
資料３－１(1)

３－１　赤十字災害救援物資
（１）　救援物資の備蓄状況

①各日赤地区の備蓄状況(定数)

1 上　　川 290 240

2 留　　萌 120 90

3 宗　　谷 1,110 174

4 旭 川 市 20 20 200 200
5 留 萌 市 20 20 200 200
6 稚 内 市 20 20 200 200
7 富良野市 20 20

8 士 別 市 20 20

9 名 寄 市 300 180

1,920 784 600 600 0

10 オホーツク 1,158 257 470
11 網 走 市 20 20

12 北 見 市 35 20 1,000 1,200 500
13 紋 別 市 20 20

1,233 317 1,470 1,200 500

14 十　　勝 240 203

15 釧　　路 160 90

16 根　　室 260 40

17 帯 広 市 20 20 200 200
18 釧 路 市 60 30 300 200
19 根 室 市 20 20 200 200

760 403 700 600 0
20 石　　狩 20 20

21 空　　知 170 169

22 日　　高 600 200 870 200
23 札 幌 市 500 310

24 夕 張 市 20 20

25 岩見沢市 20 20

26 美 唄 市 120 20

27 芦 別 市 20 20

28 江 別 市 520 20

29 赤 平 市 20 20

30 三 笠 市 29 23

31 千 歳 市 20 20

32 滝 川 市 20 20 200
33 砂 川 市 20 30

34 歌志内市 20 20

35 深 川 市 80 20

36 恵 庭 市 20 20

37 北広島市 50 20

38 石 狩 市 20 20

2,289 1,012 1,070 200 0
39 渡　　島 710 90

40 檜　　山 295 85

41 後　　志 230 195

42 胆　　振 199 79

43 函 館 市 120 30 200 200
44 小 樽 市 50 20

45 室 蘭 市 20 20

46 苫小牧市 20 20

47 登 別 市 20 20

48 伊 達 市 30 20 200 200
49 北 斗 市 20 20

1,714 599 400 400 0
7,916 3,115 4,240 3,000 500

備　　蓄　　場　　所 A．被災者用救援物資 B．避難所用救援物資
ブロック

圏
振興局圏 番号 振興局市別 毛布 緊急セット 拠点毛布 日用品セット 安眠セット
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道央
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道南
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②支部及び施設の備蓄状況

1,585 1,718 0 0 2,045

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

（２）　救援物資の配分対象及び配分基準

①被災者用救援物資

配分対象 品  名

冬期1人当たり 2枚

夏期1人当たり 1枚

1人～4人世帯 1個

5人～8人世帯 2個

②避難所用救援物資

冬期1人当たり 2枚

夏期1人当たり 1枚

1人～2人世帯 1個

3人～4人世帯 2個

安眠セット 1人あたり 1個

品  名 配　　分　　数　　量 備　　　　　　　考

拠点毛布

日用品セット 5人以上には2人に1個の割合で配分する

冬期とは、自11月1日　至4月30日までとする

1枚

1世帯当り 1個緊急セット

清水赤十字病院
(清水町南2条2丁目1)

置戸赤十字病院
(置戸町字置戸77)

配　　分　　数　　量 備　　　　　　　考

全焼、全壊、
流出、半焼、

半壊世帯

毛　　　布 冬期とは、自11月1日　至4月30日までとする

小清水赤十字病院
(小清水町南町2丁目3-3)

函館赤十字病院
(函館市堀川町6-21)

緊急セット 9人以上には4人に1個の割合で配分する

床上浸水世帯

毛　　　布 1世帯当り

日用品セット 安眠セット

浦河赤十字病院
(浦河町東町ちのみ1丁目2-1)

栗山赤十字病院
(栗山町朝日3丁目2)

備　　蓄　　場　　所

A．被災者用救援物資 B．避難所用救援物資

毛布 緊急セット 拠点毛布

小樽倉庫株式会社17号倉庫
(札幌市白石区流通センター5丁目2)

旭川赤十字病院
(旭川市曙1条1丁目1‐1)

北見赤十字病院
(北見市北6条東2丁目1)

伊達赤十字病院
(伊達市末永町81)

釧路赤十字病院
(釧路市新栄町21-14)
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３－２　血液センター

　北海道赤十字血液センター 石狩振興局

　　（札幌市西区二十四軒2条1丁目1-20） 後志総合振興局

ＴＥＬ　011-613-6121 胆振総合振興局

日高振興局

空知総合振興局

　北海道赤十字血液センター旭川事業所 空知総合振興局

　　（旭川市川端町7条10丁目1-50）

ＴＥＬ　0166-52-2211

上川総合振興局

留萌振興局

宗谷総合振興局

オホーツク総合振興局

十勝総合振興局 （陸別町のみ）

　北海道赤十字血液センター釧路事業所 十勝総合振興局 （陸別町以外）

　　（釧路市芦野2丁目12-20） 釧路総合振興局

ＴＥＬ　0154-38-7500 根室振興局

　北海道赤十字血液センター函館事業所 渡島総合振興局

　　（函館市日乃出町23-8） 檜山振興局

ＴＥＬ　0138-56-2211

（芦別市、赤平市、深川市、妹背牛町、秩父別町、

  雨竜町、北竜町、沼田町）

セ　ン　タ　ー　名 供　　給　　地　　域

（夕張市、岩見沢市、美唄市、上砂川町、三笠市、滝川市、砂川市、

  歌志内市、南幌町、奈井江町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、

　浦臼町、新十津川町）
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３－３　　医療施設等

国立等 道立 市町村立 医療法人 その他 看護師 保健師 助産師

580
(27)

6,853
(334)
432
(23)
758
(18)
67
(4)

904
(34)
44
(3)

1,486
(63)
66
(2)
57
(2)

427
(17)
616
(18)
388

(7)
77
(2)

12,755
(554)

備考・病院数は平成２９年１０月１日現在、医師数は平成２８年１２月末現在の数、看護師・保健師・助産師は平成２８年１２月末現在の数
　　　・国立等病院数には、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人
　　　　及び独立行政法人労働者健康福祉機構等の数を含む。
　　　・医師数は医療施設の従事者数。（　）内は医療施設以外の従事者及び未就業者等の数で外数を表す。
　　　・看護師数は、看護師及び准看護師数の合計。

3,118 1,671

63 24

全道計 15 7 80 387 66 79,645

根　室 0 0 4 2 1 622

釧　路 1 0 3 16 2 3,336 120 56

十　勝 1 1 7 17 8 4,345 279 88

78 15

オホーツク 0 2 6 19 11 3,907 245

宗　谷 0 0 7 1 0 674

80

留　萌 0 1 3 3 0 551 54 17

上　川 2 1 9 36 6 8,552 416 203

203 79

檜　山 0 1 3 1 0 430 57

渡　島 2 0 11 21 7 6,749

7

日　高 0 0 4 2 1 648 76 6

胆　振 1 0 5 28 3 6,186 215 102

後　志 0 0 1 13 8 3,237 146 36

石　狩 6 1 3 206 17 35,337 936 906

振興局名
病                  院

医師数
従事者届提出者数

空　知 2 0 14 22 2 5,071 230 52
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３－４　災害拠点病院
（令和２年10月１日現在）

（１）　基幹災害拠点病院

圏 域 指定病院名 住　　　　　　所 電話番号

全 道 域 札幌医科大学附属病院 札幌市中央区南1条西16丁目 011-611-2111

（２）　地域災害拠点病院

二 次 医 療 圏 指定病院名 住　　　　　　所 電話番号

南 渡 島 市立函館病院 函館市港町1丁目10番1号 0138-43-2000

南 檜 山 北海道立江差病院 檜山郡江差町伏木戸町484番地 0139-52-0036

北 渡 島 檜 山 八雲総合病院 山越郡八雲町東雲町50番地 01376-3-2185

市立札幌病院 札幌市中央区北11条西13丁目 011-726-2211

北海道大学病院 札幌市北区北14条西5丁目 011-716-1161

国立病院機構北海道医療センター 札幌市西区山の手5条7丁目1番1号 011-811-9111

手稲渓仁会病院 札幌市手稲区前田1条12丁目1-40 011-681-8111

小樽市立病院 小樽市若松1丁目1番地1号 0134-25-1211

ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院 虻田郡倶知安町北4条東1丁目 0136-22-1141

南 空 知 岩見沢市立総合病院 岩見沢市9条西7丁目2番地 0126-22-1650

中 空 知 砂川市立病院 砂川市西4条北3丁目1番1号 0125-54-2131

北 空 知 深川市立病院 深川市5条6番10号 0164-22-1101

日鋼記念病院 室蘭市新富町1丁目5番13号 0143-24-1331

市立室蘭総合病院 室蘭市山手町3丁目8番1号 0143-25-3111

社会医療法人製鉄記念室蘭病院 室蘭市知利別町1丁目45番地 0143-44-4650

総合病院伊達赤十字病院 伊達市末永町81番地 0142-23-2211

王子総合病院 苫小牧市若草町3丁目4番8号 0144-32-8111

苫小牧市立病院 苫小牧市清水町1丁目5番20号 0144-33-3131

日 高 総合病院浦河赤十字病院 浦河郡浦河町東町ちのみ1丁目2-1 0146-22-5111

旭川赤十字病院 旭川市曙1条1丁目1-1 0166-22-8111

旭川医科大学病院 旭川市緑が丘東2条1丁目1-1 0166-68-2634

上 川 北 部 名寄市立総合病院 名寄市西7条南8丁目1番地 01654-3-3101

富 良 野 北海道社会事業協会富良野病院 富良野市幸町13番1号 0167-23-2181

留 萌 留萌市立病院 留萌市東雲町2丁目16番地 0164-49-1011

宗 谷 市立稚内病院 稚内市中央4丁目11番6号 0162-23-2771

北見赤十字病院 北見市北6条東2丁目1 0157-24-3115

ＪＡ北海道厚生連網走厚生病院 網走市北6条西1丁目9番地 0152-43-3157

広域紋別病院 紋別市落石町１丁目３番37号 0158-24-3111

ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院 紋別郡遠軽町大通北3丁目1番地5号 0158-42-4101

十 勝 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 帯広市西14条南10丁目１番地 0155-65-0101

釧 路 市立釧路総合病院 釧路市春湖台1番12号 0154-41-6121

市立根室病院 根室市有磯町1丁目2番地 0153-24-3201

町立中標津病院 標津郡中標津町西10条南9丁目1番地1 0153-72-8200

上 川 中 部

北 網

遠 紋

根 室

札 幌

後 志

西　　胆　　振

東 胆 振
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3-5  救急告示医療機関
（令和２年１０月１日現在）

（空知総合振興局管内）
二次医療圏 市 町 村 医療機関名 住所 電話番号

夕張市 夕張市立診療所 夕張市社光20番地 0123-52-4339
医療法人北翔会岩見沢北翔会病院 岩見沢市10条西21丁目1番地1 0126-32-2188
医療法人萌佑会岩見沢脳神経外科 岩見沢市8条西19丁目8番地6 0126-20-1001
岩見沢市立総合病院 岩見沢市9条西7丁目2番地 0126-22-1650
独立行政法人労働者健康安全機構北海道中央労災病院 岩見沢市4条東16丁目5番地 0126-22-1300
岩見沢市立栗沢病院 岩見沢市栗沢町南本町30番地 0126-45-2351

美唄市 市立美唄病院 美唄市西2条北1丁目1番1号 0126-63-4171
三笠市 市立三笠総合病院 三笠市宮本町489番地の1 01267-2-3131
南幌町 国民健康保険町立南幌病院 空知郡南幌町元町2丁目2番1号 011-387-2111
由仁町 国民健康保険由仁町立診療所 夕張郡由仁町馬追1番地の1 0123-83-2031
長沼町 町立長沼病院 夕張郡長沼町中央南2丁目2番1号 0123-88-2321
栗山町 栗山赤十字病院 夕張郡栗山町朝日3丁目2番地 0123-72-1015
月形町 国民健康保険月形町立病院 樺戸郡月形町字月形1466番地1 0126-53-2241
芦別市 市立芦別病院 芦別市本町14番地 0124-22-2701
赤平市 あかびら市立病院 赤平市本町3丁目2番地 0125-32-3211

医療法人翔陽会滝川脳神経外科病院 滝川市西町1丁目2番5号 0125-22-0250
滝川市立病院 滝川市大町2丁目2番34号 0125-22-4311

砂川市 砂川市立病院 砂川市西4条北3丁目1番1号 0125-54-2131
奈井江町 奈井江町立国民健康保険病院 空知郡奈井江町字奈井江12番地 0125-65-2221

北空知 深川市 深川市立病院 深川市6条6番1号 0164-22-1101

(石狩振興局管内)
二次医療圏 市 町 村 医療機関名 住所 電話番号

市立札幌病院 札幌市中央区北11条西13丁目1番1号 011-726-2211
国家公務員共済組合連合会斗南病院 札幌市中央区北4条西7丁目3-8 011-231-2121
時計台記念病院 札幌市中央区北1条東1丁目2番3号 011-251-1221
ＪＲ札幌病院 札幌市中央区北3条東1丁目 011-208-7150
ＪＡ北海道厚生連札幌厚生病院 札幌市中央区北3条東8丁目5番地 011-261-5331
医療法人札幌円山整形外科病院 札幌市中央区北7条西27丁目1番3号 011-612-1133
社会医療法人医仁会中村記念病院 札幌市中央区南1条西14丁目291番地190 011-231-8555
ＮＴＴ東日本札幌病院 札幌市中央区南1条西15丁目 011-623-7000
札幌医科大学附属病院 札幌市中央区南1条西16丁目291番地 011-611-2111
医療法人社団いとう整形外科病院 札幌市中央区南2条西10丁目5番地 011-241-5461
医療法人菊郷会愛育病院 札幌市中央区南4条西25丁目2番1号 011-563-2211
医療法人社団中野整形外科医院 札幌市中央区南7条西15丁目1-35 011-561-0224
札幌中央病院 札幌市中央区南9条西10丁目1番50号 011-513-0111
医療法人社団土田病院 札幌市中央区南21条西9丁目2番11号 011-531-7013
医療法人社団札幌外科記念病院 札幌市中央区南23条西15丁目1番30号 011-563-0151
北海道大学病院 札幌市北区北14条西5丁目 011-706-5610
松田整形外科記念病院 札幌市北区北18条西4丁目1番35号 011-746-3666
医療法人新川新道整形外科病院 札幌市北区新川5条4丁目2番8号 011-763-0110
医療法人社団北匠会札幌北脳神経外科 札幌市北区新琴似6条17丁目7番10号 011-766-1212
医療法人麻生整形外科病院 札幌市北区新琴似8条2丁目2番5号 011-764-3311
医療法人社団北札幌病院 札幌市北区新琴似9条1丁目1番1号 011-756-1111
天使病院 札幌市東区北12条東3丁目1番1号 011-711-0101
コスモ脳神経外科 札幌市東区北21条東21丁目1-1 011-787-5858
医療法人社団石垣整形外科医院 札幌市東区北26条東8丁目1番5号 011-751-3231
社会医療法人社団愛心館愛心メモリアル病院 札幌市東区北27条東1丁目1番15号 011-752-3535
医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 札幌市東区北33条東14丁目3-1 011-722-1110
医療法人札幌麻生脳神経外科病院 札幌市東区北22条東1丁目1番40号 011-731-2321
社会医療法人禎心会札幌禎心会病院 札幌市東区北33条東1丁目3番1号 011-712-1131
札幌心臓血管クリニック 札幌市東区北49条東16丁目8番1号 011-784-7847
勤医協中央病院 札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1 011-782-9111
社会医療法人社団三草会クラーク病院 札幌市東区本町2条4丁目8番20号 011-782-6160
社会医療法人朋仁会整形外科北新病院 札幌市東区北8条東4丁目1番5号 011-792-1211
独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター 札幌市白石区菊水4条2丁目3-54 011-811-9111
医療法人菊郷会札幌センチュリー病院 札幌市白石区菊水元町5条3丁目5-10 011-871-1121
社会医療法人北楡会札幌北楡病院 札幌市白石区東札幌6条6丁目5番1号 011-865-0111
社会医療法人恵佑会札幌病院 札幌市白石区本通14丁目北1番1号 011-863-2101
社会医療法人柏葉会柏葉脳神経外科病院 札幌市豊平区月寒東1条15丁目7番20号 011-851-2333
独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院 札幌市豊平区中の島1条8丁目3番18号 011-831-5151
社会医療法人仁陽会西岡第一病院 札幌市豊平区西岡3条6丁目212番20,21,22,23号 011-852-7171
ＫＫＲ札幌医療センター 札幌市豊平区平岸1条6丁目3番40号 011-822-1811
平岸外科整形外科医院 札幌市豊平区平岸2条17丁目2番11号 011-821-0255
医療法人北海道整形外科記念病院 札幌市豊平区平岸7条13丁目5番22号 011-812-7001
医療法人五輪橋整形外科病院 札幌市南区川沿2条1丁目2番56号 011-571-2001
社会医療法人医仁会中村記念南病院 札幌市南区川沿2条2丁目3番1号 011-573-8555
自衛隊札幌病院 札幌市南区真駒内17番地 011-581-3101
医療法人大地小笠原記念札幌病院 札幌市南区真駒内緑町1丁目2番1号 011-583-2000
医療法人三和会札幌南整形外科病院 札幌市南区南33条西11丁目4番1号 011-581-2555

南空知

岩見沢市

中空知 滝川市

札幌 札幌市



資料３－５

(石狩振興局管内つづき)
二次医療圏 市 町 村 医療機関名 住所 電話番号

医療法人社団静和会静和記念病院 札幌市西区琴似1条5丁目1番1号 011-611-1111
社会医療法人孝仁会北海道大野記念病院 札幌市西区宮の沢2条1丁目16番1号 011-665-0020
社会医療法人孝仁会札幌第一病院 札幌市西区二十四軒4条3丁目4番26号 011-611-6201
医療法人西さっぽろ病院 札幌市西区山の手3条2丁目5番1号 011-611-6611
独立行政法人国立病院機構北海道医療センター 札幌市西区山の手5条7丁目1番 011-611-8111
医療法人社団明日佳札幌宮の沢脳神経外科病院 札幌市西区西町南20丁目1番30号 011-664-7111
医療法人社団研仁会北海道脳神経外科記念病院 札幌市西区八軒9条東5丁目1番20号 011-717-2131
勇気会医療法人社団北央病院 札幌市厚別区青葉町11丁目2番10号 011-892-8531
新札幌循環器病院 札幌市厚別区厚別中央2条4丁目9番25号 011-892-1556
独立行政法人地域医療機能推進機構札幌北辰病院 札幌市厚別区厚別中央2条6丁目2番1号 011-893-3000
医療法人新さっぽろ脳神経外科病院 札幌市厚別区上野幌1条2丁目1番10号 011-891-2500
医療法人豊和会新札幌豊和会病院 札幌市厚別区大谷地東2丁目5番12号 011-893-7000
医療法人徳洲会札幌徳洲会病院 札幌市厚別区大谷地東1丁目1番1号 011-890-1110
手稲渓仁会病院 札幌市手稲区前田1条12丁目1番40号 011-681-8111
医療法人秀友会札幌秀友会病院 札幌市手稲区新発寒5条6丁目2番1号 011-685-3333
社会医療法人札幌清田整形外科病院 札幌市清田区清田1条4丁目1番50号 011-881-2222
社会医療法人蘭友会札幌里塚病院 札幌市清田区美しが丘1条6丁目1番5号 011-883-1200
医療法人社団エス・エス・ジェイ札幌整形循環器病院 札幌市清田区北野1条2丁目11番30号 011-881-1100
医療法人美脳美しが丘脳神経外科病院 札幌市清田区真栄4条5丁目19番19号 011-558-2200
江別市立病院 江別市若草町6番地 011-382-5151
医療法人英生会野幌病院 江別市野幌町53番地5 011-382-3483
医療法人渓和会江別病院 江別市野幌代々木町81番地6 011-382-1111
医療法人社団藤花会江別谷藤病院 江別市幸町22番地1 011-382-5111
医療法人社団江別やまもと整形外科 江別市高砂町3番地の3 011-381-8008
医療法人社団いずみ会北星病院 千歳市清流5丁目1番1号 0123-24-1121
医療法人同仁会千歳第一病院 千歳市東雲町1丁目11番地 0123-23-4111
医療法人社団豊友会千歳豊友会病院 千歳市富丘1丁目618番地6 0123-24-4191
市立千歳市民病院 千歳市北光2丁目1番1号 0123-24-3000
医療法人社団我汝会えにわ病院 恵庭市黄金中央2丁目1番地の1 0123-33-2333
医療法人北晨会恵み野病院 恵庭市恵み野西2丁目3番地5 0123-36-7555
恵庭第一病院 恵庭市福住町1丁目6番6 0123-34-1155

北広島市 社会医療法人社団即仁会北広島病院 北広島市中央6丁目2番地2 011-373-5811
石狩病院 石狩市花川北3条3丁目6番地1 0133-74-8611
医療法人社団佐々木整形外科医院 石狩市花川南8条3丁目82番地3 0133-73-1233
石狩幸惺会病院 石狩市花川北7条2丁目22番地 0133-71-2855
医療法人はまなす医院 石狩市花畔4条1丁目141番地1 0133-64-6622

(後志総合振興局管内)
二次医療圏 市 町 村 医療機関名 住所 電話番号

社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院 小樽市住ﾉ江1丁目6番15号 0134-23-6234
医療法人たんぽぽ会島田脳神経外科 小樽市錦町1番2号 0134-22-4310
社会福祉法人恩賜財団済生会支部北海道済生会小樽病院 小樽市築港10番1号 0134-25-4321
医療法人ひまわり会札樽病院 小樽市銭函3丁目298番地 0134-62-5851
小樽掖済会病院 小樽市稲穂1丁目4番1号 0134-24-0325
小樽市立病院 小樽市若松1丁目1番1号 0134-25-1211
医療法人社団北匠会小樽中央病院 小樽市入船2丁目2番18号 0134-21-2222

寿都町 寿都町立寿都診療所 寿都郡寿都町字渡島町72番地の2 0136-62-2411
黒松内町 黒松内町国保くろまつないブナの森診療所 寿都郡黒松内町字黒松内306番地1 0136-72-3301
倶知安町 JA北海道厚生連倶知安厚生病院 虻田郡倶知安町北4条東1丁目2番地 0136-22-1141
岩内町 社会福祉法人北海道社会事業協会岩内病院 岩内郡岩内町字高台209番地2 0135-62-1021
余市町 社会福祉法人北海道社会事業協会余市病院 余市郡余市町黒川町19丁目1番地1 0135-23-3126

（胆振総合振興局管内）
二次医療圏 市 町 村 医療機関名 住所 電話番号

市立室蘭総合病院 室蘭市山手町3丁目8番1号 0143-25-3111
日鋼記念病院 室蘭市新富町1丁目5番13号 0143-24-1331
大川原脳神経外科病院 室蘭市寿町1丁目10番1号 0143-44-1519
社会医療法人製鉄記念室蘭病院 室蘭市知利別町1丁目45番地 0143-44-4650

登別市 独立行政法人地域医療機能推進機構登別病院 登別市登別東町3丁目10番22号 0143-84-2165
伊達市 総合病院伊達赤十字病院 伊達市末永町81番地 0142-23-2211

社会福祉法人北海道社会事業協会洞爺病院 虻田郡洞爺湖町高砂町126番地 0142-74-2555
医療法人社団洞仁会洞爺温泉病院 虻田郡洞爺湖町洞爺町54番地41 0142-87-2311

豊浦町 豊浦町国民健康保険病院 虻田郡豊浦町字東雲町16番地1 0142-83-2228
医療法人社団養生館苫小牧日翔病院 苫小牧市矢代町2丁目18番1号 0144-72-7000
苫小牧市立病院 苫小牧市清水町1丁目5番20号 0144-33-3131
医療法人同樹会苫小牧病院 苫小牧市新中野町3丁目9番地10 0144-36-1221
王子総合病院 苫小牧市若草町3丁目4番8号 0144-32-8111
医療法人社団苫小牧東部脳神経外科 苫小牧市北栄町2丁目27番27号 0144-53-5000

白老町 白老町立国民健康保険病院 白老郡白老町日の出町3丁目1番1号 0144-82-2181
むかわ町 むかわ町鵡川厚生病院 勇払郡むかわ町美幸1丁目86番地 0145-42-2033

（日高振興局管内）
二次医療圏 市 町 村 医療機関名 住所 電話番号

日高町 日高町立門別国民健康保険病院 沙流郡日高町門別本町29番地の9 01456-2-5311
平取町 平取町国民健康保険病院 沙流郡平取町本町６７番地１ 01457-2-2201

医療法人徳洲会日高徳洲会病院 日高郡新ひだか町静内こうせい町1丁目10番27号 0146-42-0701
新ひだか町立静内病院 日高郡新ひだか町静内緑町4丁目5番1号 0146-42-0181

浦河町 総合病院浦河赤十字病院 浦河郡浦河町東町ちのみ1丁目2番1号 0146-22-5111

日高
新ひだか町

東胆振
苫小牧市

札幌

札幌市

江別市

千歳市

恵庭市

石狩市

後志

小樽市

西胆振

室蘭市

洞爺湖町



資料３－５

(渡島総合振興局管内)
二次医療圏 市 町 村 医療機関名 住所 電話番号

市立函館病院 函館市港町1丁目10番1号 0138-43-2000
社会医療法人高橋病院 函館市元町32番18号 0138-23-7221
医療法人社団健和会函館おおむら整形外科病院 函館市石川町125番1 0138-23-5165
社会福祉法人北海道社会事業協会函館病院 函館市駒場町4番6号 0138-53-5511
函館赤十字病院 函館市堀川町6番21号 0138-51-5315
函館中央病院 函館市本町33番2号 0138-52-1231
函館五稜郭病院 函館市五稜郭町38番3号 0138-51-2295
独立行政法人国立病院機構函館病院 函館市川原町18番16号 0138-51-6281
特定医療法人富田病院 函館市駒場町9番18号 0138-52-1112
函館渡辺病院 函館市湯川町1丁目31番1号 0138-59-2221
函館市医師会病院 函館市富岡町2丁目10番10号 0138-43-6000
医療法人雄心会函館新都市病院 函館市石川町331番地1 0138-46-1321
医療法人社団函館脳神経外科病院 函館市神山1丁目4番12号 0138-53-6111
共愛会病院 函館市中島町7番21号 0138-51-2111
医療法人亀田病院 函館市昭和1丁目23番11号 0138-40-1500
社会医療法人仁生会西堀病院 函館市中道2丁目6番11号 0138-52-1531
道南勤医協函館陵北病院 函館市中道2丁目51番1号 0138-54-3113
市立函館恵山病院 函館市日ﾉ浜15番地の1 0138-85-2001
市立函館南茅部病院 函館市安浦町92番地 0138-25-3511

七飯町 ななえ新病院 亀田郡七飯町本町7丁目657番地5 0138-65-2525
松前町 松前町立松前病院 松前郡松前町字大磯174番地の1 0139-42-2515

木古内町 木古内町国民健康保険病院 上磯郡木古内町字本町710番地 01392-2-2079
森町 森町国民健康保険病院 茅部郡森町字上台町326番地 01374-2-2580

八雲総合病院 二海郡八雲町東雲町50番地 0137-63-2185
八雲町熊石国民健康保険病院 二海郡八雲町熊石雲石町494番地の1 01398-2-3555

長万部町 長万部町立病院 山越郡長万部町字長万部18番地の40 01377-2-5611

(檜山振興局管内)
二次医療圏 市 町 村 医療機関名 住所 電話番号

北海道立江差病院 檜山郡江差町字伏木戸町484番地 0139-52-0036
医療法人雄心会江差脳神経外科クリニック 檜山郡江差町字伏木戸町550-1 0139-52-5500

厚沢部町 厚沢部町国民健康保険病院 檜山郡厚沢部町新町14番地1 0139-64-3036
乙部町 乙部町国民健康保険病院 爾志郡乙部町字緑町704番地の1 0139-62-2331
奥尻町 奥尻町国民健康保険病院 奥尻郡奥尻町字奥尻462番地 01397-2-3151

せたな町 せたな町立国保病院 久遠郡せたな町北檜山区北檜山378番地 0137-84-5321
今金町 今金町国保病院 瀬棚郡今金町字今金17番地の2 0137-82-0221

（上川総合振興局管内）
二次医療圏 市 町 村 医療機関名 住所 電話番号

ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院 旭川市1条通24丁目111番地3 0166-33-7171
大西病院 旭川市4条通11丁目右3号 0166-26-2171
医療法人中島病院 旭川市4条通16丁目1152番地 0166-24-1211
整形外科進藤病院 旭川市4条通19丁目右6号 0166-31-1221
医療法人社団幾晃会木原循環器科内科医院 旭川市4条通22丁目118番地 0166-35-5555
医療法人社団功和会佐久間病院 旭川市5条通7丁目左7号 0166-22-1111
医療法人元生会森山病院 旭川市8条通6丁目左10号 0166-22-4151
旭川脳神経外科循環器内科病院 旭川市10条通21丁目2番地の11 0166-33-2311
旭川赤十字病院 旭川市曙1条1丁目1番1号 0166-22-8111
独立行政法人国立病院機構旭川医療センター 旭川市花咲町7丁目4048番地 0166-51-3161
市立旭川病院 旭川市金星町1丁目1番65号 0166-24-3181
医療法人社団杏仁会大雪病院 旭川市永山3条7丁目1番5号 0166-48-6661
医療法人社団恩和会旭川高砂台病院 旭川市高砂台1丁目1番22号 0166-61-5700
旭川医科大学病院 旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号 0166-65-2111
道北勤医協一条通病院 旭川市東光1条1丁目1番17号 0166-34-2111
豊岡中央病院 旭川市豊岡７条2丁目1番5号 0166-32-8181
医療法人社団博彰会佐野病院 旭川市末広3条3丁目1番15号 0166-52-1177
医療法人仁友会北彩都病院 旭川市宮下通9丁目2番1号 0166-26-6411
医療法人慶友会吉田病院 旭川市4条西4丁目1番2号 0166-25-1115

美瑛町 美瑛町立病院 上川郡美瑛町中町3丁目8番35号 0166-68-7111
上川町 国民健康保険上川医療センター 上川郡上川町花園町175番地 01658-2-1231

富良野市 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院 富良野市住吉町1番30号 0167-23-2181
上富良野町 上富良野町立病院 空知郡上富良野町大町3丁目2番15号 0167-45-3171

士別市 士別市立病院 士別市士別市東11条5丁目3029番地1 0165-23-2166
名寄市立総合病院 名寄市西7条南8丁目1番地 01654-3-3101
医療法人臨生会吉田病院 名寄市西3条南6丁目8番地2 0165-43-3381

和寒町 国民健康保険町立和寒病院 上川郡和寒町西町111番地 0165-32-2103
下川町 町立下川病院 上川郡下川町西町36番地 01655-4-2039
美深町 ＪＡ北海道厚生連美深厚生病院 中川郡美深町字東1条南3丁目 01656-2-1631

音威子府村 音威子府村立診療所 中川郡音威子府村字音威子府509番地88 01656-5-3321
中川町 中川町立診療所 中川郡中川町字中川382番地1 01656-7-2018

（留萌振興局管内）
二次医療圏 市 町 村 医療機関名 住所 電話番号

留萌市立病院 留萌市東雲町2丁目16番1 0164-49-1011
社会医療法人孝仁会留萌セントラルクリニック 留萌市栄町1丁目5番12号 0164-43-9500

羽幌町 北海道立羽幌病院 苫前郡羽幌町栄町110番地 0164-62-6060
遠別町 遠別町立国保病院 天塩郡遠別町字本町1丁目 01632-7-2211
天塩町 天塩町立国民健康保険病院 天塩郡天塩町字川口5699番地の3 01632-2-1058

上川北部

名寄市

留萌

留萌市

富良野

南渡島

函館市

北渡島檜山
八雲町

南檜山

江差町

北渡島檜山

上川中部
旭川市
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（宗谷総合振興局管内）
二次医療圏 市 町 村 医療機関名 住所 電話番号

市立稚内病院 稚内市中央4丁目11番6号 0162-23-2771
社会医療法人禎心会稚内禎心会病院 稚内市栄1丁目24番地1号 0162-29-4311

幌延町 幌延町立診療所 天塩郡幌延町1条北2丁目1番18 01632-5-1221
猿払村 猿払村国民健康保険病院 宗谷郡猿払村鬼志別北町28番地 01635-2-3331

浜頓別町 浜頓別町国民健康保険病院 枝幸郡浜頓別町旭ヶ丘3丁目3番地 01634-2-2203
中頓別町 中頓別町国民健康保険病院 枝幸郡中頓別町字中頓別175番地 01634-6-1131
枝幸町 枝幸町国民健康保険病院 枝幸郡枝幸町北栄町1474番地1 0163-62-2111
豊富町 豊富町国民健康保険診療所 天塩郡豊富町字上サロベツ2543の31 0162-82-1515
礼文町 礼文町国民健康保険船泊診療所 礼文郡礼文町大字船泊村ウエンナイホ413番地 0163-87-2771
利尻町 利尻島国保中央病院 利尻郡利尻町沓形字緑町11番地 0163-84-2626

（オホーツク総合振興局管内）
二次医療圏 市 町 村 医療機関名 住所 電話番号

小林病院 北見市北3条西4丁目2番地 0157-23-5171
北見赤十字病院 北見市北6条東2丁目1番地 0157-24-3115
医療法人社団高翔会北星記念病院 北見市三輪2丁目302番地1 0157-26-8800
オホーツク勤医協北見病院 北見市常磐町5丁目7番地5 0157-26-1300
ＪＡ北海道厚生連常呂厚生病院 北見市常呂町字常呂573番地の2 0152-54-1611
社会医療法人明生会道東の森総合病院 北見市美山町東2丁目68番地9号 0157-69-0300

置戸町 置戸赤十字病院 常呂郡置戸町字置戸77番地 0157-52-3321
ＪＡ北海道厚生連網走厚生病院 網走市北6条西1丁目9番地 0152-43-3157
医療法人社団網走中央病院 網走市南6条東1丁目7番地 0152-44-8611
医療法人社団朗愛会こが病院 網走市字潮見153番地1 0152-61-0101

大空町 医療法人社団双心会女満別中央病院 網走郡大空町女満別西4条4丁目1番29号 0152-74-2181
美幌町 美幌町立国民健康保険病院 網走郡美幌町字仲町2丁目38番地の1 0152-73-4111
津別町 津別病院 網走郡津別町字幸町61番地 0152-76-2121
斜里町 斜里町国民健康保険病院 斜里郡斜里町青葉町41番地 0152-23-2102

小清水町 小清水赤十字病院 斜里郡小清水町南町2丁目3番3号 0152-62-2121
広域紋別病院 紋別市落石町1丁目3番37号 0158-24-3111
医療法人社団耕仁会曽我クリニック 紋別市大山町4丁目14番地1 0158-23-6811
JA北海道厚生連遠軽厚生病院 紋別郡遠軽町大通北3丁目1番地 0158-42-4101
医療法人縁紡会遠軽共立病院 紋別郡遠軽町大通北1丁目3番地 0158-42-5215

湧別町 医療法人社団耕仁会曽我病院 紋別郡湧別町中湧別中町826番地の1 01586-2-2001
滝上町 滝上町国民健康保険病院 紋別郡滝上町字サクルー原野1605番地 0158-29-2220
興部町 興部町国民健康保険病院 紋別郡興部町字興部1322番地の23 0158-82-2310
雄武町 雄武町国民健康保険病院 紋別郡雄武町字雄武1482番地2 0158-84-2517

（十勝総合振興局管内）
二次医療圏 市 町 村 医療機関名 住所 電話番号

社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院 帯広市東5条南9丁目2番地 0155-22-6600
公益財団法人北海道医療団帯広第一病院 帯広市西4条南15丁目17番地3 0155-25-3121
ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 帯広市西14条南10丁目1番地 0155-24-4161
十勝勤医協帯広病院 帯広市西9条南12丁目4番地 0155-21-4111
医療法人社団刀圭会協立病院 帯広市西16条北1丁目27番地 0155-35-3355
社会医療法人北斗北斗病院 帯広市稲田町基線7番地5 0155-48-8000
医療法人社団博愛会開西病院 帯広市西23条南2丁目16番地27 0155-38-7200
独立行政法人国立病院機構帯広病院 帯広市西18条北2丁目16 0155-33-3155
帯広中央病院 帯広市西7条南8丁目1番地3 0155-24-2200
医療法人社団翔嶺館音更宏明館病院 河東郡音更町木野大通東17丁目1番6 0155-32-3311
医療法人徳洲会帯広徳洲会病院 河東郡音更町木野西通14丁目2番地1 0155-32-3030

士幌町 士幌町国民健康保険病院 河東郡士幌町字士幌西2線167番地 01564-5-2106
鹿追町 鹿追町国民健康保険病院 河東郡鹿追町東町1丁目38番地 0156-66-2031
清水町 清水赤十字病院 上川郡清水町南2条2丁目1番地 0156-62-2513
芽室町 公立芽室病院 河西郡芽室町東4条3丁目5番地 0155-62-2811
更別村 更別村国民健康保険診療所 河西郡更別村字更別190番地1 0155-52-2301
広尾町 広尾町国民健康保険病院 広尾郡広尾町公園通南4丁目1番地13 01558-2-3111
大樹町 大樹町立国民健康保険病院 広尾郡大樹町暁町6番地2 01558-6-3111
池田町 十勝いけだ地域医療センター 中川郡池田町字西2条5丁目25番地 015-572-3181
本別町 本別町国民健康保険病院 中川郡本別町西美里別6番地8 0156-22-2025
足寄町 足寄町国民健康保険病院 足寄郡足寄町南2条3丁目1番地 0156-25-2155
陸別町 陸別町国民健康保険関寛斎診療所 足寄郡陸別町字陸別東2条3丁目1番地 0156-27-2135

（釧路総合振興局管内）
二次医療圏 市 町 村 医療機関名 住所 電話番号

独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院 釧路市中園町13番23号 0154-22-7191
総合病院釧路赤十字病院 釧路市新栄町21番14号 0154-22-7171
道東勤医協釧路協立病院 釧路市治水町3番14号 0154-24-6811
市立釧路総合病院 釧路市春湖台1番12号 0154-41-6121
社会医療法人孝仁会星が浦病院 釧路市星が浦大通3丁目9番13号 0154-54-2500
社会医療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院 釧路市愛国191番212号 0154-39-1222
医療法人社団三慈会釧路三慈会病院 釧路市幣舞町4番30号 0154-41-2299
医療法人東北海道病院 釧路市若竹町7番19号 0154-23-3425

厚岸町 町立厚岸病院 厚岸郡厚岸町字住の江町1丁目1番地 0153-52-3145
標茶町 標茶町立病院 川上郡標茶町開運4丁目1番地 015-485-2135

弟子屈町 ＪＡ北海道厚生連摩周厚生病院 川上郡弟子屈町泉2丁目3番1号 015-482-2241

（根室振興局管内）
二次医療圏 市 町 村 医療機関名 住所 電話番号

根室市 市立根室病院 根室市有磯町1丁目2番地 0153-24-3201
別海町 町立別海病院 野付郡別海町別海西本町103番地9 0153-75-2311

中標津町 町立中標津病院 標津郡中標津町西10条南9丁目1番地1 0153-72-8200
標津町 標津町国民健康保険標津病院 標津郡標津町北1条西5丁目6番1 0153-82-2111
羅臼町 知床らうす国民健康保険診療所 目梨郡羅臼町栄町100番地83 0153-87-2116

根室

北網

北見市

網走市

遠紋

紋別市

遠軽町

十勝

帯広市

音更町

釧路

釧路市

宗谷

稚内市
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３－６　道内の感染症指定医療機関

種別 振興局名 医療圏域 医　療　機　関　名 住　　　　　　　　所 指定病床数

第１種 石　狩 札　　幌 市立札幌病院 札幌市中央区北11条西13丁目1-1 2

種別 振興局名 医療圏域 医　療　機　関　名 住　　　　　　　　所 指定病床数

渡 島 南 渡 島 市立函館病院 函館市港町1丁目10番1号 6

檜 山 南 檜 山 道立江差病院 江差町伏木戸町484番地 4

渡 島
檜 山

北 渡 島 檜 山 八雲総合病院 八雲町東雲町50番地 4

石 狩 札 幌 市立札幌病院 札幌市中央区北11条西13丁目1-1 6

小樽市立病院 小樽市若松１丁目１－１ 2

ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院 倶知安町北4条東1丁目2番地 2

西 胆 振 市立室蘭総合病院 室蘭市山手町3丁目8番1号 4

東 胆 振 苫小牧市立病院 苫小牧市清水町1丁目5番20号 4

日 高 日 高 浦河赤十字病院 浦河町東町ちのみ1丁目2番1号 4

南 空 知 岩見沢市立総合病院 岩見沢市9条西7丁目2番地 4

中 空 知 砂川市立病院 砂川市西4条北3丁目1番1号 4

北 空 知 深川市立病院 深川市6条6番1号 4

上 川 中 部 市立旭川病院 旭川市金星町1丁目1番65号 6

上 川 北 部 名寄市立総合病院 名寄市西7条南8丁目1番地 4

富 良 野 北海道社会事業協会富良野病院 富良野市住吉町1番30号 4

留 萌 留 萌 留萌市立病院 留萌市東雲町2丁目16番 4

宗 谷 宗 谷 市立稚内病院 稚内市中央4丁目11番6号 4

北見赤十字病院 北見市北6条東2丁目1番地 2

ＪＡ北海道厚生連網走厚生病院 網走市北6条西1丁目9番地 2

広域紋別病院 紋別市落石町1丁目3番37号 2

ＪＡ北海道厚生連遠軽厚生病院 遠軽町大通北３丁目１番地５号 2

十 勝 十 勝 ＪＡ北海道厚生連帯広厚生病院 帯広市西6条南8丁目1番地 6

釧 路 釧 路 市立釧路総合病院 釧路市春湖台1番12号 4

根 室 根 室 市立根室病院 根室市有磯町１丁目２番地 4

計 １４振興局 ２１医療圏 ２１医療圏２４医療機関 92

※指定の考え方

１

２ 　感染症指定医療機関の指定のない医療圏については、隣接する医療圏の感染症指定医療機関で対応する。

上 川

北 網

後 志 後 志

空 知

第

２

種

胆 振

オホーツク

遠 紋

　 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第３８条第２項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める基準に
適合する病院について、その開設者の同意を得て、感染症指定医療機関を指定する。


