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病院名 郵便番号 住所
相川記念病院 070-0842 旭川市大町2条15丁目92番地の16
愛生病院 078-8340 旭川市東旭川町共栄223番6
愛別町立愛別診療所 078-1405 愛別町字愛別本町129番地1
旭川キュアメディクス 070-0036 旭川市6条通15丁目69番1号
旭川三愛病院 079-8414 旭川市永山4条6丁目3番24号
旭川循環器科内科クリニック 070-0035 旭川市5条通9丁目右5号
旭川消化器肛門クリニック 071-8121 旭川市末広東1条3丁目1番6号
旭川神経内科クリニック 070-0874 旭川市春光4条9丁目
旭川高砂台病院 070-8061 旭川市高砂台1丁目1番22号
旭川脳神経外科循環器内科病院 078-8220 旭川市10条通21丁目2番地の11
旭川泌尿器科クリニック 071-8131 旭川市末広1条4丁目1番3号
旭川美容外科形成外科クリニック 070-0034 旭川市4条通8丁目1705-7　ツジビル7F
旭川ペインクリニック病院 070-0034 旭川市4条通17丁目左8号
旭川南病院 078-8324 旭川市神楽岡14条7丁目1番1号
旭川リハビリテーション病院 078-8801 旭川市緑が丘東1条1丁目1番1号
あさひまちクリニック 070-0832 旭川市旭町2条4丁目12番217
アステック歯科 070-0031 旭川市１条通10丁目左1
阿部皮フ科クリニック 079-8412 旭川市永山2条4丁目
いあい歯科医院 070-0033 旭川市３条通9丁目右8号
五十嵐クリニック 071-8101 旭川市東鷹栖1条1丁目635番地
池田内科医院 071-8131 旭川市末広1条5丁目1番24号
いずみ眼科 071-8131 旭川市末広1条1丁目3-1
板谷整形外科医院 078-8324 旭川市神楽岡14条3丁目5-2
市川歯科医院 071-8131 旭川市末広１条１丁目7-15
今本内科医院 079-8412 旭川市永山2条20丁目7番10号
岩田病院 070-0034 旭川市4条通13丁目右5号
いわはら整形外科クリニック 070-8044 旭川市忠和4条5丁目4番2号
うすき医院 070-8012 旭川市神居2条1丁目1-12
及川医院 078-8234 旭川市豊岡4条8丁目3番1号
おおき内科クリニック 070-0875 旭川市春光5条5丁目1番8号
おおしま内科 070-0054 旭川市4条西7丁目1番地4号
太田歯科医院 070-0824 旭川市錦町17丁目2692
大田内科消化器科クリニック 078-8261 旭川市東旭川南1条1丁目2番7号
大西病院 070-0034 旭川市4条通11丁目右3号
大橋耳鼻咽喉科医院 070-0034 旭川市4条通12丁目左8号
大山内科医院 078-8347 旭川市東光7条6丁目1の16
小倉内科医院 070-0033 旭川市3条通13丁目581番地の1
越智歯科医院 078-0342 比布町西町1丁目3-20
加我歯科医院 071-8135 旭川市末広5条6丁目10-15
神楽岡泌尿器科 078-8315 旭川市神楽岡5条5丁目1番25号
かなせき耳鼻咽喉科医院 079-8417 旭川市永山7条5丁目9番9号
株本整形外科医院 070-0816 旭川市川端町6条10丁目3868番63
かみつ歯科医院 070-0842 旭川市大町2条12丁目66-48
上村産科婦人科医院 071-8121 旭川市末広東1条3丁目1番5号
唐沢病院 070-0034 旭川市4条通9丁目左8号
環状通り眼科 079-8414 旭川市永山4条5丁目1番20号
北彩都病院 070-0030 旭川市宮下通9丁目2番1号
きた歯科クリニック 078-8330 旭川市宮下通23丁目1974
木原循環器科内科医院 078-8214 旭川市4条通22丁目118番地
銀座通内科クリニック 070-0033 旭川市3条通15丁目820-1
小児科くさのこどもクリニック 071-8121 旭川市末広東1条5丁目1番4号
くにもと病院 070-0061 旭川市曙1条7丁目2番1号
クリア歯科クリニック 070-0876 旭川市春光6条6丁目4-29
クリスタル橋内科クリニック 070-0031 旭川市1条通6丁目78-1　クリスタルビル2階、3階
けん三のことば館クリニック 079-2403 南富良野町字幾寅617番地22
河野歯科医院 079-8413 旭川市永山3条15丁目1-2
口福堂ふじわら歯科 070-8044 旭川市忠和4条5丁目4-9
こんの優眼科クリニック 070-0061 旭川市曙1条6丁目2-1
さかじり内科医院 078-8236 旭川市豊岡6条4丁目11番6号
佐久間病院 070-0035 旭川市5条通7丁目左7号
さとう整形外科胃腸科医院 078-8343 旭川市東光3条3丁目3番13号
サンビレッジクリニック 070-8012 旭川市神居2条18丁目16-16
しだ内科医院 070-0831 旭川市旭町1条15丁目2146番地
柴田医院 070-0873 旭川市春光3条8丁目10-20
柴田医院 070-0873 旭川市春光3条8丁目10-20
渋川歯科医院 070-8013 旭川市神居3条12丁目1-2
清水内科医院 078-8211 旭川市1条通25丁目489番地
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春光台クリニック 071-8144 旭川市春光台4条3丁目13番17号
整形外科　進藤病院 078-8214 旭川市4条通19丁目右6号
杉村歯科医院 070-0871 旭川市春光1条9丁目10-16
鈴木内科クリニック 070-8017 旭川市神居7条12丁目1番2号
聖台病院 071-1561 東神楽町東1線2号13番地
大雪病院 079-8413 旭川市永山3条7丁目1番5号
高桑整形外科永山クリニック 079-8413 旭川市永山3条11丁目1-30
鷹栖歯科 071-1201 鷹栖町南一条2丁目1-22
高畑整形外科医院 079-8413 旭川市永山3条22丁目289番地の2
滝山内科医院 070-8012 旭川市神居2条12丁目2番13号
たくま歯科 079-8413 旭川市永山3条7丁目1-1
たちばなクリニック 070-0824 旭川市錦町15丁目2903番地21
だてクリニック 070-0061 旭川市曙1条5丁目1-2
たに内科クリニック 096-0018 名寄市西8条南11丁目28-159
長南クリニック 070-0025 旭川市東5条6丁目
土田こどもクリニック 070-0832 旭川市旭町2条10丁目128-50
坪倉循環器科内科クリニック 070-0033 旭川市3条通3丁目左6号
寺澤内科胃腸科クリニック 070-8044 旭川市忠和4条6丁目3番8号
道北勤医協旭川北医院 070-0842 旭川市大町2条14丁目92番26
道北勤医協一条通病院 078-8231 旭川市東光1条1丁目1番17号
呼吸器内科・内科とおるクリニック 078-8232 旭川市豊岡2条7丁目4番12号
とびさわ呼吸器科・内科 070-0874 旭川市春光4条7丁目4番16号
とびせ小児科内科医院 071-8132 旭川市末広2条1丁目1番12号
都丸内科クリニック 079-8417 旭川市永山7条10丁目1番1号
豊岡内科整形外科クリニック 078-8233 旭川市豊岡3条6丁目176番地107
豊岡中央病院 078-8237 旭川市豊岡7条2丁目1番5号
中島病院 070-0034 旭川市4条通16丁目1152番地
中頓別町立歯科診療所 098-5551 中頓別町字中頓別18
中根耳鼻咽喉科医院 071-8121 旭川市末広東1条2丁目2番6号
中根皮膚科医院 070-0034 旭川市4条通13丁目右1号
なかの呼吸器科内科クリニック 078-8211 旭川市1条通18丁目189-1
なかむら耳鼻咽喉科医院 078-8353 旭川市東光13条2丁目1番22号
なかむら歯科 071-8134 旭川市末広4条4丁目2-10
なかむら整形外科クリニック 079-8417 旭川市永山7条16丁目2番17号
永山内科・呼吸器内科クリニック 079-8414 旭川市永山4条10丁目2番16号
ながやま一番通りクリニック 079-8417 旭川市永山7条10丁目2-1
永山歯科クリニック 078-8217 旭川市7条通19丁目120
永山循環器科クリニック 079-8417 旭川市永山7条4丁目2-1
永山腎泌尿器科クリニック 079-8412 旭川市永山2条7丁目60番地
永山消化器・内視鏡内科 079-8413 旭川市永山3条4丁目3-1 六然館 2階
永山皮膚科クリニック 079-8413 旭川市永山3条16丁目3番4号
永山ぺインクリニック 079-8413 旭川市永山3条4丁目3番1号六然館1F
並木通りクリニック 070-0873 旭川市春光3条7丁目7番1号
名寄三愛病院 096-0031 名寄市西1条北5丁目1番19
名寄東病院 096-0006 名寄市東6条南5丁目91番地3
成田医院 074-0003 深川市3条6番16号
Ｎｉデンタルクリニック 078-8240 旭川市豊岡10条11丁目1-7
錦町おおしま耳鼻咽喉科 070-0824 旭川市錦町15丁目2903-20
にしきまち通りクリニック 070-0824 旭川市錦町16丁目2661番8
沼﨑病院 070-0038 旭川市8条通8丁目43番地
ハート歯科クリニック 079-8402 旭川市秋月2条1丁目
梅藤整形外科クリニック 070-0901 旭川市花咲町6丁目4041番3
博愛内科クリニック 079-8412 旭川市永山2条16丁目5番11号
はしづめクリニック 078-8239 旭川市豊岡9条7丁目2-4
長谷川歯科医院 079-8413 旭川市永山3条19丁目3-3
花都心デンタルクリニック 071-1521 東神楽町ひじり野北1条9丁目
林医院 078-8261 旭川市東旭川南1条5丁目8番20号
内科循環器科はやしクリニック 070-8013 旭川市神居3条5丁目1番1号
はやし内科胃腸科小児科医院 078-8243 旭川市豊岡13条5丁目1番3号
原田矯正歯科 070-0031 旭川市1条通10丁目 嶋岡ビル1Ｆ
はらだ歯科 078-8214 旭川市4条通18丁目828
はらだ病院 070-0031 旭川市1条通16丁目右7号
パワーズ内科胃腸科クリニック 079-8421 旭川市永山11条4丁目
美瑛循環器・内科クリニック 071-0206 美瑛町北町2丁目2番17号
東旭川病院 078-8251 旭川市東旭川北1条6丁目146番地1
東神楽町国民健康保険診療所 071-1501 東神楽町南1条西1丁目3-3
ひしやま外科皮膚科クリニック 078-8348 旭川市東光8条10丁目1番9号
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比布町立ぴっぷクリニック 078-0343 比布町中町1丁目2番10号
平澤循環器・内科クリニック 078-8211 旭川市1条通23丁目111番37
深川市立病院 074-0005 深川市5条6番10号
フクダクリニック 071-8135 旭川市末広5条7丁目1番1号
藤井病院 070-0831 旭川市旭町1条3丁目841番地の138
藤田歯科医院 078-8348 旭川市東光8条2丁目1-10
北海道社会事業協会富良野病院 076-8765 富良野市住吉町1番30号
ふらの西病院 076-0038 富良野市桂木町2番77号
北星ファミリークリニック 070-0824 旭川市錦町19丁目2166の287
北海道立北見病院 090-0058 北見市北7条東2丁目2-1
北海道立羽幌病院 078-4197 羽幌町栄町110番地
マキタ歯科医院 070-0034 旭川市4条通11丁目2230マキタビル2F
真口内科小児科医院 070-0823 旭川市緑町17丁目2148番地48
まつい内科クリニック 078-8303 旭川市緑が丘3条3丁目1-6
松田歯科クリニック 079-8419 旭川市永山9条5丁目2-1
松本呼吸器・内科クリニック 071-8132 旭川市末広2条6丁目6番10号
三上神経科内科クリニック 070-0832 旭川市旭町2条6丁目オークヒルズ2・6
みきた整形外科クリニック 074-0005 深川市5条9番5号
三戸歯科医院 071-8133 旭川市末広3条4丁目2-1
緑町歯科医院 070-0823 旭川市緑町24丁目2143
みやざき内科小児科クリニック 071-8121 旭川市末広東1条1丁目2番5号
ミライデンタルクリニック 070-0991 旭川市春光１条８丁目1-65
村上内科小児科医院 078-8324 旭川市神楽岡14条3丁目
森産科婦人科病院 070-0037 旭川市7条通7丁目左2号
森田歯科医院 079-8419 旭川市永山9条3丁目1-2
森山病院 070-0038 旭川市8条通6丁目左10号
森山メモリアル病院 070-0832 旭川市旭町2条1丁目31番地
山下内科循環器科クリニック 078-8316 旭川市神楽岡6条5丁目2-1
山田歯科医院 071-8142 旭川市春光台2条3丁目8-12
大和歯科医院 078-8351 旭川市東光11条8丁目1-24
ユー歯科クリニック 070-0875 旭川市春光5条8丁目19-10
吉田病院 070-0054 旭川市4条西4丁目1番2号
吉野耳鼻咽喉科 071-8136 旭川市末広6条4丁目1番4号
四条はらだ医院 078-8214 旭川市4条通18丁目836-1
よねだ歯科クリニック 070-0901 旭川市花咲町6丁目
ライフ歯科クリニック 079-8412 旭川市永山2条18丁目2-25
リバータウンクリニック 078-8372 旭川市旭神2条3丁目6番25号
留萌市立病院 077-8511 留萌市東雲町2丁目16番地
脇坂内科医院 078-8346 旭川市東光6条2丁目1番3号
渡邉皮膚科クリニック 071-8121 旭川市末広東1条1丁目1番7号
和寒歯科医院 098-0132 和寒町字西町61
国民健康保険町立和寒病院 098-0132 和寒町字西町111番地


