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1 石狩 札幌市 病院 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
内科、外科、整形外科、
その他

英語 ○ ○

2 石狩 札幌市 病院 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
内科、外科、整形外科、
その他

英語
中国語

○ ○

3 石狩 札幌市 病院 札幌南一条病院
札幌市中央区南1条西13
丁目317番地1

011-271-3711 内科、その他 中国語 ○

4 石狩 札幌市 病院 札幌西円山病院
札幌市中央区円山西町4
丁目7番25号

011-642-4121 内科、その他 英語 ○

5 石狩 札幌市 病院 萬田記念病院
札幌市中央区南2条西1丁
目1番地

011-231-4032 内科、その他 英語 ○

6 石狩 札幌市 病院 宮の森記念病院
札幌市中央区宮の森3条7
丁目5番25号

011-641-6641 内科、外科、その他 英語 ○

7 石狩 札幌市 有床診療所
山崎耳鼻咽喉科クリニッ
ク

札幌市中央区北11条西14
丁目1-16

011-757-3387 その他（耳鼻咽喉科） 中国語

8 石狩 札幌市 有床診療所
中央メディカルクリニッ
ク

札幌市中央区大通西5丁
目11番地大五ﾋﾞﾙ1階

011-222-0120 外科、その他 英語

9 石狩 札幌市 無床診療所 アスティ相沢眼科
札幌市中央区北4条西5丁
目ｱｽﾃｨ45ﾋﾞﾙ6階

011-205-6170 その他（眼科） 英語

外国語対応可能医療機関一覧
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10 石狩 札幌市 無床診療所 みやざき外科クリニック
札幌市中央区北5条西2丁
目5JRﾀﾜｰｵﾌｨｽﾌﾟﾗｻﾞ札幌7
階

011-209-5283 外科、その他 英語 ○

11 石狩 札幌市 無床診療所
上出脳神経外科クリニッ
ク

札幌市中央区北5条西2丁
目5JRﾀﾜｰｵﾌｨｽﾌﾟﾗｻﾞ札幌8
階

011-209-5232 その他（脳神経外科） 英語 ○

12 石狩 札幌市 無床診療所
北海道健診センタークリ
ニック

札幌市中央区北3条東13
丁目99-6

011-200-1558 内科、その他 英語 ○

13 石狩 札幌市 無床診療所 清野内科クリニック
札幌市中央区大通西4丁
目1道銀ﾋﾞﾙ7階

011-221-2213 内科、その他 英語

14 石狩 札幌市 無床診療所 上條甲状腺クリニック
札幌市中央区大通西14丁
目3-1大通丸一ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
3階

011-272-6688 内科 英語

15 石狩 札幌市 無床診療所 中川眼科
札幌市中央区大通西16丁
目1-30 FUYO No.10ﾋﾞﾙ3
階

011-616-2101 その他（眼科） 英語

16 石狩 札幌市 無床診療所 大通じんぼ皮膚科
札幌市中央区大通西17丁
目1-27札幌ﾒﾃﾞｨｹｱｾﾝﾀｰﾋﾞ
ﾙ4階

011-618-1212 その他（皮膚科） 英語

17 石狩 札幌市 無床診療所
セントラルＣＩクリニッ
ク

札幌市中央区大通西17丁
目1-27札幌ﾒﾃﾞｨｹｱｾﾝﾀｰﾋﾞ
ﾙ

011-623-1131 その他（放射線診断科） 英語 ○

18 石狩 札幌市 無床診療所
札幌中央ファミリークリ
ニック

札幌市中央区南1条西11
丁目ﾜﾝｽﾞ南1条ﾋﾞﾙ6F

011-272-3455 内科、その他 英語
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19 石狩 札幌市 無床診療所 岩澤クリニック
札幌市中央区南1条西16
丁目ﾚｰﾍﾞﾝﾋﾞﾙ2階

011-613-6000 その他（泌尿器科） 英語

20 石狩 札幌市 無床診療所 林レディースクリニック
札幌市中央区南2条西3丁
目ｴﾙｾﾝﾄﾛ札幌3階

011-206-3050 内科、その他 英語

21 石狩 札幌市 無床診療所
浜田内科消化器科クリ
ニック

札幌市中央区南3条西2丁
目1-1ﾏﾘｵﾝﾋﾞﾙ4階

011-219-5555 内科、その他 英語

22 石狩 札幌市 無床診療所 南７条クリニック
札幌市中央区南7条西9丁
目1024-2

011-551-2121 外科、その他 英語

23 石狩 札幌市 無床診療所 さっぽろ幌西クリニック
札幌市中央区南9条西15
丁目3-30

011-551-3315 内科、整形外科、その他 英語

24 石狩 札幌市 無床診療所 札幌山鼻整形外科
札幌市中央区南15条西11
丁目1-3

011-513-3030 整形外科、その他 英語

25 石狩 札幌市 無床診療所 札幌中央クリニック
札幌市中央区大通西 2丁
目5番地の1都心ﾋﾞﾙ4F

011-200-1761 その他（皮膚科） 英語 ○

26 石狩 札幌市 無床診療所 おさない眼科
札幌市中央区大通西10丁
目大通ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2F

011-261-1010 その他（眼科） 英語

27 石狩 札幌市 無床診療所
加藤直子皮膚科スキンク
リニック

札幌市中央区北1条西7丁
目 ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾏｰｸｽ札幌北1
条 6階

011-211-0997 その他（皮膚科） 英語

28 石狩 札幌市 無床診療所 セントベビークリニック
札幌市中央区北1条西2丁
目1番地 札幌時計台ﾋﾞﾙ1
階

011-215-0880 その他（産婦人科） 英語
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29 石狩 札幌市 無床診療所
西１８丁目・手のクリ
ニック

札幌市中央区大通西17丁
目1-27 札幌ﾒﾃﾞｨｹｱｾﾝﾀｰ
ﾋﾞﾙ4階

011-621-4263 整形外科、その他 英語

30 石狩 札幌市 無床診療所
行啓通り　かこクリニッ
ク

札幌市中央区南14条西8
丁目5-1 ｸﾘｵ行啓通壱番
館1階

011-596-9500 内科 英語

31 石狩 札幌市 無床診療所
サッポロファクトリー皮
フ科・スキンケアクリ
ニック

札幌市中央区北2条東4丁
目1-2 ｻｯﾎﾟﾛﾌｧｸﾄﾘｰ2条館
4階

011-252-4112 その他（皮膚科） 英語 ○

32 石狩 札幌市 無床診療所
市立病院前整形外科クリ
ニック

札幌市中央区北11条西14
丁目1-1 ほくやくﾋﾞﾙ2階

011-727-3000 整形外科 英語

33 石狩 札幌市 無床診療所
アリビオ　桑園クリニッ
ク

札幌市中央区北11条西14
丁目1番72-108号

011-738-2288 内科、その他
英語
韓国語

34 石狩 札幌市 無床診療所
桑園オリーブ皮膚科クリ
ニック

札幌市中央区北11条西15
丁目2番1号ｻﾝｴｰｱｲﾝﾋﾞﾙ3
階

011-708-3927 その他（皮膚科） 英語 ○

35 石狩 札幌市 無床診療所 幹メンタルクリニック
札幌市中央区大通西20丁
目2番20号

011-622-2525 その他（精神科） 英語

36 石狩 札幌市 有床診療所
豊水総合メディカルクリ
ニック

札幌市中央区南7条西2丁
目1番4

011-520-2310 内科、その他 英語

37 石狩 札幌市 無床診療所 桑園駅前内科クリニック
札幌市中央区北10条西15
丁目1-57　ブランズ札幌
桑園駅前ウエスト

011-642-3111 内科、その他 英語

38 石狩 札幌市 無床診療所
バッチ自然療法クリニッ
ク（ＢＮＣ）

札幌市中央区南22条西11
丁目1番48号

011-561-5111 内科、小児科、その他 英語
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39 石狩 札幌市 病院 大塚眼科病院
札幌市北区北16条西4丁
目2-17

011-747-5211 その他（眼科） 英語

40 石狩 札幌市 病院
札幌マタニティ・ウイメ
ンズホスピタル

札幌市北区北13条西4丁
目2番23号

011-746-5505 小児科、その他 英語 ○

41 石狩 札幌市 無床診療所 札幌北クリニック
札幌市北区北18条西2丁
目1-10

011-747-7157 その他（腎臓内科） 英語

42 石狩 札幌市 無床診療所 池田内科
札幌市北区新琴似1条13
丁目1-7

011-764-8833 内科、小児科、その他 英語

43 石狩 札幌市 有床診療所 札幌北脳神経外科
札幌市北区新琴似6条17
丁目7-10

011-766-1212 その他（脳神経外科） 英語 ○

44 石狩 札幌市 無床診療所 さとう小児科医院
札幌市北区北25条西5丁
目1番1号

011-756-5007 小児科、その他 英語

45 石狩 札幌市 無床診療所 中野整形北クリニック
札幌市北区北27条西5丁
目1-28

011-736-4002 整形外科、その他 英語

46 石狩 札幌市 無床診療所 ファミール内科
札幌市北区北29条西4丁
目2番1-158

011-746-3988 内科、その他 英語

47 石狩 札幌市 無床診療所 宮本内科
札幌市北区北7条西2丁目
東京建物札幌ﾋﾞﾙ3F

011-756-1511 内科、その他 英語

48 石狩 札幌市 無床診療所 小林皮膚科クリニック
札幌市北区北7条西4丁目
宮澤鋼業ﾋﾞﾙ2階

011-738-5511 その他（皮膚科） 英語
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49 石狩 札幌市 無床診療所
札幌複十字総合健診セン
ター

札幌市北区北8条西3丁目
28番地札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ5階

011-700-1331 内科、その他 英語

50 石狩 札幌市 無床診療所
小林皮膚科クリニック
８・３プラザ診療室

札幌市北区北8条西3丁目
ﾃﾞｨｰｸﾞﾗﾌｫｰﾄｻｯﾎﾟﾛｽﾃｰｼｮﾝ
ﾀﾜｰ2階

011-887-6877 その他（皮膚科） 英語

51 石狩 札幌市 無床診療所 リラ整形外科クリニック
札幌市北区屯田 9条 3丁
目1番20号 屯田ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰ
ﾙ1階

011-776-5577 整形外科、その他 英語

52 石狩 札幌市 無床診療所
まつもとメンタルクリ
ニック

札幌市北区北7条西5丁目
7番1号  札幌北ｽｶｲﾋﾞﾙ 6
階

011-756-6000 その他（精神科） 英語

53 石狩 札幌市 無床診療所
北１６条内科循環器クリ
ニック

札幌市北区北16条西4丁
目1-19 佐藤ﾋﾞﾙ 2階

011-738-1212 内科、その他 英語

54 石狩 札幌市 病院 勤医協中央病院
札幌市東区東苗穂5条1丁
目9番1号

011-782-9111
内科、外科、整形外科、
その他

英語 ○ ○

55 石狩 札幌市 病院 天使病院
札幌市東区北12条東3丁
目1-1

011-711-0101
内科、外科、整形外科、
小児科、その他

英語 ○

56 石狩 札幌市 病院 札幌東徳洲会病院
札幌市東区北33条東14丁
目3番1号

011-722-1110
内科、外科、整形外科、
小児科、その他

英語
中国語
ロシア語

○ ○

57 石狩 札幌市 病院 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
その他（循環器科、脳神
経外科、婦人科）

英語 ○ ○

58 石狩 札幌市 病院 さっぽろ神経内科病院
札幌市東区北21条東21丁
目2番1号

011-870-5700 内科、その他 英語
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59 石狩 札幌市 有床診療所 野沢医院
札幌市東区北17条東1丁
目2番地25号

011-741-3535 内科、小児科、その他 英語

60 石狩 札幌市 無床診療所 北愛医院
札幌市東区北16条東16丁
目1番13号北愛ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ
2階

011-783-0736 外科、整形外科、その他 中国語

61 石狩 札幌市 有床診療所 こんの産婦人科
札幌市東区北12条東15丁
目5-18

011-742-8228 その他（産婦人科） 中国語

62 石狩 札幌市 有床診療所
さっぽろ神経内科クリ
ニック

札幌市東区北21条東21丁
目2-17

011-780-2233 内科、その他 英語

63 石狩 札幌市 無床診療所 司馬内科クリニック
札幌市東区北41条東2丁
目3-14ﾉｰｽﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2階

011-722-8111 内科 中国語

64 石狩 札幌市 無床診療所
あんざい整形外科クリ
ニック

札幌市東区北42条東16丁
目1-1 N42ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2階

011-789-2525 整形外科、その他 英語

65 石狩 札幌市 無床診療所 元町整形外科
札幌市東区北21条東16丁
目1-11

011-781-6151 整形外科、その他 英語

66 石狩 札幌市 無床診療所 元町こどもクリニック
札幌市東区北24条東21丁
目5-1ｸﾞﾘｰﾝﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ2階

011-782-2820 小児科、その他 英語

67 石狩 札幌市 無床診療所 北光記念クリニック
札幌市東区北27条東8丁
目1-15

011-722-1122 内科、その他 英語

68 石狩 札幌市 無床診療所
アリオ札幌皮膚科クリ
ニック

札幌市東区北7条東9丁目
2-20

011-752-7850 その他（皮膚科） 英語
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69 石狩 札幌市 病院 三樹会病院
札幌市白石区東札幌2条3
丁目6番10号

011-824-3131 その他（泌尿器科） 英語 ○

70 石狩 札幌市 病院 北新病院
札幌市白石区菊水元町3
条3丁目1番18号

011-871-3660 整形外科、その他 英語 ○ ○

71 石狩 札幌市 有床診療所 大橋眼科
札幌市白石区本通6丁目
北1-1

011-864-4656 その他（眼科） 英語

72 石狩 札幌市 有床診療所 菊水整形外科
札幌市白石区菊水三条2
丁目13-1

011-816-1515 整形外科、その他 英語

73 石狩 札幌市 有床診療所 北都眼科
札幌市白石区北郷3条8丁
目5-36

011-874-4011 その他（眼科） 英語

74 石狩 札幌市 無床診療所 田川眼科
札幌市白石区南郷通1丁
目北1-1 ST相馬ﾋﾞﾙ2階

011-864-8671 その他（眼科） 英語

75 石狩 札幌市 無床診療所
松田内科循環器科クリ
ニック

札幌市白石区本通8丁目
南1-30

011-867-8000 内科、その他 英語

76 石狩 札幌市 無床診療所
青空たけうち内科クリ
ニック

札幌市白石区菊水元町5
条2丁目2-40

011-872-3558 内科 英語

77 石狩 札幌市 有床診療所 にれの杜クリニック
札幌市白石区菊水上町4
条2丁目359番1

011-833-1120
内科、外科、整形外科、
その他

英語 ○

78 石狩 札幌市 病院 ＪＣＨＯ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
内科、外科、整形外科、
小児科、その他

英語 ○ ○
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79 石狩 札幌市 病院 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 その他（脳神経外科） 英語 ○ ○

80 石狩 札幌市 病院 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 整形外科、その他 英語 ○ ○

81 石狩 札幌市 有床診療所
福住産科婦人科クリニッ
ク

札幌市豊平区福住3条1丁
目2-24

011-836-1188 その他（産婦人科） 英語

82 石狩 札幌市 有床診療所 福住泌尿器科クリニック
札幌市豊平区福住3条1丁
目6-12

011-836-8881 その他（泌尿器科） 英語

83 石狩 札幌市 有床診療所 兼古循環器クリニック
札幌市豊平区月寒東1条
10丁目1番1号

011-857-4141 内科、その他 英語 ○

84 石狩 札幌市 無床診療所
北海道大野病院附属はま
や循環器クリニック

札幌市豊平区月寒中央通
7丁目6-20JA月寒中央ﾋﾞﾙ
5階

011-857-2666 内科、その他 英語 ○

85 石狩 札幌市 無床診療所 旭町医院
札幌市豊平区旭町3丁目
2-36

011-811-0345 内科 英語

86 石狩 札幌市 無床診療所 苅谷内科クリニック
札幌市豊平区平岸2条1丁
目7-11

011-832-2521 内科 英語

87 石狩 札幌市 無床診療所 山口整形外科クリニック
札幌市豊平区平岸2条14
丁目1-22今崎ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2
階

011-837-5111 整形外科、その他 英語 ○

88 石狩 札幌市 無床診療所 美園クリニック
札幌市豊平区美園7条3丁
目2番1号

011-876-0530 内科 英語
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89 石狩 札幌市 無床診療所 ヘルスケアクリニック光
札幌市豊平区月寒東1条
19丁目3-49中央ﾊﾞｽ観光
ｶﾞｲﾄﾞｾﾝﾀｰ3階

011-858-1043 内科、その他 英語

90 石狩 札幌市 病院 定山渓病院
札幌市南区定山渓温泉西
3丁目71番地

011-598-3323 内科、その他
英語
中国語

○

91 石狩 札幌市 病院 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 整形外科、その他 英語 ○ ○

92 石狩 札幌市 病院 石山病院
札幌市南区石山2条8丁目
2番12号

011-591-7167 内科、その他（精神科） 英語

93 石狩 札幌市 無床診療所
中根敏得リハビリテー
ション内科小児科医院

札幌市南区南32条西10丁
目2-1

011-582-3131 内科、小児科、その他 英語

94 石狩 札幌市 無床診療所
なかがわ内科循環器科ク
リニック

札幌市南区川沿5条2丁目
29-9ｵｻﾀﾞ川沿ﾋﾞﾙ2階

011-573-5555 内科、その他 英語 ○

95 石狩 札幌市 病院
イムス札幌消化器中央総
合病院

札幌市西区八軒2条西1丁
目1番1号

011-611-1391
内科、外科、整形外科、
その他

英語
中国語
韓国語

○

96 石狩 札幌市 病院 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
内科、外科、整形外科、
その他

英語 ○

97 石狩 札幌市 有床診療所 札幌西整形外科
札幌市西区宮の沢1条4丁
目7-25

011-666-6600 整形外科、その他 英語

98 石狩 札幌市 無床診療所 後藤田医院
札幌市西区西野3条9丁目
10-37

011-663-8170 内科、小児科 英語
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99 石狩 札幌市 無床診療所 あべ内科クリニック
札幌市西区西町北7丁目
2-11西さっぽろﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞ
ﾙ 3階

011-666-7301 内科 英語

100 石狩 札幌市 無床診療所
宮の沢小池こどもクリ
ニック

札幌市西区西町北20丁目
3-10

011-669-5551 小児科 英語

101 石狩 札幌市 無床診療所 ことに眼科クリニック
札幌市西区琴似2条1丁目
1-20 琴似ﾀﾜｰﾌﾟﾗｻﾞ2F

011-623-1150 その他（眼科） 英語

102 石狩 札幌市 無床診療所
ホサナファミリークリ
ニック

札幌市西区宮の沢1条4丁
目4-47

011-688-9807 内科、小児科 英語

103 石狩 札幌市 病院 北央病院
札幌市厚別区青葉町11丁
目2番10号

011-892-8531 内科、外科、その他
英語
中国語

○

104 石狩 札幌市 病院 羊ヶ丘病院
札幌市厚別区青葉町3丁
目1番10号

011-351-2211 内科、整形外科、その他 英語 ○ ○

105 石狩 札幌市 有床診療所 新札幌乳腺クリニック
札幌市厚別区厚別中央3
条4丁目22-2

011-893-8080 その他（乳腺外科） 英語

106 石狩 札幌市 無床診療所 夏井坂内科クリニック
札幌市厚別区大谷地東4
丁目1-2しんたくﾀｰﾐﾅﾙﾌﾟ
ﾗｻﾞ2階

011-893-1678 内科、その他 英語

107 石狩 札幌市 無床診療所
大谷地形成外科美容外科
クリニック

札幌市厚別区大谷地東5
丁目1-43 MRSﾋﾞﾙ2F

011-891-3388 その他（美容外科） 英語 ○

108 石狩 札幌市 無床診療所
おおにし内科・リウマチ
科クリニック

札幌市厚別区厚別中央2
条5丁目4番6号

011-890-0024 内科、その他 英語
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109 石狩 札幌市 病院
イムス札幌内科リハビリ
テーション病院

札幌市手稲区手稲金山
124番地

011-681-2105 内科、整形外科、その他 英語 ○

110 石狩 札幌市 病院 北都病院
札幌市手稲区手稲山口
550番地

011-683-6667 内科、その他 英語 ○

111 石狩 札幌市 病院 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
内科、外科、整形外科、
小児科、その他

英語 ○ ○

112 石狩 札幌市 病院 西成病院
札幌市手稲区曙2条2丁目
2番27号

011-681-9321 内科、その他 英語 ○

113 石狩 札幌市 無床診療所 芝木皮ふ科医院
札幌市手稲区手稲本町2
条4丁目3-1

011-682-3130 その他（皮膚科） 英語

114 石狩 札幌市 無床診療所 上原内科クリニック
札幌市手稲区稲穂1条7丁
目2-21

011-681-7070 内科 英語

115 石狩 札幌市 無床診療所 かわばた内科クリニック
札幌市手稲区新発寒4条5
丁目13-13

011-688-2525 内科、その他 英語

116 石狩 札幌市 無床診療所 水口整形外科医院
札幌市手稲区新発寒5条6
丁目1-5

011-685-6211 整形外科 英語

117 石狩 札幌市 無床診療所 手稲渓仁会クリニック
札幌市手稲区前田1条12
丁目357

011-685-3888
内科、外科、小児科、そ
の他

英語 ○

118 石狩 札幌市 無床診療所
ていね耳鼻咽喉科クリ
ニック

札幌市手稲区前田5条6丁
目3-23

011-699-9987 その他（耳鼻咽喉科）
英語
中国語

○
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119 石狩 札幌市 無床診療所
札幌ファミリークリニッ
ク

札幌市手稲区星置2条4丁
目2-22

011-695-5211 内科、その他
英語
韓国語

120 石狩 札幌市 無床診療所 手稲山クリニック
札幌市手稲区曙5条3丁目
1番1号

011-688-3366 内科、その他 英語 ○

121 石狩 札幌市 有床診療所 手稲家庭医療クリニック
札幌市手稲区前田 2条10
丁目 1番10号

011-685-3920 内科、小児科、その他 英語 ○

122 石狩 札幌市 無床診療所
生涯医療クリニックさっ
ぽろ

札幌市手稲区前田1条12
丁目357番地22

011-685-2799 内科、小児科 英語

123 石狩 札幌市 病院 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
内科、外科、整形外科、
その他

英語 ○ ○

124 石狩 札幌市 病院 札幌清田病院
札幌市清田区真栄1条1丁
目1番1号

011-883-6111 内科、外科、その他 英語 ○

125 石狩 札幌市 無床診療所 美しが丘じんぼ皮膚科
札幌市清田区美しが丘1
条6丁目2-1

011-888-2676 その他（皮膚科） 英語

126 石狩 札幌市 無床診療所 鈴木内科医院
札幌市清田区清田4条2丁
目10-25

011-882-2233 内科、その他 英語

127 石狩 札幌市 無床診療所 あだち内科クリニック
札幌市清田区平岡6条2丁
目2-10平岡ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ

011-886-3338 内科 英語

128 石狩 札幌市 無床診療所
脳神経外科ふくおかクリ
ニック

札幌市清田区美しが丘3
条6丁目9-21

011-886-2727 その他（脳神経外科） 英語
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129 石狩 江別市 有床診療所 池永クリニック 江別市文京台東町11-24 011-387-1111
内科、外科、整形外科、
その他

英語
中国語

○

130 石狩 江別市 有床診療所 江別やまもと整形外科 江別市高砂町3番地の3 011-381-8008 整形外科 英語 ○

131 石狩 江別市 無床診療所 郷外科医院 江別市一番町13-1 011-382-2559 外科、整形外科、その他 英語

132 石狩 江別市 無床診療所 松尾こどもクリニック
江別市高砂町25-11江別ﾒ
ﾃﾞｨｶﾙ3階

011-384-8819 小児科 英語

133 石狩 江別市 無床診療所 片山内科胃腸科医院 江別市野幌代々木町16-3 011-385-5050 内科 英語

134 石狩 江別市 無床診療所
ウルトラ内科小児科クリ
ニック

江別市大麻栄町11-9 011-688-8801 内科、小児科 英語

135 石狩 江別市 無床診療所 こんの小児科医院
江別市野幌代々木町15番
地2

011-391-1148 小児科 英語

136 石狩 千歳市 病院 市立千歳市民病院 千歳市北光2丁目1番1号 0123-24-3000
内科、外科、整形外科、
小児科、その他

英語
中国語
韓国語
ロシア語

○ ○

137 石狩 千歳市 有床診療所
マミーズクリニックちと
せ

千歳市信濃2丁目1-13 0123-27-4103 その他（産科） 英語

138 石狩 千歳市 無床診療所 神谷医院 千歳市花園5丁目1-2 0123-23-3395 小児科 英語
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139 石狩 恵庭市 病院 恵み野病院
恵庭市恵み野西2丁目3番
地5

0123-36-7555
内科、外科、整形外科、
小児科、その他

英語 ○ ○

140 石狩 恵庭市 無床診療所 岡田内科小児科医院
恵庭市恵み野西6丁目20-
1

0123-37-1414 内科、小児科 英語

141 石狩 恵庭市 無床診療所 恵み野皮膚科クリニック
恵庭市恵み野西6丁目21-
1

0123-37-3111 その他（皮膚科） 英語

142 石狩 北広島市 無床診療所
大曲ファミリークリニッ
ク

北広島市大曲緑ヶ丘1丁
目12-1

011-377-6621 内科、外科、小児科 英語

143 石狩 北広島市 無床診療所 北広島おぎの眼科
北広島市北進町1丁目2番
地2北広島ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ1階

011-370-1010 その他（眼科） 英語 ○

144 石狩 当別町 無床診療所
美松スウェーデン通り内
科循環器科クリニック

石狩郡当別町太美町
1488-348

0133-25-3151 内科、小児科、その他 英語

145 渡島 函館市 病院 函館五稜郭病院 函館市五稜郭町38番3号 0138-51-2295
内科、外科、整形外科、
小児科、その他

英語 ○ ○

146 渡島 函館市 病院 函館新都市病院 函館市石川町331番地1 0138-46-1321 内科、整形外科、その他 ロシア語 ○

147 渡島 函館市 無床診療所 こんクリニック時任 函館市時任町35番24号 0138-33-1233 内科、外科 英語

148 渡島 函館市 無床診療所 佐藤内科小児科医院 函館市桔梗4丁目8番25号 0138-46-1212 内科、小児科、その他 英語
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149 渡島 函館市 有床診療所 本間眼科医院 函館市亀田本町55番1号 0138-41-6229 その他（眼科） 英語 ○

150 渡島 函館市 無床診療所 森内科 函館市東雲町11番1号 0138-23-7231 内科、その他 英語

151 渡島 函館市 無床診療所 清水眼科クリニック
函館市湯川町3丁目25番
16号

0138-36-2222 その他（眼科） 英語

152 渡島 函館市 無床診療所 今整形外科 函館市本町30番36号 0138-52-7551 整形外科、その他 英語

153 渡島 函館市 無床診療所 高橋内科呼吸器科医院 函館市柳町9番3号 0138-52-7811 内科、その他 英語

154 渡島 函館市 無床診療所 葛西内科小児科医院 函館市本町5番10号 0138-52-1757
内科、外科、小児科、そ
の他

英語

155 渡島 函館市 無床診療所 こんクリニック松濤 函館市松風町18番17号 0138-27-0123 内科、整形外科、その他 英語

156 渡島 函館市 無床診療所 ゆのかわ温泉整形外科
函館市湯川町1丁目6番4
号

0138-59-2925 整形外科、その他
英語
韓国語

157 渡島 函館市 無床診療所
榊原循環器科内科クリ
ニック

函館市大川町12番22号 0138-43-1222 その他（循環器科） 英語

158 渡島 函館市 無床診療所 日吉皮膚科クリニック
函館市日吉町1丁目1番13
号

0138-30-3003 その他（皮膚科） 英語
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159 渡島 函館市 有床診療所 藤岡眼科 函館市石川町450-2 0138-34-5550 その他（眼科） 英語 ○

160 渡島 函館市 無床診療所 飯田内科クリニック 函館市柏木町15番2号 0138-32-7000 内科、その他 英語

161 渡島 函館市 無床診療所
こにし内科・心臓血管ク
リニック

函館市末広町3番15号 0138-83-2080 内科、その他 英語

162 渡島 北斗市 無床診療所 増田クリニック 北斗市本町2丁目7番8号 0138-77-8105 内科、小児科、その他 英語

163 渡島 松前町 病院 松前町立松前病院
松前郡松前町字大磯174
番地の1

01394-2-2515
内科、外科、整形外科、
小児科、その他

英語 ○

164 渡島 福島町 無床診療所 小笠原クリニック
松前郡福島町字館崎350
番地の27

0139-48-5231 内科、小児科、その他 英語

165 渡島 七飯町 無床診療所 小児科ひよこクリニック
亀田郡七飯町大川8丁目
12番15号

0138-65-1311 小児科 英語

166 渡島 七飯町 無床診療所
七飯耳鼻咽喉科クリニッ
ク

亀田郡七飯町本町6丁目6
番5号

0138-66-2677 その他（耳鼻咽喉科） 英語

167 檜山 せたな町 病院 道南ロイヤル病院
久遠郡せたな町北檜山区
北檜山322番地の4

0137-84-5011 内科、外科、その他 中国語 ○

168 後志 小樽市 病院 小樽中央病院 小樽市入船2丁目2番18号 0134-21-2222
内科、外科、整形外科、
その他

英語 ○
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169 後志 小樽市 有床診療所
脳神経外科おたる港南ク
リニック

小樽市真栄1丁目6番1号 0134-31-5566 その他（脳神経外科） 英語

170 後志 倶知安町 病院 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
内科、外科、整形外科、
小児科、その他

英語 ○ ○
訪日外国人旅行者受入
れ医療機関

日常会話程度

171 後志 倶知安町 無床診療所 たいようクリニック
虻田郡倶知安町南3条東5
丁目1番地2

0136-21-5600 内科、その他 英語 ○

172 後志 泊村 無床診療所 茅沼診療所
古宇郡泊村大字茅沼村
711番地3

0135-75-3651 内科、外科、その他 英語

173 空知 岩見沢市 病院 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
内科、外科、整形外科、
その他

中国語 ○ ○

174 空知 滝川市 無床診療所 どうちん内科消化器科 滝川市栄町2丁目5番13号 0125-23-1818 内科、その他 英語

175 上川 旭川市 病院 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
内科、外科、整形外科、
小児科、その他

英語 ○ ○

176 上川 旭川市 病院 旭川赤十字病院 旭川市曙1条1丁目1番1号 0166-22-8111
内科、外科、整形外科、
小児科、その他

英語 ○ ○

177 上川 旭川市 病院 沼崎病院 旭川市8条通8丁目43番地 0166-23-2090 内科、その他 英語

178 上川 旭川市 病院 東旭川病院
旭川市東旭川北1条6丁目
146番地1

0166-36-2240
内科、外科、整形外科、
その他

英語
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179 上川 旭川市 有床診療所 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 内科、その他 英語 ○ ○

180 上川 旭川市 有床診療所 並木通りクリニック
旭川市春光3条7丁目7番1
号

0166-59-7390 内科、その他 英語

181 上川 旭川市 無床診療所 寺西眼科医院
旭川市神居2条6丁目2番
14号

0166-62-0285 その他（眼科） 英語

182 上川 旭川市 無床診療所 大山内科医院
旭川市東光7条6丁目1番
16号

0166-33-7676 内科、その他 英語

183 上川 旭川市 無床診療所 くまいクリニック
旭川市宮下通9丁目396番
1たまﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ3階

0166-24-8733 その他（耳鼻咽喉科） 英語

184 上川 旭川市 無床診療所
たかはし耳鼻咽喉科・ア
レルギー科クリニック

旭川市宮下通7丁目 旭川
駅前ﾋﾞﾙ4階

0166-23-4133 その他（耳鼻咽喉科） 英語

185 上川 旭川市 無床診療所
クリスタル橋内科クリ
ニック

旭川市1条通6丁目78番地
1 ｸﾘｽﾀﾙﾋﾞﾙ2階､3階

0166-22-9600 内科、その他 英語

186 上川 旭川市 無床診療所 整形外科内科吉田医院
旭川市3条通9丁目551番
地2ﾀﾞｲﾒｯｸｽﾋﾞﾙ1階

0166-29-1021 内科、整形外科 英語

187 上川 旭川市 無床診療所
やまもとこどもクリニッ
ク

旭川市神居2条21丁目91
番地の1

0166-60-4976 小児科、その他 英語

188 上川 旭川市 有床診療所
アイ・ウィミンズクリ
ニック

旭川市神楽3条12丁目1番
45号

0166-60-1103 その他（産科） 英語 ○

19 / 24 



番号
所在
振興局名

所在
市町村

施設
区分

名称 所在地 電話番号
主な診療科目（内科、外
科、整形外科、小児科）

対応言語
名称

救急
告示

クレジット
カード利用
の可否

備考 会話のレベル

外国語対応可能医療機関一覧

189 上川 旭川市 無床診療所
永山内科・呼吸器内科ク
リニック

旭川市永山4条10丁目2番
16号

0166-46-5511 内科、その他 英語

190 上川 士別市 無床診療所 上士別医院
士別市上士別町16線南3
番地

0165-24-2250
内科、外科、小児科、そ
の他

韓国語

191 上川 士別市 無床診療所 道北クリニック
士別市東1条15丁目3144-
166

0165-23-1111
内科、外科、小児科、そ
の他

韓国語

192 上川 東神楽町 無床診療所 ひじり野小池クリニック
上川郡東神楽町ひじり野
北1条3丁目1番1号

0166-83-5580 内科、その他 英語

193 上川 上富良野町 無床診療所 小野沢整形外科
空知郡上富良野町南町2
丁目1054番地301

0167-39-4177 整形外科、その他 英語

194 上川 下川町 病院 下川病院 上川郡下川町西町36番地 01655-4-2039
内科、外科、小児科、そ
の他

英語 ○

195 上川 中川町 有床診療所 中川町立診療所
中川郡中川町字中川382
番地の1

01656-7-2018
内科、外科、整形外科、
小児科、その他

英語 ○

196 留萌 留萌市 病院 留萌市立病院
留萌市東雲町2丁目16番
地

0164-49-1011
内科、外科、整形外科、
小児科、その他

英語 ○ ○

197 留萌 小平町 無床診療所 小平診療所
留萌郡小平町字小平町
163番地の1

0164-56-2821
内科、外科、小児科、そ
の他

英語

198 留萌 初山別村 無床診療所 初山別診療所
苫前郡初山別村字初山別
122-8

0164-67-2027 内科、小児科 中国語

20 / 24 



番号
所在
振興局名

所在
市町村

施設
区分

名称 所在地 電話番号
主な診療科目（内科、外
科、整形外科、小児科）

対応言語
名称

救急
告示

クレジット
カード利用
の可否

備考 会話のレベル

外国語対応可能医療機関一覧

199 宗谷 稚内市 病院 市立稚内病院 稚内市中央4丁目11番6号 0162-23-2771
内科、外科、整形外科、
小児科、その他

英語 ○
図示や単語の羅
列で対応が可能

200 宗谷 幌延町 有床診療所 幌延町立診療所 天塩郡幌延町1条北2丁目 01632-5-1221 内科、外科、その他 英語 ○

201 網走 北見市 病院 北見赤十字病院
北見市北6条東2丁目1番
地

0157-24-3115
内科、外科、整形外科、
小児科、その他

英語 ○ ○ 日常会話程度

202 網走 北見市 無床診療所 愛し野内科クリニック 北見市端野町三区366番6 0157-67-6565 内科、小児科、その他 英語

203 網走 美幌町 無床診療所 田中医院
網走郡美幌町字西1条北3
丁目1番地

0152-73-2913 内科、小児科、その他 英語

204 胆振 室蘭市 病院 日鋼記念病院
室蘭市新富町1丁目5番13
号

0143-24-1331
内科、外科、整形外科、
小児科、その他

英語 ○ ○

205 胆振 室蘭市 病院 製鉄記念室蘭病院
室蘭市知利別町1丁目45
番地

0143-44-4650
内科、外科、整形外科、
小児科、その他

英語 ○ ○
訪日外国人旅行者受入
れ医療機関

図示や単語の羅
列で対応が可能

206 胆振 室蘭市 無床診療所 小野瀬整形外科
室蘭市知利別町2丁目26-
7

0143-45-5555 整形外科、その他 英語

207 胆振 苫小牧市 病院 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
内科、外科、整形外科、
その他

英語 ○ ○

208 胆振 苫小牧市 病院 植苗病院 苫小牧市字植苗52番地2 0144-58-2314 その他（精神科） 英語
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209 胆振 苫小牧市 無床診療所
さくらファミリークリ
ニック

苫小牧市東開町3丁目17-
21

0144-55-6526 内科、小児科、その他 韓国語

210 胆振 伊達市 有床診療所 守谷内科医院 伊達市鹿島町31番地 0142-23-6633 内科、その他 英語

211 胆振 伊達市 無床診療所 末永町内科クリニック 伊達市末永町49番地7 0142-22-6622 内科、その他 英語

212 胆振 洞爺湖町 病院 洞爺協会病院
虻田郡洞爺湖町高砂町
126番地

0142-74-2555
内科、外科、整形外科、
小児科、その他

英語 ○ ○
訪日外国人旅行者受入
れ医療機関

図示や単語の羅
列で対応が可能

213 日高 浦河町 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
内科、外科、整形外科、
小児科、その他

英語 ○ ○

214 日高 新ひだか町 無床診療所 山田クリニック
日高郡新ひだか町静内旭
町1丁目30番27号

0146-43-0008
内科、外科、小児科、そ
の他

英語

215 日高 新ひだか町 無床診療所 佐藤眼科
日高郡新ひだか町静内青
柳町1丁目9番19号

0146-45-0333 その他（眼科） 英語

216 十勝 帯広市 病院 黒澤病院 帯広市大通南4丁目1番地 0155-24-2200 内科、整形外科、その他 英語 ○ ○

217 十勝 帯広市 病院 北斗病院 帯広市稲田町基線7番地5 0155-48-8000
内科、外科、整形外科、
小児科、その他

英語
中国語
韓国語
ロシア語

○ ○

218 十勝 帯広市 有床診療所
帯広レディースクリニッ
ク

帯広市西3条南4丁目14番
地三条ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2階

0155-22-3773 その他（婦人科） 英語
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219 十勝 帯広市 有床診療所 帯広眼科
帯広市大通南13丁目15番
地

0155-22-7817 その他（眼科） 英語

220 十勝 帯広市 有床診療所 原田眼科医院
帯広市東4条南10丁目8番
地

0155-24-0233 その他（眼科） 英語

221 十勝 帯広市 無床診療所
満岡内科循環器クリニッ
ク

帯広市大空町3丁目14番
地3

0155-48-9111 内科、小児科、その他 英語

222 十勝 帯広市 無床診療所
さわい内科循環器科クリ
ニック

帯広市西10条南17丁目1
番地

0155-21-0381 内科、その他 英語

223 十勝 帯広市 無床診療所 いしだ内科・循環器科
帯広市西24条南3丁目31
番地12

0155-37-0011 内科、その他 英語

224 十勝 帯広市 無床診療所 北斗クリニック 帯広市稲田町基線9番地1 0155-47-8000
内科、外科、整形外科、
その他

英語
中国語
韓国語
ロシア語

○

225 十勝 帯広市 無床診療所 横山内科クリニック 帯広市西6条南6丁目4-3 0155-20-5011 内科 英語

226 十勝 音更町 病院 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
内科、外科、整形外科、
小児科、その他

英語 ○ ○

227 十勝 音更町 無床診療所
耳鼻咽喉科おとふけクリ
ニック

河東郡音更町木野西通り
16丁目1-28

0155-32-2288 その他（耳鼻咽喉科） 英語

228 十勝 上士幌町 無床診療所 はげあん診療所
河東郡上士幌町字上士幌
138番地45

01564-2-5678 内科、整形外科、その他 英語

23 / 24 



番号
所在
振興局名

所在
市町村

施設
区分

名称 所在地 電話番号
主な診療科目（内科、外
科、整形外科、小児科）

対応言語
名称

救急
告示

クレジット
カード利用
の可否

備考 会話のレベル

外国語対応可能医療機関一覧

229 十勝 新得町 無床診療所 新得診療所
上川郡新得町5条南2丁目
18番8

0156-64-5887 内科 英語

230 十勝 豊頃町 有床診療所 豊頃町立豊頃医院
中川郡豊頃町茂岩栄町
107番地17

015-574-2020 内科、小児科、その他 英語

231 釧路 釧路市 病院 清水桜が丘病院 釧路市桜ｹ岡8丁目1番2号 0154-91-6011 その他（精神科） 英語

232 釧路 釧路市 病院 市立釧路総合病院 釧路市春湖台1番12号 0154-41-6121
内科、外科、整形外科、
小児科、その他

英語 ○ ○ 日常会話程度

233 釧路 釧路市 有床診療所 新橋肛門科クリニック 釧路市新橋大通2-2-2 0154-25-3535 その他（肛門科） 英語

234 釧路 釧路市 無床診療所 釧路皮膚科クリニック 釧路市愛国西1-5-8 0154-37-6120 その他（皮膚科） 英語

235 釧路 釧路市 無床診療所 さくま小児科 釧路市貝塚2-6-32 0154-43-1177 小児科 英語

236 釧路 釧路市 無床診療所 ドナルドクリニック 釧路市新富町12番24号 0154-25-6573 内科、その他 英語

237 根室 根室市 無床診療所 市立歯舞診療所 根室市歯舞4丁目40番地 0153-28-2014 内科、その他 英語

238 根室 標津町 病院 標津病院
標津郡標津町北1条西5丁
目6番1

0153-82-2111 内科、外科 英語 ○ ○
図示や単語の羅
列で対応が可能
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