
都道府県 実施機関名 郵便番号 所在地 電話番号

北海道 社会医療法人北海道恵愛会　札幌南一条病院 060-0061 北海道札幌市中央区南1条西13-317-1 011-271-6050

北海道 医療法人社団正心会　岡本病院 060-0007 北海道札幌市中央区北7条西26丁目3番1号 011-611-2351

北海道 医療法人社団明日佳　札幌明日佳病院 064-0951 北海道札幌市中央区宮の森1条17-1-25 011-641-8813

北海道 社会医療法人　北海道循環器病院 064-8622 北海道札幌市中央区南27条西13-1-30 011-552-3375

北海道 医療法人　萬田記念病院 060-0062 北海道札幌市中央区南2条西1-1 011-231-4032

北海道 JA北海道厚生連　札幌厚生病院 060-0033 北海道札幌市中央区北３条東８丁目５番地 011-251-5713

北海道 医療法人讃生会　宮の森記念病院 064-8570 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目5番25号 011-641-6641

北海道 医療法人社団　札幌外科記念病院 064-0923 北海道札幌市中央区南23条西15-1-30 011-563-0151

北海道 医療法人社団清和会　南札幌病院 064-0809 北海道札幌市中央区南9条西7-1-23 011-511-3368

北海道 医療法人社団銀杏会　さっぽろ銀杏会記念病院 064-0811 北海道札幌市中央区南11条西8-2-25 011-511-2060

北海道 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 060-0005 北海道札幌市中央区北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 011-209-5450

北海道 医療法人社団北海道健診・内科クリニック 060-0032 北海道札幌市中央区北2条東12-98-1 011-200-1558

北海道 社会医療法人北海道恵愛会　札幌南三条病院 060-0063 北海道札幌市中央区南3条西6丁目4番2 011-233-3040

北海道 特定医療法人札幌循環器クリニック　札幌循環器病院 060-0011 北海道札幌市中央区北１１条西１４丁目２９番地 011-747-6660

北海道 時計台記念病院 060-0031 北海道札幌市中央区北1条東1丁目2-3 011-251-8366

北海道 医療法人 渓仁会　渓仁会円山クリニック 064-0820 北海道札幌市中央区大通西２６丁目３番１６号 011-611-7766

北海道 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 060-0062 北海道札幌市中央区南２条西２丁目１８－１ＮＢＦ札幌南二条ビル７階 011-222-0710

北海道 医療法人社団明日佳札幌健診センター 064-0810 北海道札幌市中央区南十条西１丁目１－３０ 011-531-2226

北海道 医療法人徳洲会札幌東徳洲会 065-0033 北海道札幌市北３３条東１４丁目３番１号 011-722-1110

北海道 医療法人社団大藏会　札幌佐藤病院 007-0862 北海道札幌市東区伏古2条4丁目10-15 011-781-5511

北海道 社会医療法人　耳鼻咽喉科麻生病院 007-0840 北海道札幌市東区北40条東1-1-7 011-731-4133

北海道 社会医療法人社団三草会　クラーク病院 065-0042 北海道札幌市東区本町2条4-8-20 011-782-2866

北海道 医療法人社団　札幌道都病院 065-0017 北海道札幌市東区北17条東14丁目3番2号 011-712-8800

北海道 医療法人社団豊生会　東苗穂病院 007-0803 北海道札幌市東区東苗穂３条１丁目２番１８号 011-784-1121

北海道 社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念病院 065-0027 北海道札幌市東区北２７条東８丁目１番６号 011-722-1133

北海道 社会医療法人社団愛心館　愛心メモリアル病院 065-0027 北海道札幌市東区北27条東1丁目1番15号 011-752-3535

北海道 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 北海道札幌市東区北２６条東１４丁目１番１５号 011-748-5522

北海道 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 北海道札幌市東区北２７条東８丁目１番１５号 011-722-1122

北海道 公益財団法人北海道結核予防会 060-0808 北海道札幌市北区北８条西３丁目２８番地　札幌エルプラザ５階 011-700-1331

北海道 社会医療法人　母恋　天使病院 065-8611 北海道札幌市東区北１２条東３丁目１－１ 011-214-1553

北海道 さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニック 060-0807 北海道札幌市北区北７条西２丁目８番地１　札幌北ビル２階 011-707-1024

北海道 公益社団法人勤労者医療協会　勤医協中央病院 007-8505 北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1 011-782-9124

北海道 社会医療法人禎心会　禎心会さっぽろ北口クリニック 060-0807 北海道札幌市北区北7条西2-8-1　札幌北ビル2F 011-709-1131

北海道 ＫＫＲ　札幌医療センター 062-0931 北海道札幌市豊平区平岸１条６丁目３番４０号 011-832-3099

北海道 独立行政法人地域医療機能推進機構　北海道病院 062-8618 北海道札幌市豊平区中の島１条８丁目３番１８号 011-831-2606

北海道 勤医協札幌病院 003-8510 北海道札幌市白石区菊水４条１丁目９－２２ 011-811-2246



都道府県 実施機関名 郵便番号 所在地 電話番号

北海道 社会医療法人恵和会西岡病院 062-0034 北海道札幌市豊平区西岡４条４丁目１－５２ 011-853-8322

北海道 公益財団法人　北海道労働保健管理協会　健診センター診療所 003-0024 北海道札幌市白石区本郷通３丁目南２－１３ 011-862-5088

北海道 医療法人サンプラザ　新札幌循環器病院 004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央2条4-9-25 011-892-1556

北海道 社会医療法人貞仁会　新札幌ひばりが丘病院 004-0053 北海道札幌市厚別区厚別中央3条2丁目12番１号 011-894-7070

北海道 独立行政法人地域医療機能推進機構　札幌北辰病院 004-8618 北海道札幌市厚別区厚別中央２条６丁目２番１号 011-893-3000

北海道 医療法人　東札幌病院 003-8585 北海道札幌市白石区東札幌3条3-7-35 011-812-2311

北海道 医療法人　小坂病院 062-0042 北海道札幌市豊平区福住二条2-9-1 011-854-3161

北海道 医療法人為久会　札幌共立五輪橋病院 005-0802 北海道札幌市南区川沿2条1丁目2番54号 011-571-8221

北海道 勇気会医療法人　北央病院 004-0021 北海道札幌市厚別区青葉町11丁目2番10号 011-892-8531

北海道 医療法人菊郷会　札幌センチュリー病院 003-0825 北海道札幌市白石区菊水元町5条3丁目5番10号 011-871-1121

北海道 医療法人社団豊武会　幌東病院 003-0024 北海道札幌市白石区本郷通7丁目南4番30号 011-861-4121

北海道 医療法人　札幌平岡病院 004-0872 北海道札幌市清田区平岡2条1-15-20 011-881-3711

北海道 医療法人北志会　札幌ライラック病院 062-0906 北海道札幌市豊平区豊平6条8丁目2-18 011-812-8822

北海道 慈啓会病院 064-0941 北海道札幌市中央区旭ケ丘５丁目６－５０　慈啓会病院 011-561-8292

北海道 社会医療法人孝仁会　札幌第一病院 063-0804 北海道札幌市西区二十四軒4条3丁目4-26号 011-611-6202

北海道 医療法人秀友会　札幌秀友会病院 006-0805 北海道札幌市手稲区新発寒5条6-2-1 011-685-3333

北海道 医療法人　札幌山の上病院 063-0006 北海道札幌市西区山の手6条9-1-1 011-621-1200

北海道 医療法人北武会　北都病院 006-0860 北海道札幌市手稲区手稲山口550番2 011-683-6667

北海道 医療法人清仁会　北海道内科リウマチ科病院 063-0811 北海道札幌市西区琴似１条３丁目１－４５ 011-611-1371

北海道 医療法人新産健会ことに･メディカル･サポート･クリニック 063-0841 北海道札幌市西区八軒一条西1-2-10ザ・タワープレイス1階 011-631-3101

北海道 社会医療法人アルデバラン　手稲いなづみ病院 006-0813 北海道札幌市手稲区前田３条４丁目２－６ 011-685-2200

北海道 社会医療法人アルデバラン　さっぽろ二十四軒病院 063-0802 北海道札幌市西区二十四軒2条4丁目7番20号 011-641-2281

北海道 社会医療法人孝仁会　北海道大野記念病院 063-0052 北海道札幌市西区宮の沢２条１丁目１６番１号 011-665-2266

北海道 医療法人社団静和会　静和記念病院 063-0865 北海道札幌市西区八軒５条東５丁目１－１ 011-738-7111

北海道 医療法人中山会　新札幌パウロ病院 004-0002 北海道札幌市厚別区厚別東2条6-4-1 011-897-4111

北海道 医療法人社団明日佳　桜台明日佳病院 004-0065 北海道札幌市厚別区厚別西5条5丁目1-1 011-894-8181

北海道 医療法人社団明日佳　白石明日佳病院 003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条5-2-5 011-823-5151

北海道 医療法人北武会　美しが丘病院 004-0839 北海道札幌市清田区真栄61-1 011-883-8881

北海道 医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院 004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東１丁目１番１号 011-890-1620

北海道 医療法人新産健会　スマイル健康クリニック 062-0052 北海道札幌市豊平区月寒東２条１６丁目１－９６ 011-854-8508

北海道 医療法人豊和会　新札幌豊和会病院 004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東2丁目5番12号 011-893-7000

北海道 医療法人徳洲会　札幌南徳洲会病院 004-0875 北海道札幌市清田区平岡5条1丁目5-1 011-803-4251

北海道 医療法人讃生会　北野病院 004-0861 北海道札幌市清田区北野１条１１丁目６－３０ 011-883-0022

北海道 交雄会新さっぽろ病院 004-0051 北海道札幌市厚別区厚別中央1条6-2-5 011-801-1212

北海道 船員保険北海道健康管理センター 060-0002 北海道札幌市中央区北２条西１丁目１番地　マルイト札幌ビル５階 011-200-4811

北海道 札幌フジクリニック 060-0004 北海道札幌市中央区北４条西５丁目　アスティ４５ビル５Ｆ 011-281-4355
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北海道 公益財団法人ﾊﾟﾌﾞ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 北海道札幌市中央区南１条西５－１５－２ 011-261-2010

北海道 社会医療法人禎心会　札幌禎心会病院 065-0033 北海道札幌市東区北33条東1丁目3-1 011-712-1131

北海道 医療法人渓和会　江別病院 069-0817 北海道江別市野幌代々木町８１番地の６ 011-382-1111

北海道 医療法人社団藤花会　江別谷藤病院 069-0812 北海道江別市幸町22-1 011-382-5111

北海道 医療法人友愛会　友愛記念病院 069-0806 北海道江別市新栄台46番地の1 011-383-4124

北海道 医療法人社団いずみ会　北星病院 066-0081 北海道千歳市清流５丁目1番1号 0123-24-1121

北海道 医療法人社団豊友会　千歳豊友会病院 066-0034 北海道千歳市富丘1-618-6 0123-24-4191

北海道 社会医療法人恵和会　恵庭第一病院 061-1447 北海道恵庭市福住町1-6-6 0123-34-1155

北海道 医療法人社団翔仁会　輪厚三愛病院 061-1264 北海道北広島市輪厚704番地16 011-377-3911

北海道 社会医療法人即仁会　北広島病院 061-1121 北海道北広島市中央6丁目2-2 011-373-5811

北海道 医療法人財団明理会　道南ロイヤル病院 049-4501 北海道久遠郡せたな町北檜山区北檜山322-4 0137-84-5011

北海道 社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院 047-8510 北海道小樽市住ノ江１丁目６番１５号 0134-23-6234

北海道 北海道済生会小樽病院 047-0008 北海道小樽市築港10-1 0134-25-4321

北海道 社会福祉法人北海道社会事業協会　余市病院 046-0003 北海道余市郡余市町黒川町19丁目1-1 0135-23-3126

北海道 旭川赤十字病院 070-8530 北海道旭川市曙１条１丁目１－１ 0166-76-9296

北海道 市立旭川病院 070-8610 北海道旭川市金星町１丁目１番６５号 0166-24-3181

北海道 北海道対がん協会　旭川がん検診センター 071-8122 北海道旭川市末広東２条６丁目６ー１０ 0166-53-7111

北海道 JA北海道厚生連　旭川厚生病院 078-8311 北海道旭川市１条通２４丁目１１１番地３ 0166-33-7171

北海道 医療法人社団　はらだ病院 070-0031 北海道旭川市1条通16丁目右7号 0166-25-6000

北海道 医療法人社団慶友会　吉田病院 070-0054 北海道旭川市４条西４－１－２ 0166-25-9587

北海道 医療法人仁友会　北彩都病院 070-0030 北海道旭川市宮下通9丁目2番1号 0166-26-6411

北海道 社会医療法人元生会　森山病院 078-8392 北海道旭川市宮前2条1丁目1番6号 0166-45-2031

北海道 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院 076-8765 北海道富良野市住吉町１番３０号 0167-23-2181

北海道 特定医療法人社団千寿会　三愛病院 059-0463 北海道登別市中登別町24-12 0143-83-1111

北海道 一般財団法人ハスカッププラザ　苫小牧市保健センター 053-0018 北海道苫小牧市旭町2-9-7 0144-35-0001

北海道 社会医療法人平成醫塾　苫小牧東病院 053-0054 北海道苫小牧市明野新町5丁目1番30号 0144-55-8811

北海道 王子総合病院 053-8506 北海道苫小牧市若草町３丁目４番８号 0144-32-8111

北海道 医療法人社団苫仁会　桜木ファミリークリニック 053-0832 北海道苫小牧市桜木町2-25-1 0144-71-2351

北海道 総合病院伊達赤十字病院 052-8511 北海道伊達市末永町８１番地 0142-23-2211

北海道 社会福祉法人北海道社会事業協会　洞爺病院 049-5605 北海道虻田郡洞爺湖町高砂町126 0142-74-2555

北海道 医療法人徳洲会　日高徳洲会病院 056-0005 北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町1-10-27 0146-42-1888

北海道 総合病院　釧路赤十字病院 085-8512 北海道釧路市新栄町２１番１４号 0154-22-7171

北海道 公益財団法人　北海道対がん協会　釧路がん検診センター 085-0058 北海道釧路市愛国東２丁目３番１号 0154-37-3370

北海道 釧路市医師会健診センター 085-0016 北海道釧路市錦町２丁目４番地フィッシャーマンズワーフＭＯＯ５階 0154-25-4774

北海道 社会医療法人孝仁会　星が浦病院 084-0912 北海道釧路市星が浦大通3-9-13 0154-54-2500

北海道 医療法人　太平洋記念みなみ病院 085-0813 北海道釧路市春採７丁目９番９号 0154-46-3162



都道府県 実施機関名 郵便番号 所在地 電話番号

北海道 社会医療法人孝仁会　釧路孝仁会記念病院 085-0062 北海道釧路市愛国191番212 0154-39-0611

北海道 医療法人扶恵会　釧路中央病院 085-0017 北海道釧路市幸町9丁目3番地 0154-31-2111

北海道 医療法人樹恵会　石田病院 086-1160 北海道標津郡中標津町りんどう町5-6 0153-72-9112

北海道 医療法人社団刀圭会　協立病院 080-0046 北海道帯広市西16条北1丁目27番地 0155-35-3355

北海道 社会医療法人　北斗　北斗病院 080-0833 北海道帯広市稲田町基線７番地５ 0155-48-8000

北海道 公益財団法人　北海道医療団　帯広第一病院 080-0014 北海道帯広市西４条南１５丁目１７番地３ 0155-25-3121

北海道 社会医療法人博愛会　開西病院 080-2473 北海道帯広市西23条南2丁目16番地27 0155-38-7541

北海道 帯広中央病院 080-0017 北海道帯広市西7条南8-1-3 0155-24-2200

北海道 医療法人徳洲会　帯広徳洲会病院 080-0302 北海道河東郡音更町木野西通14丁目2-1 0155-32-3030

北海道 札内北クリニック 089-0538 北海道中川郡幕別町札内共栄町19-5 0155-20-7750

北海道 医療法人社団三意会　ホームケアクリニックあづま 089-3715 北海道足寄郡足寄町南5条3丁目1番地 0156-25-5050

北海道 社会医療法人耳鼻咽喉科麻生　北見病院 090-0836 北海道北見市東三輪2-54-8 0157-23-4133

北海道 社会医療法人明生会　道東の森総合病院 090-0069 北海道北見市美山町東2-68-9 0157-69-0300

北海道 小林病院 090-0043 北海道北見市北３条西４丁目２ 0157-23-5171

北海道 医療法人社団高翔会　北星記念病院 090-0837 北海道北見市中央三輪2-302-1 0157-51-1234

北海道 広域紋別病院 094-8709 北海道紋別市落石町１丁目３番３７号 0158-24-3111

北海道 丸玉木材株式会社　津別病院 092-0235 北海道網走郡津別町字幸町61 01527-6-2121

北海道 医療法人社団　網走中央病院 093-0006 北海道網走市南６条東１丁目７番地 0152-44-8611

北海道 北海道中央労災病院 068-0004 北海道岩見沢市４条東１６丁目５番地 0126-22-1300

北海道 医療法人社団明日佳　岩見沢明日佳病院 068-0833 北海道岩見沢市志文町297番地13 0126-25-5670

北海道 栗山赤十字病院 069-1513 北海道夕張郡栗山町朝日３丁目２番地 0123-72-7222

北海道 医療法人社団幾生会　南そらち記念病院 068-2165 北海道三笠市岡山506番地8号 01267-6-8211

北海道 北海道立羽幌病院 078-4197 北海道苫前郡羽幌町栄町１１０番地 0164-62-6060

北海道 砂川市立病院 073-0196 北海道砂川市西４条北３丁目１番１号 0125-54-2131

北海道 医療法人社団恵愛会　茨戸病院 061-3248 北海道石狩市花川東128-14 0133-74-3011

北海道 医療法人喬成会　花川病院 061-3207 北海道石狩市花川南7条5丁目2番地 0133-73-5311

北海道 社会医療法人ピエタ会　石狩病院 061-3213 北海道石狩市花川北3条3丁目6番地1 0133-74-7575

北海道 一般社団法人日本健康倶楽部北海道支部診療所 060-0807 北海道札幌市北区北７条西４丁目１番地２　ＫＤＸ札幌ビル 0120-489-155


