法人社団 ふらの西病院

上川

富良野市桂木町2-77

2008/08/02

261

N-51 上富良野町立病院

上川

空知郡上富良野町大町3丁目2番15号

2008/07/24

262

N-52 国民健康保険中富良野町立病院

上川

空知郡中富良野町西町3番25号

2008/08/04

263

N-56 美瑛町立病院

上川

上川郡美瑛町中町3丁目8番35号

2008/12/26

264

N-57 医療法人社団 六樹会 聖台病院

上川

上川郡東神楽町東1線2号13番地

2015/01/06

265

N-59 国民健康保険 東川町立診療所

上川

上川郡東川町東町1丁目14番1号

2011/12/16

266

N-60 医療法人社団 清水内科医院

上川

旭川市1条25丁目489番地の108

2011/06/09

267

N-61 医療法人社団 内海内科クリニック

上川

富良野市弥生町6番31号

2011/12/25

268

N-62 医療法人社団 啓昌会 おおしま内科

上川

旭川市4条西7丁目1番4号

2011/12/13

269

N-72 医療法人 松本呼吸器・内科クリニック

上川

旭川市末広2条6丁目6-10

2015/12/17

270

N-80 比布町立ぴっぷクリニック

上川

上川郡比布町中町1丁目2番10号

2015/12/25

271

O-01 苫小牧市立病院

胆振

苫小牧市清水町1丁目5番20号

2008/07/25

272

O-02 医療法人 王子総合病院

胆振

苫小牧市若草町3丁目4番8号

2008/06/07

273

O-04 医療法人社団 嵩仁会 苫都病院

胆振

苫小牧市若草町5丁目10-21

2008/07/14

274

O-05 医療法人 大島記念会 苫小牧緑ヶ丘病院

胆振

苫小牧市清水町1丁目5番7号

2008/07/10

275

O-07 医療法人社団 平成醫塾 苫小牧東病院

胆振

苫小牧市明野新町5丁目1番30号

2011/01/14

276

O-08 医療法人社団 養生館 苫小牧日翔病院

胆振

苫小牧市矢代町2丁目9-13

2008/12/26

277

O-11 医療法人社団 苫仁会 桜木ファミリークリニック

胆振

苫小牧市桜木町2丁目25番1号

2008/09/11

278

O-15 医療法人 こぶし 植苗病院

胆振

苫小牧市字植苗52番地の2

2010/12/15

279

O-16 市立室蘭総合病院

胆振

室蘭市山手町3丁目8番1号

2008/06/30

280

O-17 社会医療法人 母恋 日鋼記念病院

胆振

室蘭市新富町1丁目5-13

2008/05/26

281

O-18 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院

胆振

室蘭市知利別町1丁目45番地

2008/10/15

282

O-19 医療法人 五紀会 室蘭太平洋病院

胆振

室蘭市白鳥台5丁目19番2号

2010/12/13

283

O-21 医療法人社団 医修会 大川原脳神経外科病院

胆振

室蘭市寿町1丁目5番2号

2008/06/20

284

O-22 医療法人社団 上田病院

胆振

室蘭市東町2丁目24-6

2008/06/13

285

O-23 日本赤十字社 伊達赤十字病院

胆振

伊達市末永町81番地

2008/09/25

286

O-26 医療法人社団 倭会 ミネルバ病院

胆振

伊達市松ヶ枝町245-1

2008/06/24

287

O-28 特定医療法人社団 千寿会 三愛病院

胆振

登別市中登別町24-12

2010/02/02

288

O-29 独立行政法人 地域医療機能推進機構 登別病院

胆振

登別市登別温泉町133番地

2009/01/28

289

O-30 社会医療法人 母恋 登別記念病院

胆振

登別市中央町1丁目1番地4

2008/10/27

290

O-32 社会医療法人 友愛会 恵愛病院

胆振

登別市鷲別町2丁目31番地1

2014/12/19

291

O-36 医療法人社団 洞仁会 洞爺温泉病院

胆振

虻田郡洞爺湖町洞爺町54番地41

2013/02/01

292

O-43 医療法人 同和会 追分菊池病院

胆振

勇払郡安平町追分本町1丁目43番地

2013/12/09

293

P-02 新ひだか町立静内病院

日高

日高郡新ひだか町静内緑町4丁目5番1号

2012/01/30

294

P-04 新ひだか町立三石国民健康保険病院

日高

日高郡新ひだか町三石本町214

2008/09/11

295

P-05 日高町立門別国民健康保険病院

日高

沙流郡日高町門別本町29番地9

2008/08/08

296

P-09 日本赤十字社 浦河赤十字病院

日高

浦河郡浦河町東町ちのみ1丁目2番地1号

2008/05/26

297

Q-01 市立稚内病院

宗谷

稚内市中央4丁目11番6号

2008/07/30

298

Q-03 社会医療法人 禎心会 稚内禎心会病院

宗谷

稚内市栄1丁目24番1号

2008/05/14

299

Q-04 枝幸町国民健康保険歌登診療所

宗谷

枝幸郡枝幸町歌登南町403

2008/05/12

300

Q-05 枝幸町国民健康保険病院

宗谷

枝幸郡枝幸町北栄町1474番地1

2011/12/15

【北海道臨床開発機構】「HTRネット」登録医療機関 （平成29年2月7日現在）
No.

正

式

名

称

（7 / 9）

区・地域

所

301

Q-07 浜頓別町国民健康保険病院

宗谷

枝幸郡浜頓別町旭ヶ丘3丁目3番地

在

地

2014/01/28

登録年月日

302

Q-08 豊富町国民健康保険病院

宗谷

天塩郡豊富町東1条8丁目

2010/12/14

303

Q-09 利尻島国保中央病院

宗谷

利尻郡利尻町沓形字緑町11番地

2015/12/21

304

Q-10 猿払村国民健康保険病院

宗谷

宗谷郡猿払村鬼志別北町28番地

2009/09/16

305

R-01 留萌市立病院

留萌

留萌市東雲町2丁目16番地1

2008/06/12

306

R-06 幌延町立診療所

留萌

天塩郡幌延町1条北2丁目

2017/01/16

307

R-08 北海道立羽幌病院

留萌

苫前郡羽幌町栄町110番地

2010/12/20

308

S-01 広域紋別病院

網走

紋別市落石町1丁目3番37号

2008/05/15

309

S-03 大原病院

網走

紋別市幸町4丁目1番16号

2016/01/05

310

S-06 JA北海道厚生連 遠軽厚生病院

網走

紋別郡遠軽町大通北3丁目1番地5号

2010/12/22

311

S-08 遠軽共立病院

網走

紋別郡遠軽町大通北1丁目3番地

2009/09/02

312

S-09 JA北海道厚生連 丸瀬布厚生病院

網走

紋別郡遠軽町丸瀬布新町274番地

2009/09/25

313

S-10 雄武町国民健康保険病院

網走

紋別郡雄武町字雄武1482番地の2

2008/12/24

314

S-11 興部町国民健康保険病院

網走

紋別郡興部町字興部1322番地の23

2010/12/10

315

S-12 医療法人社団 耕仁会 曽我病院

網走

紋別郡湧別町中湧別中町826-1

2009/09/16

316

S-13 JA北海道厚生連 ゆうゆう厚生クリニック

網走

紋別郡湧別町中湧別中町3020番地14

2011/12/12

317

S-15 JA北海道厚生連 網走厚生病院

網走

網走市北6条西1丁目9番地

2012/12/11

318

S-17 社会医療法人 明生会 網走脳神経外科・リハビリテーション病院

網走

網走市桂町4丁目1-7

2008/06/17

319

S-22 美幌町立国民健康保険病院

網走

網走郡美幌町字仲町2丁目38番地1

2008/05/16

320

S-24 日本赤十字社 小清水赤十字病院

網走

斜里郡小清水町字小清水645-16

2010/09/01

321

S-25 斜里町国民健康保険病院

網走

斜里郡斜里町青葉町41番地

2016/12/29

322

S-26 日本赤十字社 北見赤十字病院

網走

北見市北6条東2丁目

2008/09/29

323

S-28 北見北斗病院

網走

北見市北5条西1丁目6番地

2015/12/24

324

S-29 北海道立北見病院

網走

北見市高栄西町1丁目1-2

2010/06/29

325

S-33 医療法人 ケイ・アイ オホーツク海病院

網走

北見市端野町二区793-1

2008/12/30

326

S-34 医療法人 オホーツク勤労者医療協会 オホーツク勤医協北見病院

網走

北見市常盤町5丁目7-5

2009/10/20

327

S-38 社会医療法人 明生会 道東脳神経外科病院

網走

北見市美山町東2丁目68番地9

2009/01/07

328

S-40 医療法人社団 高翔会 北星脳神経・心血管内科病院

網走

北見市東三輪2丁目36番地1

2008/06/26

329

S-41 社会医療法人 耳鼻咽喉科麻生北見病院

網走

北見市東三輪2丁目54番地8

2015/12/21

330

S-42 日本赤十字社 置戸赤十字病院

網走

常呂郡置戸町字置戸77番地

2009/10/01

331

S-44 医療法人社団 雄俊会 おんねゆ診療所

網走

北見市留辺蘂町温根湯温泉440番地1-2

2015/12/21

332

T-01 独立行政法人 国立病院機構 帯広病院

十勝

帯広市西18条北2丁目16番地

2008/09/03

333

T-02 社会福祉法人 北海道社会事業協会 帯広病院

十勝

帯広市東5条南9丁目2番地

2012/12/25

334

T-03 社会医療法人 北斗 北斗病院

十勝

帯広市稲田町基線7番地5

2008/09/18

335

T-04 公益財団法人 北海道医療団 帯広第一病院

十勝

帯広市西4条南15丁目17番地3

2008/09/29

336

T-05 JA北海道厚生連 帯広厚生病院

十勝

帯広市西6条南8丁目1番地

2008/06/05

337

T-07 医療法人 啓和会 黒澤病院

十勝

帯広市大通南4丁目1番地

2011/08/30

338

T-09 医療法人社団 刀圭会 協立病院

十勝

帯広市西16条北1丁目27番地

2008/12/25

339

T-11 医療法人社団 博仁会 大江病院

十勝

帯広市西20条南2丁目5番3号

2009/09/17

340

T-13 医療法人社団 慶愛 慶愛病院

十勝

帯広市東3条南9丁目2

2012/12/18

341

T-14 社会医療法人 恵和会 おびひろ呼吸器科内科病院

十勝

帯広市東5条南20丁目1番地

2013/12/25

342

T-15 公益財団法人 北海道医療団 帯広西病院

十勝

帯広市西23条南1丁目129番地

2009/12/28

343

T-16 医療法人社団 博愛会 開西病院

十勝

帯広市西23条南2丁目16番地27

2009/09/02

344

T-17 医療法人 進和会 西2条腎泌尿器科病院

十勝

帯広市西2条南2丁目10番地

2013/02/14

345

T-19 医療法人 徳洲会 帯広徳洲会病院

十勝

河東郡音更町木野西通14丁目2-1

2009/09/29

346

T-20 医療法人社団 音更宏明館病院

十勝

河東郡音更町木野大通東17丁目1-6

2011/08/30

347

T-23 社会医療法人 北斗 上士幌クリニック

十勝

河東郡上士幌町上士幌東3線240番73

2009/10/29

348

T-24 鹿追町国民健康保険病院

十勝

河東郡鹿追町東町1丁目38

2009/11/06

349

T-26 公立芽室病院

十勝

河西郡芽室町東4条3丁目5番地

2009/01/30

350

T-27 公益社団法人 地域医療振興協会 十勝いけだ地域医療センター

十勝

中川郡池田町西2条5丁目25

2009/11/02
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351

T-28 本別町国民健康保険病院

十勝

中川郡本別町西美里別6-8

所

在

2009/12/25

352

T-29 医療法人社団 翔嶺館 十勝の杜病院

十勝

中川郡幕別町字千住193番地4

2011/08/30

353

T-30 大樹町立国民健康保険病院

十勝

広尾郡大樹町暁町6番地2

2009/10/13

354

T-31 広尾町国民健康保険病院

十勝

広尾郡広尾町公園通南4丁目1番地

2015/12/21

355

T-32 足寄町国民健康保険病院

十勝

足寄郡足寄町南2条3丁目1番地

2008/06/12

356

T-33 医療法人社団 三意会 ホームケアクリニックあづま

十勝

足寄郡足寄町南5条3丁目

2008/05/09

357

T-34 日本赤十字社 清水赤十字病院

十勝

上川郡清水町南2条2丁目1番地

2010/12/09

358

T-37 医療法人社団 たかはし内科・呼吸器内科クリニック

十勝

帯広市西3条南4丁目14 三条メディカルセンタービル3F

2015/12/18

359

U-01 独立行政法人 国立病院機構 函館病院

渡島

函館市川原町18番16号

2008/09/08

360

U-02 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院

渡島

函館市五稜郭町38番3号

2008/12/29

361

U-03 社会福祉法人 北海道社会事業協会 函館病院

渡島

函館市駒場町4番6号

2008/09/10

362

U-04 市立函館病院

渡島

函館市港町1丁目10番1号

2008/07/09

363

U-05 社会福祉法人 函館厚生院 函館中央病院

渡島

函館市本町33番2号

2008/09/12

364

U-09 医療法人 尚仁会 竹田病院

渡島

函館市元町29番21号

2015/12/21

365

U-10 社会医療法人 高橋病院

渡島

函館市元町32番18号

2008/05/09

366

U-11 医療法人社団健和会・函館おおむら整形外科病院

渡島

函館市石川町125番1

2011/03/03

367

U-14 市立函館恵山病院

渡島

函館市日ノ浜町15番地1

2011/03/08

368

U-15 医療法人 聖仁会 森病院

渡島

函館市桔梗町557番地

2013/12/13

369

U-16 医療法人 亀田病院 分院 亀田北病院

渡島

函館市石川町191-4

2011/12/14

370

U-17 医療法人 雄心会 函館新都市病院

渡島

函館市石川町331-1

2008/10/10

371

U-19 医療法人 亀田病院

渡島

函館市昭和1丁目23番11号

2012/12/20

372

U-24 市立函館南茅部病院

渡島

函館市安浦町92番地

2011/12/13

373

U-25 特定医療法人 富田病院

渡島

函館市駒場町9番18号

2010/12/13

374

U-26 医療法人社団 正寿会 秋山記念病院

渡島

函館市石川町41番地9

2014/01/07

375

U-27 医療法人社団 函館脳神経外科 函館脳神経外科病院

渡島

函館市神山1丁目4番12号

2008/10/07

376

U-28 公益社団法人 函館市医師会 函館市医師会病院

渡島

函館市富岡町2丁目10番10号

2009/09/05

377

U-29 社会医療法人 函館博栄会 函館渡辺病院

渡島

函館市湯川町1丁目31の1

2014/12/18

378

U-31 日本赤十字社 函館赤十字病院

渡島

函館市堀川町6番21号

2010/01/22

379

U-33 松前町立松前病院

渡島

松前郡松前町字大磯174-1

2008/06/16

380

U-34 社会福祉法人 函館厚生院 ななえ新病院

渡島

亀田郡七飯町本町7丁目657番地5

2009/12/16

381

U-35 医療法人社団 立青会 なるかわ病院

渡島

亀田郡七飯町鳴川4丁目325-1

2013/01/23

382

U-36 八雲総合病院

渡島

二海郡八雲町東雲町50番地

2008/07/08

383

U-38 八雲町熊石国民健康保険病院

渡島

二海郡八雲町熊石雲石町494-1

2008/06/18

384

U-39 医療法人 雄心会 新都市砂原病院

渡島

茅部郡森町字砂原1丁目30-59

2008/06/19

385

U-40 森町国民健康保険病院

渡島

茅部郡森町字上台町326番地

2009/05/25

386

U-41 医療法人社団 森生会 森の里病院

渡島

茅部郡森町上台町330-84

2008/06/13

387

U-50 医療法人社団 杜の風 五稜郭みやざき勢内科クリニック

渡島

函館市本町20番14号

2014/04/14

388

U-51 医療法人 悠康会 函館整形外科クリニック

渡島

函館市石川町2番115号

2014/04/15

389

V-01 北海道立江差病院

檜山

檜山郡江差町字伏木戸町484番地

2008/06/03

390

V-03 奥尻町国民健康保険病院

檜山

奥尻郡奥尻町字奥尻462番地

2015/12/25

391

V-05 乙部町国民健康保険病院

檜山

爾志郡乙部町緑町704-1

2012/12/19

392

V-06 今金町国保病院

檜山

瀬棚郡今金町字今金17番地の2

2012/12/28

393

V-08 せたな町立国保病院

檜山

久遠郡せたな町北檜山区北檜山378

2008/10/30

394

W-01 市立釧路総合病院

釧路

釧路市春湖台1番12号

2008/06/16

395

W-02 総合病院 釧路赤十字病院

釧路

釧路市新栄町21-14

2008/08/07

396

W-03 独立行政法人 労働者健康安全機構 釧路労災病院

釧路

釧路市中園町13番23号

2009/02/03

397

W-05 社会医療法人 孝仁会 星が浦病院

釧路

釧路市星が浦大通3丁目9-13

2009/10/16

398

W-13 社会医療法人 孝仁会 釧路孝仁会記念病院

釧路

釧路市愛国191番212

2009/10/19

399

W-22 標茶町立病院

釧路

川上郡標茶町開運4丁目1番地

2009/10/06

400

W-23 JA北海道厚生連 摩周厚生病院

釧路

川上郡弟子屈町泉2丁目3番地1号

2008/06/06
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401

W-25 町立厚岸病院

釧路

厚岸郡厚岸町住の江1丁目1番地

在

地

2008/06/13

登録年月日

402

X-01 町立中標津病院

根室

標津郡中標津町西10条南9丁目1番地1

2008/08/08

403

X-02 医療法人樹恵会 石田病院

根室

標津郡中標津町りんどう町5-6

2009/10/01

404

X-03 標津町国民健康保険標津病院

根室

標津郡標津町北1条西5丁目6番1-1号

2009/12/21

405

X-04 市立根室病院

根室

根室市有磯町1丁目2番地

2008/05/27

406

X-06 根室共立病院

根室

根室市花園町4丁目1

2009/09/30

407

X-07 町立別海病院

根室

野付郡別海町別海西本町103番地9

2008/05/12

408

X-08 知床らうす国民健康保険診療所

根室

目梨郡羅臼町栄町100番地83

2008/08/06

