平成２９年度脳ドック検診助成事業推薦検診機関一覧
H29.6.1 現在
区分

電 話

備考

011-251-5713

○

011-209-5450

○

011-611-7766

★

〒060-0033 札幌市中央区北３条東８丁目５番地

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

医療法人渓仁会 渓仁会円山クリニック

〒064-0820 札幌市中央区大通西２６丁目３番１６号

株式会社札幌フィットネスセンター

〒060-0004

札幌市中央区北４条西５丁目１番地
アスティ４５・５Ｆ

011-261-6845

○

〒064-0810

札幌市中央区南１０条西１丁目１番30号
ホテルライフォート札幌５Ｆ

011-531-2226

○

011-233-3040

★

健 社会医療法人 北海道循環器病院 予防医学センター 〒064-8622 札幌市中央区南２７条西１３丁目１番３０号 011-552-3375
社会医療法人禎心会 札幌禎心会病院
〒065-0033 札幌市東区北３３条東１丁目３番１号
011-712-1131
診
市立千歳市民病院
〒066-8550 千歳市北光２丁目１番１号
0123-24-3000

★

総

医療法人社団 明日佳 札幌健診センター
社会医療法人北海道恵愛会

合 札幌南三条病院

札幌市中央区北５条西２丁目５番地
ＪＲタワーホテルオフィスプラザさっぽろ８階

〒060-0063 札幌市中央区南３条西６丁目４番２号

◆
○

医療法人北晨会 恵み野病院

〒061-1395 恵庭市恵み野西２丁目３番地５号

0123-36-7555

○

砂川市立病院

〒073-0196 砂川市西４条北３丁目１番１号

0125-54-2131

◆

深川市立病院

〒074-0006 深川市６条６番１号

0164-22-1101

○

社会医療法人即仁会 北広島病院

〒061-1133 北広島市中央６丁目２番地２

011-373-5811

◆

JA北海道厚生連 倶知安厚生病院

〒044-0004 虻田郡倶知安町北４条東１丁目２番地

0136-22-1141

★

医療法人社団 川沿脳神経外科クリニック

〒005-0801 札幌市南区川沿１条１丁目２－４２

011-578-1117

医療法人秀友会 札幌秀友会病院

〒006-0805 札幌市手稲区新発寒５条６丁目２番１号

0120-024-363

医療法人 新さっぽろ脳神経外科病院

〒004-0031 札幌市厚別区上野幌１条２丁目１番１０号 011-891-6255

医療法人明日佳 札幌宮の沢脳神経外科病院

〒063-0062 札幌市西区西町南２０丁目１番３０号

手稲脳神経外科クリニック

〒006-0023 札幌市手稲区手稲本町３条２丁目５番１号 011-682-1212

社会医療法人 医仁会 中村記念病院

〒060-8570 札幌市中央区南１条西１４丁目２９１番地 011-231-8555

社会医療法人 医仁会 中村記念南病院

〒005-8555 札幌市南区川沿２条２丁目３番１号

011-573-8555

〒063-0869 札幌市西区八軒９条東５丁目１番２０号

011-717-2131

医療法人新産健会 ＬＳＩ札幌クリニック

〒065-0013 札幌市東区北１３条東１丁目２番５０号

0120-151-866

医療法人 札幌麻生脳神経外科病院

〒065-0022 札幌市東区北２２条東１丁目１番４０号

011-731-2321

医療法人社団 翔嶺館 新札幌聖陵ホスピタル

〒004-0004 札幌市厚別区厚別東４条２丁目１番３０号 011-898-2151

社会医療法人 孝仁会 札幌西孝仁会クリニック

〒063-0051

医療法人社団豊友会 千歳豊友会病院

〒066-0034 千歳市富丘１丁目６１８番６

0123-24-4191

社会医療法人母恋 日鋼記念病院

〒051-8501 室蘭市新富町１丁目５番１３号

0120-257-457

医療法人 翔陽会 滝川脳神経外科病院

〒073-0044 滝川市西町１丁目２番５号

0125-22-0250

医療法人 萌佑会 岩見沢脳神経外科

〒068-0028 岩見沢市８条西１９丁目８－６

0126-20-1001

医療法人社団 苫小牧東部脳神経外科

〒059-1304 苫小牧市北栄町２丁目２７－２７

0144-53-5000

医療法人財団 幸惺会 石狩幸惺会病院

〒061-3217 石狩市花川北７条２丁目２２番地

0133-71-2855

社会福祉法人函館厚生院 函館中央病院

〒040-8585 函館市本町３３番２号

0138-52-1231

○

公益社団法人函館市医師会 函館市医師会病院

〒041-8522 函館市富岡町２丁目１０番１０号

0138-43-6000

○

医療法人 雄心会 江差脳神経外科クリニック

〒043-0022 檜山郡江差町字伏木戸町５５０番地１

0139-52-5500

一 市立函館病院

〒041-0821 函館市港町１丁目１０番１号

0138-43-2000

般 医療法人雄心会 函館新都市病院

〒041-0802 函館市石川町３３１番地１

0138-46-1321

〒041-8609 函館市神山１丁目４－１２

0138-52-9566

道
央

一 医療法人社団研仁会
北海道脳神経外科記念病院

般

総
合
健
診

南

所

JA北海道厚生連 札幌厚生病院

札幌フジクリニック

道

住

検診機関名

医療法人社団 函館脳神経外科病院

札幌市西区宮の沢１条１丁目１－３０
宮の沢ターミナルビル２階

011-664-7111

011-590-0322
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旭川赤十字病院

〒070-8530 旭川市曙１条１丁目１番１号

0166-22-8111

○

JA北海道厚生連 旭川厚生病院

〒078-8211 旭川市１条通２４丁目１１１番地３

0166-33-7171

★

市立旭川病院

〒070-8610 旭川市金星町１丁目１番６５号

0166-24-3181

◆

〒078-8237 旭川市豊岡７条２丁目１番５号

0166-32-8181

○

〒070-0054 旭川市４条西４丁目１番２号

0166-23-0685

○

〒077-8511 留萌市東雲町２丁目１６番地１

0164-49-1011

◆

士別市立病院（士別市成人病健診センター）

〒095-0048 士別市東１１条５丁目３０２９番地１

0165-22-2600

○

名寄市立総合病院

〒096-8511 名寄市西７条南８丁目１番地

01654-3-3101

○

美瑛町立病院

〒071-0207 上川郡美瑛町中町３丁目８番３５号

0166-68-7111

○

社会医療法人 禎心会 稚内禎心会病院

〒097-0017 稚内市栄１丁目２４番１号

0162-29-4311

医療法人 双葉会
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

0166-33-2311

社会医療法人孝仁会 留萌セントラルクリニック

〒077-0007 留萌市栄町１丁目５番１２号

0164-43-9500

JA北海道厚生連 帯広厚生病院

〒080-0016 帯広市西６条南８丁目１番地

0155-24-4161

○

社会福祉法人 北海道社会事業協会帯広病院

〒080-0805 帯広市東５条南９丁目２

0155-22-6600

○

社会医療法人北斗 北斗病院

〒080-0833 帯広市稲田町基線７番地５

0155-47-7777

○

本別町国民健康保険病院

〒089-3306 中川郡本別町西美里別６番地８

0156-22-2025

○

総 北見赤十字病院

〒090-8666 北見市北６条東２丁目１番地

0157-33-3200

◆

合 ＪＡ北海道厚生連 遠軽厚生病院

〒099-0494 紋別郡遠軽町大通北３丁目１番地５

0158-42-4101

○

独立行政法人労働者健康安全機構 釧路労災病院

〒085-8533 釧路市中園町１３番２３号

0154-22-7191

○

社会医療法人孝仁会 釧路孝仁会記念病院

〒085-0062 釧路市愛国１９１番地２１２

0120-133-527

○

総 医療法人 歓生会 豊岡中央病院
合
医療法人社団慶友会 吉田病院
健
診 留萌市立病院

北

一
般

健
診

市立釧路総合病院

〒085-0822 釧路市春湖台１番１２号

0154-41-6121

◆

道

ＪＡ北海道厚生連 摩周厚生病院

〒088-3212 川上郡弟子屈町泉２丁目３番１号

0154-82-2241

★

東

市立根室病院

〒087-8686 根室市有磯町１丁目２番地

0153-24-3201

◆

〒086-1823 目梨郡羅臼町栄町１００番地８３

0153-87-2116

○

〒093-0041 網走市桂町４丁目１番７号

0152-45-1311

小林病院

〒090-8567 北見市北３条西４丁目２番地

0157-23-5171

医療法人社団 高翔会 北星記念病院

〒090-0837 北見市中央三輪２丁目３０２－１

0157-51-1240

社会医療法人明生会 道東脳神経外科病院

〒090-0069 北見市美山町東２丁目６８番地９

0157-69-0300

〒085-0061 釧路市芦野１丁目２７番地１号

0154-37-5512

社会医療法人孝仁会 星が浦病院

〒084-0912 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 中標津脳神経外科

〒086-1111 標津郡中標津町西１１条南８丁目４番１号 0153-73-1500

社会医療法人孝仁会

知床らうす国民健康保険診療所
社会医療法人 明生会

網走脳神経外科・リハビリテーション病院
一

般 社会医療法人孝仁会 釧路脳神経外科

※区分中、「総合健診」は北海道市町村職員共済組合の「総合健診指定検診機関」の略
（備考欄について）
○ ～ 総合健診との併診可
★ ～ 総合健診との併診の場合のみ受診可
◆ ～ 総合健診との併診不可

