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たいせつ安心 i 医療ネット参加医療機関（医科）

法人名 施設名

1 医療法人社団志恩会 相川記念病院

2 Aiクリニック

3 医療法人社団 相木整形外科医院

4 旭川医科大学病院　　　　　　　　（情報提供病院）

5 独立行政法人　国立病院機構 旭川医療センター　　　　　　　　（情報提供病院）

6 医療法人社団圭泉会 旭川圭泉会病院

7 JA北海道厚生連 旭川厚生病院　　　　　　　　　　（情報提供病院）

8 　 旭川赤十字病院　　　　　　　　　（情報提供病院）

9 医療法人社団旭豊会 旭川三愛病院

10 医療法人社団真佑会 旭川消化器肛門クリニック

11 医療法人社団恩和会 旭川高砂台病院

12 医療法人社団稲仁会 旭川脳神経外科循環器内科病院

13 医療法人社団 旭川泌尿器科クリニック

14 医療法人社団shindo 旭川リハビリテーション病院

15 医療法人あかり会 あさひまちクリニック

16 医療法人社団 池田内科医院

17 医療法人社団 石川内科

18 医療法人社団 いずみ眼科

19 医療法人社団明眸会 いまだ耳鼻咽喉科

20 医療法人社団 今本内科医院

21 岩田医院

22 医療法人 いわはら整形外科クリニック

23 　 うすき医院

24 医療法人社団 及川医院

25 おうみや内科クリニック

26 医療法人社団啓昌会 おおしま内科

27 医療法人回生会 大西病院

28 医療法人 神楽岡泌尿器科

29 （国民健康保険）上川医療センター（上川町）

30 医療法人社団稲仁会 上村産科婦人科医院

31 医療法人社団友崇会 かむいクリニック

32 医療法人恒貴会 神居やわらぎ泌尿器科

33 医療法人 唐沢病院

34 医療法人社団慈眼会 環状通り眼科

35 医療法人仁友会 北彩都病院

36 あさひかわ福祉生協 銀座通内科クリニック

37 医療法人健康会 くにもと病院

38 医療法人 クリスタル橋内科クリニック

39 　 クリニック森の風（稚内市）

40 医療法人社団慶友会 Keiクリニック

41 医療法人 呼吸器内科・内科とおるクリニック

42 医療法人優駿会 こんの優眼科クリニック

43 医療法人社団功和会 佐久間病院
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44 　 サクラ咲くクリニック

45 医療法人社団 さとう整形外科

46 医療法人社団 佐藤内科医院

47 医療法人社団博彰会 佐野病院

48 医療法人社団萌生会 サンビレッジクリニック

49 医療法人仁友会 春光腎クリニック

50 医療法人社団 春光台クリニック

51 　 市立旭川病院　　　　　　　　　　（情報提供病院）

52 医療法人社団shindo 整形外科進藤病院

53 医療法人恵生会 整形外科内科 田医院

54 医療法人社団 鈴木内科クリニック

55 医療法人社団杏仁会 大雪病院

56 医療法人社団健幸会 高桑整形外科永山クリニック

57 滝上町国民健康保険診療所

58 医療法人社団 滝山内科医院

59 医療法人社団腎愛会 だてクリニック

60 医療法人社団元気会 忠和クリニック

61 寺澤内科・胃腸科クリニック

62 医療法人社団明眸会 東光眼科

63 東光クリニック

64 医療法人恒貴会 東光やわらぎ泌尿器科

65 　 とびせ小児科内科医院

66 医療法人歓生会 豊岡中央病院

67 医療法人仁友会 豊岡内科整形外科クリニック

68 道北勤医協旭川医院

69  道北勤医協一条クリニック

70  道北勤医協一条通病院

71 　 道北勤医協ながやま医院

72 医療法人 中島病院

73 医療法人社団 なかむら整形外科クリニック

74 医療法人社団 ながやまキッズファミリークリニック

75 医療法人仁友会 永山腎泌尿器科クリニック

76 医療法人健祈会 永山内科・呼吸器内科クリニック

77 医療法人社団 錦町おおしま耳鼻咽喉科

78 医療法人社団 にしきまち通りクリニック

79 医療法人社団心優会 沼﨑病院

80 医療法人社団 のなか耳鼻咽喉科・気管食道科

81 医療法人社団研和会 のむらひふ科耳鼻咽喉科甲状腺クリニック

82 医療法人社団 博愛内科クリニック

83 北海道立羽幌病院

84 医療法人社団 内科循環器科はやしクリニック

85 医療法人社団東旭川宏生会 林医院

86 医療法人社団 はやし内科胃腸科小児科医院

87 医療法人社団 はらだ病院

88 医療法人社団 美瑛循環器・内科クリニック

89 美瑛町立病院
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90 医療法人社団慈成会 東旭川病院

91 東神楽町国民健康保険診療所

92  ひじり野小池クリニック

93 　 町立ぴっぷクリニック

94 深川市立病院　　　　　　　　　　（画像提供病院）

95 医療法人フクダ フクダクリニック

96 医療法人清陵会 藤井病院

97 富良野協会病院

98 医療法人社団 ふらの西病院

99 医療法人恵心会 北星ファミリークリニック

100 北竜町立診療所

101  幌加内町立幌加内診療所

102 幌加内町立朱鞠内診療所

103 医療法人社団 真口内科小児科医院

104 まつい内科クリニック

105 医療法人健祈会 松本呼吸器・内科クリニック

106 医療法人社団 みうら小児科クリニック

107 医療法人社団 緑が丘クリニック

108 医療法人順真会 メイプル病院

109 社会医療法人元生会 森山病院

110 社会医療法人元生会 森山メモリアル病院

111 医療法人社団 やまがた内科クリニック

112 医療法人稀乃会 やまきた内科

113 　 やまぐち眼科

114 医療法人社団どんぐりの家 山下整形外科クリニック

115 　 山下内科・循環器科クリニック

116 医療法人社団 山田眼科

117 社会福祉法人北海道社会事業協会 余市病院

118 医療法人社団慶友会 吉田病院

119 医療法人社団 四条はらだ医院

120  利尻島国保中央病院（利尻町）

121 医療法人社団みどりの里 リバータウンクリニック

122 留萌市立病院　　　　　　　　　　（画像提供病院）

123 　 若山クリニック

124 　 国民健康保険和寒町立診療所

125 　 市立稚内病院


