
専門医名 施設名 施設住所
山口康一 町立阿寒病院 北海道阿寒郡阿寒町中央1-7-8
平澤邦彦 平澤循環器・内科クリニック 北海道旭川市１条通23-111-37
山内敦司 旭川厚生病院 北海道旭川市1条通24丁目111番地
小川裕二 旭川厚生病院 北海道旭川市1条通24丁目111番地
貴田岡享 旭川厚生病院 北海道旭川市1条通24丁目111番地
鈴木孝英 旭川厚生病院 北海道旭川市1条通24丁目111番地
浅野目晃 旭川厚生病院 北海道旭川市1条通24丁目111番地
平井俊浩 旭川厚生病院 北海道旭川市1条通24丁目111番地
柴山佳一郎 旭川厚生病院 北海道旭川市1条通24丁目111番地
買手順一 ｸﾘｽﾀﾙ橋内科ｸﾘﾆｯｸ 北海道旭川市１条通6-78-1ｸﾘｽﾀﾙﾋﾞﾙ2F
坪倉登司雄 坪倉循環器科内科ｸﾘﾆｯｸ 北海道旭川市3条通3丁目左6号
武田寛樹 吉田病院 北海道旭川市4条西4丁目
川嶋栄司 回生会大西病院 北海道旭川市4条通11丁目右3号
辻史郎 回生会大西病院 北海道旭川市4条通11丁目右3号
木原一 木原循環器科内科医院 北海道旭川市4条通22
近藤憲文 旭川循環器科内科ｸﾘﾆｯｸ 北海道旭川市5条通9丁目右5号
山田豊 森山病院 北海道旭川市8条通6丁目左10号
松坂知行 医療法人清陵会 藤井病院 北海道旭川市旭町1条3丁目841-138
今本哲郎 今本内科医院 北海道旭川市永山2条20丁目7-10
大崎純三 旭川三愛病院 北海道旭川市永山4条6丁目3-24
小林清乃 旭川三愛病院 北海道旭川市永山4条6丁目3-24
島村浩平 旭川三愛病院 北海道旭川市永山4条6丁目3-24
石井良直 市立旭川病院 北海道旭川市金星町1-1-65
奥山淳 市立旭川病院 北海道旭川市金星町1-1-65
菅野貴康 市立旭川病院 北海道旭川市金星町1-1-65
井澤和眞 市立旭川病院 北海道旭川市金星町1-1-65
青木秀俊 市立旭川病院 北海道旭川市金星町1-1-65
稲葉芳絵 旭川脳神経外科病院 北海道旭川市十条通21-11
土井敦 社団福祉法人北海道療育園 北海道旭川市春光台４条10丁目
上山圭史 旭川赤十字病院 北海道旭川市曙1条1丁目1-1
野沢幸永 旭川赤十字病院 北海道旭川市曙1条1丁目1-1
小林広学 旭川赤十字病院 北海道旭川市曙1条1丁目1-1
西原昌宏 旭川赤十字病院 北海道旭川市曙1条1丁目1-1
松久優雅 旭川赤十字病院 北海道旭川市曙1条1丁目1-1
飛澤利之 旭川赤十字病院 北海道旭川市曙1条1丁目1-1
西宮孝敏 旭川赤十字病院 北海道旭川市曙1条1丁目1-1
林義人 内科循環器科　はやしｸﾘﾆｯｸ 北海道旭川市神居三条5-1-1
加藤淳一 豊岡内科整形外科クリニック 北海道旭川市豊岡3条6丁目176-107
松井宏樹 まつい内科クリニック 北海道旭川市緑が丘３条3-1-6
太田貴文 旭川リハビリテーション病院 北海道旭川市緑が丘東1条1丁目1-1
丸山純一 旭川リハビリテーション病院 北海道旭川市緑が丘東1条1丁目1-1
矢尾尚之 旭川リハビリテーション病院 北海道旭川市緑が丘東1条1丁目1-1
櫻木均 旭川リハビリテーション病院 北海道旭川市緑が丘東1条1丁目1-1
赤坂和美 旭川医科大学病院 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
川村祐一郎 旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
河端奈穂子 旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
佐藤伸之 旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
竹原有史 旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
田邊康子 旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
坂本央 旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
増川才二 旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
西條泰明 旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
竹内利治 旭川医科大学病院 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
岡田基 旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
藤野貴行 旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
伊達歩 旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
松木孝樹 旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
佐々木幸恵 旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
中川直樹 旭川医科大学病院 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
齊藤江里香 旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
蓑島暁帆 旭川医科大学病院 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
川口哲 旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
本谷光咲子 旭川医科大学病院 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
藤井聡 旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
長谷部直幸 旭川医科大学 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1
中村泰浩 市立芦別病院 北海道芦別市本町14
羽根田俊 市立芦別病院 北海道芦別市本町14
勝賀瀬貴 慈恵会 聖ヶ丘病院 北海道伊達市舟岡町214-22
福田洋之 総合病院伊達赤十字病院 北海道伊達市末永町81
武智茂 総合病院伊達赤十字病院 北海道伊達市末永町81
坂井智子 浦河赤十字病院 北海道浦河郡浦河町東町ちのみ1丁目2番1号
吉廣剛 帯広徳洲会病院 北海道河東郡音更町木野西通14丁目1-2
丸﨑茂 とかち内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ 北海道河東郡音更町木野西通15丁目5-91
森口修身 幾世橋医院 北海道茅部郡森町字御幸町130
遠藤正賢 遠藤内科医院 北海道茅部郡森町字御幸町29-1
髙塩哲也 森町国民健康保険病院 北海道茅部郡森町字上台町326
吉村治彦 平安会よしむら糖尿病クリニック 北海道岩見沢市1条西7丁目2-2
酒井寛人 北海道中央労災病院 北海道岩見沢市4条東16-5
松本純一 北海道中央労災病院 北海道岩見沢市4条東16-5
鈴木章彦 岩見沢市立総合病院 北海道岩見沢市9条西7丁目2番地
原豊道 岩見沢市立総合病院 北海道岩見沢市9条西7丁目2番地



南俊郎 松藤医院 北海道岩見沢市二条西4丁目
竹内宏 医療法人社団竹内内科循環器科 北海道岩見沢市美園5条3丁目2-1
高田徹 ななえ新病院 北海道亀田郡七飯町本町7丁目657番地5
小原史生 ななえ新病院 北海道亀田郡七飯町本町7丁目657番地5
下重晋也 釧路孝仁会記念病院 北海道釧路市愛国191-212
山本均美 釧路孝仁会記念病院 北海道釧路市愛国191-212
齋藤礼衣 釧路孝仁会記念病院 北海道釧路市愛国191-212
髙橋将成 市立釧路総合病院 北海道釧路市春湖台1番12号
坂井英世 市立釧路総合病院 北海道釧路市春湖台1番12号
橋本章 星が浦病院 北海道釧路市星が浦大通3-9-13
須藤賢一 すどう内科クリニック 北海道釧路市東川町3番11号
今泉孝敬 釧路三慈会病院 北海道釧路市幣舞町4-30
中川泉 えにわ病院 北海道恵庭市黄金中央2-1-1
牧口展子 医療法人北晨会恵み野病院 北海道恵庭市恵み野西2丁目3-5
下岡良典 医療法人北晨会恵み野病院 北海道恵庭市恵み野西2丁目3-5
成田浩二 医療法人北晨会恵み野病院 北海道恵庭市恵み野西2丁目3-5
平山康高 医療法人　恵み野病院 北海道恵庭市恵み野西2丁目3-5
髙橋嘉枝 たかはしかえ内科・循環器クリニック 北海道恵庭市恵み野里美1丁目1-5
青木健志 江別市立病院 北海道江別市若草町6番地
飯田康人 江別すずらん病院 北海道江別市上江別442-15
亀井富士人 友愛記念病院 北海道江別市新栄台46-1
佐藤浩樹 北海道情報大学 北海道江別市西野幌59番2
小川孝 医療法人はるにれ北町ｸﾘﾆｯｸ 北海道江別市大麻北町607-2
林邦生 林内科 北海道江別市朝日町3番地26
沖田孝一 北翔大学大学院 北海道江別市文京台23番地
松尾尚志 渓和会江別病院 北海道江別市野幌代々木町81番地6
鍛冶徹 渓和会江別病院 北海道江別市野幌代々木町81番地6
佐々木基 渓和会江別病院 北海道江別市野幌代々木町81番地6
塚本隆裕 渓和会江別病院 北海道江別市野幌代々木町81番地6
三島鉄也 医療法人　英生会　野幌病院 北海道江別市野幌町53番地5
佐藤文彦 ゆきざさ循環器内科 北海道江別市野幌屯田町23番地19
新井雄一郎 市立根室病院 北海道根室市有磯町1-2
村上林兒 市立根室病院 北海道根室市有磯町1-2
國生泰範 門別国民健康保険病院 北海道沙流郡日高町門別本町29-9
平林高之 砂川市立病院 北海道砂川市西4条北3丁目1-1
松谷健一 砂川市立病院 北海道砂川市西4条北3丁目1-1
清水紀宏 砂川市立病院 北海道砂川市西4条北3丁目1-1
水上和也 砂川市立病院 北海道砂川市西4条北3丁目1-1
中島孝之 砂川市立病院 北海道砂川市西4条北3丁目1-1
橋口仁喜 砂川市立病院 北海道砂川市西4条北3丁目1-1
伊藤文博 いとう内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ 北海道砂川市西三条南8-2-1-1
渡邊正司 桜台明日佳病院 北海道札幌市厚別区厚別西五条5-1-1
浜辺晃 医療法人社団浜辺晃循環器科内科ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市厚別区厚別中央1条6丁目2-15千代田生命新札幌ﾋﾞﾙ3階
山田陽一 新札幌循環器病院 北海道札幌市厚別区厚別中央2条4丁目9-25
大坪光典 新札幌循環器病院 北海道札幌市厚別区厚別中央2条4丁目9-25
縄手聡 新札幌循環器病院 北海道札幌市厚別区厚別中央2条4丁目9-25
西田美奈 地域医療機能推進機構 札幌北辰病院 北海道札幌市厚別区厚別中央2条6-2-1
中原学史 地域医療機能推進機構 札幌北辰病院 北海道札幌市厚別区厚別中央2条6-2-1
北宏之 地域医療機能推進機構 札幌北辰病院 北海道札幌市厚別区厚別中央2条6-2-1
中野淳 地域医療機能推進機構 札幌北辰病院 北海道札幌市厚別区厚別中央2条6-2-1
内藤和幸 地域医療機能推進機構 札幌北辰病院 北海道札幌市厚別区厚別中央2条6-2-1
村元信之介 むらもと循環器内科 北海道札幌市厚別区厚別中央二条4-9-15新さっぽろ中央ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ3階
村上智明 札幌徳洲会病院 北海道札幌市厚別区大谷地東1-1-1
大場淳一 北海道立子ども総合医療・療育センター 北海道札幌市手稲区金山1条1丁目240番6
杉山淳一 ｲﾑｽ札幌内科ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 北海道札幌市手稲区手稲金山124
吉江浩光 社会医療法人延山会 西成病院 北海道札幌市手稲区曙2条2-2-27
河口義憲 社会医療法人延山会 西成病院 北海道札幌市手稲区曙2条2-2-27
美田晃章 美田内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市手稲区星置2条4-7-43
湯田聡 手稲渓仁会病院 北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40
滝沢英毅 手稲渓仁会病院 北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40
林健太郎 手稲渓仁会病院 北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40
芹澤良幹 手稲渓仁会病院 北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40
南雲淳 手稲渓仁会病院 北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40
伊庭裕 手稲渓仁会病院 北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40
土井崇裕 手稲渓仁会病院 北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40
佐々木俊輔 手稲渓仁会病院 北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40
栗本義彦 手稲渓仁会病院 北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40
川初寛道 手稲渓仁会病院 北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40
能登貴弘 手稲渓仁会病院 北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40
田中繁道 手稲渓仁会病院 北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40
佐藤宏行 手稲渓仁会病院 北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40
美田知宏 手稲渓仁会病院 北海道札幌市手稲区前田1条12丁目1-40
上野倫彦 渓仁会　手稲渓仁会病院 北海道札幌市手稲区前田一条１２丁目１－４０手稲渓仁会病院
柳清洋佑 渓仁会　手稲渓仁会病院 北海道札幌市手稲区前田一条１２丁目１－４０手稲渓仁会病院
増田貴彦 渓仁会　手稲渓仁会病院 北海道札幌市手稲区前田一条１２丁目１－４０手稲渓仁会病院
河口明人 北海道科学大学 北海道札幌市手稲区前田七条15丁目4番1号
澤井圀郎 医療法人社団　澤井内科循環器クリニック 北海道札幌市手稲区富丘1条4丁目5-33
島本和明 日本医療大学　真栄キャンパス 北海道札幌市清田区真栄434-1
東海林哲郎 介護老人保健施設 げんきのでる里 北海道札幌市清田区真栄434番6
野澤えり 医療法人清田病院 北海道札幌市清田区真栄一条1-1-1
藤田克裕 ふじた内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市清田区平岡公園東5-12-10ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ平岡公園2F
川嶋望 医)社団SSJ札幌整形循環器病院 北海道札幌市清田区北野1条2-11-30



尾崎威文 医)社団SSJ札幌整形循環器病院 北海道札幌市清田区北野1条2-11-30
今寿 医)社団SSJ札幌整形循環器病院 北海道札幌市清田区北野1条2-11-30
金田聡 小野内科医院 北海道札幌市清田区北野五条5丁目15-27
今井斎博 北海道大野記念病院 北海道札幌市西区宮の沢2条1丁目16番1号
長島雅人 北海道大野記念病院 北海道札幌市西区宮の沢2条1丁目16番1号
三山博史 北海道大野記念病院 北海道札幌市西区宮の沢2条1丁目16番1号
山下武廣 北海道大野記念病院 北海道札幌市西区宮の沢2条1丁目16番1号
尾形仁子 北海道大野記念病院 北海道札幌市西区宮の沢2条1丁目16番1号
鈴木三和子 北海道大野記念病院 北海道札幌市西区宮の沢2条1丁目16番1号
田中久史 北海道大野記念病院 北海道札幌市西区宮の沢2条1丁目16番1号
大城和恵 北海道大野記念病院 北海道札幌市西区宮の沢2条1丁目16番1号
長堀亘 北海道大野記念病院 北海道札幌市西区宮の沢2条1丁目16番1号
三浦史郎 北海道大野記念病院 北海道札幌市西区宮の沢2条1丁目16番1号
大艸孝則 北海道大野記念病院 北海道札幌市西区宮の沢2条1丁目16番1号
前野大志 北海道大野記念病院 北海道札幌市西区宮の沢2条1丁目16番1号
中川俊昭 北海道大野記念病院 北海道札幌市西区宮の沢2条1丁目16番1号
首藤寛 ひろ内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市西区宮の沢3条5丁目24-10
岡田隆夫 岡田内科・循環器科ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市西区琴似1条2-5-6
木村孝 医療法人社団静和会静和記念病院 北海道札幌市西区琴似1条5丁目1-1
湯浅壽幸 湯浅内科ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市西区琴似2条7丁目2-5
牧口光幸 まきぐち内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市西区琴似一条4丁目笹川ﾋﾞﾙ3F
山地泉 琴似 腎臓内科・泌尿器科 北海道札幌市西区琴似二条1-2-15588KOTONIビル5F
佐藤実 北海道医療センター 北海道札幌市西区山の手5条7丁目1-1
藤田雅章 北海道医療センター 北海道札幌市西区山の手5条7丁目1-1
寺西純一 北海道医療センター 北海道札幌市西区山の手5条7丁目1-1
竹中孝 北海道医療センター 北海道札幌市西区山の手5条7丁目1-1
武藤晴達 北海道医療センター 北海道札幌市西区山の手5条7丁目1-1
本間恒章 北海道医療センター 北海道札幌市西区山の手5条7丁目1-1
明上卓也 北海道医療センター 北海道札幌市西区山の手5条7丁目1-1
大津圭介 北海道医療センター 北海道札幌市西区山の手5条7丁目1-1
加藤瑞季 北海道医療センター 北海道札幌市西区山の手5条7丁目1-1
坂本三哉 札幌山の上病院 北海道札幌市西区山の手6条9丁目1-1
鈴木勇 にしの内科クリニック 北海道札幌市西区西野五条5-2-8-37
竹内宏恵 丸栄人材ｻｰﾋﾞｽ(有) 北海道札幌市西区二十四軒四条5-10-14
野村憲和 北海道脳神経外科記念病院 北海道札幌市西区八軒九条東5-1-20
佐藤愼一郎 宮の沢内科・循環器科クリニック 北海道札幌市西区発寒六条11丁目1-1新道北口ビル2F
百石雅哉 百石内科循環器クリニック 北海道札幌市西区福井2-3-16
小村博昭 札幌西円山病院 北海道札幌市中央区円山西町4丁目7-25
曳田信一 札幌西円山病院 北海道札幌市中央区円山西町4丁目7-25
佐々木晴樹 札幌西円山病院 北海道札幌市中央区円山西町4丁目7-25
磯部健 札幌西円山病院 北海道札幌市中央区円山西町4丁目7-25
峯廻攻守 札幌西円山病院 北海道札幌市中央区円山西町4丁目7-25
浦信行 札幌西円山病院 北海道札幌市中央区円山西町4丁目7-25
安藤康博 宮の森記念病院 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目5番25号
田口幸枝 NTT東日本健康管理センタ 北海道札幌市中央区大通西14丁目NTT大通14丁目ビル 2F
淺野嘉一 渓仁会　円山ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市中央区大通西26-3-16
塙なぎさ 渓仁会　円山ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市中央区大通西26-3-16
正木芳孝 大通公園循環器ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市中央区大通西5丁目昭和ﾋﾞﾙ5F
髙木覚 札幌南一条病院 北海道札幌市中央区南1条西13丁目
鳥井孝明 札幌南一条病院 北海道札幌市中央区南1条西13丁目
占部和之 札幌南一条病院 北海道札幌市中央区南1条西13丁目
土田哲人 札幌南一条病院 北海道札幌市中央区南1条西13丁目
菊池健次郎 札幌南一条病院 北海道札幌市中央区南1条西13丁目
久馬理史 きゅうま内科循環器クリニック 北海道札幌市中央区南1条西14丁目291-81 ウィステリア南1条ビル2階
綿野敬子 NTT東日本札幌病院 北海道札幌市中央区南1条西15丁目290番地
江口麻里子 札幌医科大学医学部 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291
大西浩文 札幌医科大学医学部 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291
三木隆幸 札幌医科大学医学部 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291
久野篤史 札幌医科大学医学部 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291
國分宣明 札幌医科大学医学部 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291
矢野俊之 札幌医科大学医学部 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291
田中希尚 札幌医科大学医学部 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291
菅原浩仁 札幌医科大学医学部 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291
三浦哲嗣 札幌医科大学医学部 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291
木村幸滋 札幌医科大学医学部 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291
丹野雅也 札幌医科大学附属病院 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291番地
一村真希 札幌医科大学附属病院 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291番地
山下智久 札幌医科大学附属病院 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291番地
西川諒 札幌医科大学附属病院 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291番地
土橋和文 札幌医科大学附属病院 北海道札幌市中央区南1条西16丁目291番地
村中敦子 札幌医科大学医学部 北海道札幌市中央区南1条西17丁目
齋藤重幸 札幌医科大学保健医療学部 北海道札幌市中央区南1条西17丁目
神津英至 札幌医科大学医学部 北海道札幌市中央区南1条西17丁目
大堀克彦 札幌医科大学 北海道札幌市中央区南1条西17丁目
佐藤達也 札幌医科大学 北海道札幌市中央区南1条西17丁目
藤戸健史 札幌医科大学医学部 北海道札幌市中央区南1条西17丁目
舘越勇輝 札幌医科大学 北海道札幌市中央区南1条西17丁目
福山周三郎 北海道循環器病院 北海道札幌市中央区南27条西13丁目1-30
桜井聖一郎 北海道循環器病院 北海道札幌市中央区南27条西13丁目1-30
堀田大介 北海道循環器病院 北海道札幌市中央区南27条西13丁目1-30
佐々保基 北海道循環器病院 北海道札幌市中央区南27条西13丁目1-30
舟山直宏 北海道循環器病院 北海道札幌市中央区南27条西13丁目1-30



柏木雄介 北海道循環器病院 北海道札幌市中央区南27条西13丁目1-30
須永大介 北海道循環器病院 北海道札幌市中央区南27条西13丁目1-30
山本匡 北海道循環器病院 北海道札幌市中央区南27条西13丁目1-30
藤田きしゅう 北海道循環器病院 北海道札幌市中央区南27条西13丁目1-30
岩朝静子 北海道循環器病院 北海道札幌市中央区南27条西13丁目1-30
村上弘則 北海道循環器病院 北海道札幌市中央区南27条西13丁目1-30
伊藤一輔 北海道国民健康保険団体連合会 北海道札幌市中央区南2条西14丁目
鎌田晋輔 創成東病院 北海道札幌市中央区南3条東3丁目13
水谷匡宏 旭山内科ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市中央区南8条西24丁目2-11
儀間充 札幌中央病院 北海道札幌市中央区南9条西10丁目1-50
前田俊之 札幌中央病院 北海道札幌市中央区南9条西10丁目1-50
村木里誌 札幌中央病院 北海道札幌市中央区南9条西10丁目1-50
横井久卓 南札幌病院 北海道札幌市中央区南9条西7丁目1番23号
甲谷哲郎 南札幌病院 北海道札幌市中央区南9条西7丁目1番23号
芳賀智顕 中村記念病院 北海道札幌市中央区南一条西14丁目
宮本憲行 NTT東日本札幌病院 北海道札幌市中央区南一条西15丁目
岡田斉 NTT東日本札幌病院 北海道札幌市中央区南一条西15丁目
乗安和将 NTT東日本札幌病院 北海道札幌市中央区南一条西15丁目
舩津真希子 NTT東日本札幌病院 北海道札幌市中央区南一条西15丁目
西野哲男 NTT東日本札幌病院 北海道札幌市中央区南一条西15丁目
橋本暁佳 札幌医科大学 北海道札幌市中央区南一条西16丁目
古橋眞人 札幌医科大学 北海道札幌市中央区南一条西16丁目
望月敦史 札幌医科大学 北海道札幌市中央区南一条西16丁目
茂庭仁人 札幌医科大学附属病院 北海道札幌市中央区南一条西16丁目
永野伸卓 札幌医科大学附属病院 北海道札幌市中央区南一条西16丁目
永原大五 札幌医科大学 北海道札幌市中央区南一条西16丁目
菊入國康 中央内科医院 北海道札幌市中央区南七条西15丁目2-1-1
土田弘毅 土田内科・循環器科ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市中央区南十一条西21丁目4-33
浅川響子 市立札幌病院 北海道札幌市中央区北11条西13丁目1-1
浅川直也 市立札幌病院 北海道札幌市中央区北11条西13丁目1-1
横式尚司 市立札幌病院 北海道札幌市中央区北11条西13丁目1-1
牧野隆雄 市立札幌病院 北海道札幌市中央区北11条西13丁目1-1
小松博史 市立札幌病院 北海道札幌市中央区北11条西13丁目1-1
檀浦裕 市立札幌病院 北海道札幌市中央区北11条西13丁目1-1
濱口早苗 市立札幌病院 北海道札幌市中央区北11条西13丁目1-1
宇塚武司 市立札幌病院 北海道札幌市中央区北11条西13丁目1-1
小林史 札幌循環器病院 北海道札幌市中央区北11条西14丁目29-15
萩原誠 札幌循環器病院 北海道札幌市中央区北11条西14丁目29-15
善岡信博 札幌循環器病院 北海道札幌市中央区北11条西14丁目29-15
若林剛 札幌循環器病院 北海道札幌市中央区北11条西14丁目29-15
長瀬ちひろ 札幌循環器病院 北海道札幌市中央区北11条西14丁目29-15
若林央 札幌循環器病院 北海道札幌市中央区北11条西14丁目29-15
浦澤一史 カレスサッポロ 時計台記念病院 北海道札幌市中央区北1条東1丁目
河合裕子 カレスサッポロ 時計台記念病院 北海道札幌市中央区北1条東1丁目
五十嵐康己 カレスサッポロ 時計台記念病院 北海道札幌市中央区北1条東1丁目
丹通直 カレスサッポロ 時計台記念病院 北海道札幌市中央区北1条東1丁目
木谷俊介 カレスサッポロ 時計台記念病院 北海道札幌市中央区北1条東1丁目
吉田英昭 JR札幌病院 北海道札幌市中央区北3条東1
大沼義人 JR札幌病院 北海道札幌市中央区北3条東1
富樫信彦 JR札幌病院 北海道札幌市中央区北3条東1
長谷川徹 JR札幌病院 北海道札幌市中央区北3条東1
吉岡拓司 JR札幌病院 北海道札幌市中央区北3条東1
安藤利昭 JR札幌病院 北海道札幌市中央区北3条東1
遠藤利昭 JR札幌病院 北海道札幌市中央区北3条東1
鈴木喜之 厚生連総合病院札幌厚生病院 北海道札幌市中央区北3条東8丁目5
佐藤俊也 厚生連総合病院札幌厚生病院 北海道札幌市中央区北3条東8丁目5
平尾紀文 厚生連総合病院札幌厚生病院 北海道札幌市中央区北3条東8丁目5
加藤康寛 厚生連総合病院札幌厚生病院 北海道札幌市中央区北3条東8丁目5
井上直樹 厚生連総合病院札幌厚生病院 北海道札幌市中央区北3条東8丁目5
徳永元子 厚生連総合病院札幌厚生病院 北海道札幌市中央区北3条東8丁目5
森孝之 厚生連総合病院札幌厚生病院 北海道札幌市中央区北3条東8丁目5
神田孝一 厚生連総合病院札幌厚生病院 北海道札幌市中央区北3条東8丁目5
南勝 北海道健診ｾﾝﾀｰｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市中央区北三条東13-99-6
西野康宏 斗南病院 北海道札幌市中央区北四条西7-3-8
松井裕 斗南病院 北海道札幌市中央区北四条西7-3-8
大村悦敬 斗南病院 北海道札幌市中央区北四条西7-3-8
片山貴史 斗南病院 北海道札幌市中央区北四条西7-3-8
高橋亘 船員保険北海道健康管理センター 北海道札幌市中央区北二条西1-1マルイト札幌ﾋビル4･5F
富田文 富田内科クリニック 北海道札幌市中央区北二条西1-1ﾏﾙｲﾄ札幌ﾋﾞﾙ2F
大島寛史 東雁来すこやかクリニック 北海道札幌市東区東雁来10条1丁目12番1号
原田伸宏 東苗穂病院 北海道札幌市東区東苗穂3条1丁目2-18
菅敏郎 東苗穂病院 北海道札幌市東区東苗穂3条1丁目2-18
星野豊 東苗穂病院 北海道札幌市東区東苗穂3条1丁目2-18
郡司尚玲 勤医協中央病院 北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1
田中進一郎 勤医協中央病院 北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1
河野龍平 勤医協中央病院 北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1
鈴木隆司 勤医協中央病院 北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1
吉村喬樹 勤医協中央病院 北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1
奥山道記 勤医協中央病院 北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1
幕内智子 勤医協中央病院 北海道札幌市東区東苗穂5条1丁目9-1
小早川洋 医療法人社団英仁会　札苗病院 北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目8-20
宮崎知恵里 医療法人社団英仁会　札苗病院 北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目8-20



米倉修二 医療法人社団英仁会　札苗病院 北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目8-20
小笠原顕夫 医療法人社団英仁会　札苗病院 北海道札幌市東区東苗穂7条2丁目8-20
鈴木ひとみ 勤医協伏古10条ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市東区伏古十条3-2-8
西里仁男 社会医療法人母恋 天使病院 北海道札幌市東区北12条東3丁目1番1号
松本環 社会医療法人母恋 天使病院 北海道札幌市東区北12条東3丁目1番1号
西村光弘 社会医療法人母恋 天使病院 北海道札幌市東区北12条東3丁目1番1号
橋本正信 かいせい内科医院 北海道札幌市東区北23条東21丁目3-17
岡本洋 愛心メモリアル病院 北海道札幌市東区北27条東1丁目1-15
川口秀明 愛心メモリアル病院 北海道札幌市東区北27条東1丁目1-15
佐久間研二 社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念クリニック 北海道札幌市東区北27条東8-1-15
佐久間一郎 社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念クリニック 北海道札幌市東区北27条東8-1-15
佐野文彦 カレスサッポロ北光記念病院 北海道札幌市東区北27条東8-1-6
四倉昭彦 カレスサッポロ北光記念病院 北海道札幌市東区北27条東8-1-6
南部忠詞 カレスサッポロ北光記念病院 北海道札幌市東区北27条東8-1-6
西島宏隆 カレスサッポロ北光記念病院 北海道札幌市東区北27条東8-1-6
高木康 カレスサッポロ北光記念病院 北海道札幌市東区北27条東8-1-6
金子壮朗 カレスサッポロ北光記念病院 北海道札幌市東区北27条東8-1-6
鈴木丈二 カレスサッポロ北光記念病院 北海道札幌市東区北27条東8-1-6
櫻井正之 カレスサッポロ北光記念病院 北海道札幌市東区北27条東8-1-6
加藤法喜 カレスサッポロ北光記念病院 北海道札幌市東区北27条東8-1-6
菅原智子 札幌東徳洲会病院 北海道札幌市東区北33条東14丁目3番1号
山﨑和正 札幌東徳洲会病院 北海道札幌市東区北33条東14丁目3番1号
山崎誠治 札幌東徳洲会病院 北海道札幌市東区北33条東14丁目3番1号
谷友之 札幌東徳洲会病院 北海道札幌市東区北33条東14丁目3番1号
竹之内豪 札幌東徳洲会病院 北海道札幌市東区北33条東14丁目3番1号
棒田浩基 札幌東徳洲会病院 北海道札幌市東区北33条東14丁目3番1号
小松義和 栄町内科循環器内科ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市東区北42条東16-1-1N42ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ6階
岸直子 禎心会北44条ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市東区北44条東8丁目1-6
古堅あずさ 札幌心臓血管クリニック 北海道札幌市東区北49条東16-8-1
佐藤勝彦 札幌心臓血管クリニック 北海道札幌市東区北49条東16-8-1
藤田勉 札幌心臓血管クリニック 北海道札幌市東区北49条東16-8-1
菅野大太郎 札幌心臓血管クリニック 北海道札幌市東区北49条東16-8-1
八戸大輔 札幌心臓血管クリニック 北海道札幌市東区北49条東16-8-1
金子海彦 札幌心臓血管クリニック 北海道札幌市東区北49条東16-8-1
渡邉智彦 札幌心臓血管クリニック 北海道札幌市東区北49条東16-8-1
原口拓也 札幌心臓血管クリニック 北海道札幌市東区北49条東16-8-1
只野雄飛 札幌心臓血管クリニック 北海道札幌市東区北49条東16-8-1
杉江多久郎 札幌心臓血管クリニック 北海道札幌市東区北49条東16-8-1
高橋佑弥 札幌心臓血管クリニック 北海道札幌市東区北49条東16-8-1
笠原洋一郎 社会医療法人禎心会 札幌禎心会病院 北海道札幌市東区北三十三条東1丁目3-1
伊東敏弘 社会医療法人禎心会 札幌禎心会病院 北海道札幌市東区北三十三条東1丁目3-1
長谷守 社会医療法人禎心会 札幌禎心会病院 北海道札幌市東区北三十三条東1丁目3-1
本間之子 社会医療法人禎心会 札幌禎心会病院 北海道札幌市東区北三十三条東1丁目3-1
道井洋吏 札幌ハートセンター 北海道札幌市東区北四十九条東16-8-1
小林健 札幌ハートセンター 北海道札幌市東区北四十九条東16-8-1
士反英昌 札幌ハートセンター・札幌心臓血管クリニック 北海道札幌市東区北四十九条東16丁目8番1号
北井敬之 札幌ハートセンター・札幌心臓血管クリニック 北海道札幌市東区北四十九条東16丁目8番1号
齋藤大 平澤内科呼吸器科クリニック 北海道札幌市東区北二十五条東3-3-11
斎藤俊一 我汝会さっぽろ病院 北海道札幌市東区北二十四条東1-3-7
西田尚史 自衛隊札幌病院 北海道札幌市南区真駒内17番地
島崎優 小笠原クリニック札幌病院 北海道札幌市南区真駒内緑町1丁目2番1号
今村英一郎 小笠原クリニック札幌病院 北海道札幌市南区真駒内緑町1丁目2番1号
中井之人 小笠原記念澄川診療所 北海道札幌市南区澄川4条3丁目5-3
菅原多恵子 石山メンタルクリニック 北海道札幌市南区石山2条8丁目2-12
玉田淳 札幌南病院 北海道札幌市南区石山東7丁目1-28
本田肇 札幌共立五輪橋病院 北海道札幌市南区川沿2条1丁目2-54
黒田せつ子 札幌共立五輪橋病院 北海道札幌市南区川沿2条1丁目2-54
藤井咲子 札幌共立五輪橋病院 北海道札幌市南区川沿2条1丁目2-54
中川基哉 なかがわ内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市南区川沿五条2丁目29-9
中村陽介 医療法人 愛全病院 北海道札幌市南区川沿十三条2丁目1-38
宮田真 定山渓病院 北海道札幌市南区定山渓温泉西3丁目
渡辺武史 栄通わたなべ内科･皮ふ科 北海道札幌市白石区栄通8丁目2-1
菊地麻美 国立病院機構 北海道がんセンター 北海道札幌市白石区菊水4条2丁目3-54
井上仁喜 国立病院機構 北海道がんセンター 北海道札幌市白石区菊水4条2丁目3-54
杉山英太郎 国立病院機構 北海道がんセンター 北海道札幌市白石区菊水4条2丁目3-54
阿部美南 みなみﾊｰﾄ内科ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市白石区菊水6条2丁目1-34ｼｭﾀｯﾄﾊｳｽ1階
坂本淳 菊水内科循環器クリニック 北海道札幌市白石区菊水三条2丁目4-1ニューギン札幌ビル2階
後藤数智 医療法人社団　川北内科医院 北海道札幌市白石区川北二条3-2-25
陰山研 白石明日佳病院 北海道札幌市白石区東札幌5条5丁目2番5号
古堅宗範 ふるげん内科･循環器ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市白石区北郷2条4丁目3-5北郷ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2F
齋藤克治 北郷医院 北海道札幌市白石区北郷3条5-13-1
小野智英 医療法人社団 豊武会 幌東病院 北海道札幌市白石区本郷通7丁目南4-30
宮田節也 札幌白石記念病院 北海道札幌市白石区本通8丁目南1-10
宮本憲次郎 札幌白石記念病院 北海道札幌市白石区本通8丁目南1-10
藤井徳幸 札幌白石記念病院 北海道札幌市白石区本通8丁目南1-10
大村計 札幌白石記念病院 北海道札幌市白石区本通8丁目南1-10
角野聡 札幌白石記念病院 北海道札幌市白石区本通8丁目南1-10
佐々木煕之 北樹会病院 北海道札幌市豊平区月寒西5条8-4-32
長谷川浩一 はせがわ内科クリニック 北海道札幌市豊平区月寒西四条10丁目7番17号
小野欧美 北海道大野病院附属はまや循環器クリニック 北海道札幌市豊平区月寒中央通7-96-20JA月寒中央ターミナルビル5階
中村保博 北野通内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市豊平区月寒東三条18-22-20
後藤真彦 医療法人社団　ごとう内科ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市豊平区西岡4条7丁目7-1



兼田美保 地域医療機能推進機構 北海道病院 北海道札幌市豊平区中の島1条8-3-18
門間梨沙 華岡青洲記念心臓血管クリニック 北海道札幌市豊平区美園三条5-3-1
華岡慶一 華岡青洲記念心臓血管クリニック 北海道札幌市豊平区美園三条5-3-1
岡林宏明 華岡青洲記念心臓血管クリニック 北海道札幌市豊平区美園三条5-3-1
古谷純吾 華岡青洲記念心臓血管クリニック 北海道札幌市豊平区美園三条5-3-1
石丸伸司 華岡青洲記念心臓血管クリニック 北海道札幌市豊平区美園三条5-3-1
川﨑まり子 華岡青洲記念心臓血管クリニック 北海道札幌市豊平区美園三条5-3-1
管家鉄平 華岡青洲記念心臓血管クリニック 北海道札幌市豊平区美園三条5-3-1
関達也 華岡青洲記念心臓血管クリニック 北海道札幌市豊平区美園三条5-3-1
五十嵐正 華岡青洲記念心臓血管クリニック 北海道札幌市豊平区美園三条5-3-1
石井勝久 佐々木内科病院 北海道札幌市豊平区美園七条8-6-20
水戸孝文 （医社）社団みと内科循環器ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市豊平区福住1条1-7-1
星川弘紀 展望台整形外科 北海道札幌市豊平区福住二条10丁目15-1
神垣光徳 KKR札幌医療センター 北海道札幌市豊平区平岸1条6-3-40
辻野一三 KKR札幌医療センター 北海道札幌市豊平区平岸1条6-3-40
伊東直史 KKR札幌医療センター 北海道札幌市豊平区平岸1条6-3-40
佐藤隆博 KKR札幌医療センター 北海道札幌市豊平区平岸1条6-3-40
白井真也 KKR札幌医療センター 北海道札幌市豊平区平岸1条6-3-40
小林博昭 平岸本町内科ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市豊平区平岸3条6丁目1-36
合田晶 あいだｸﾘﾆｯｸ循環器内科 北海道札幌市豊平区平岸五条7-8-22第2平岸ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ
簗詰徹彦 やなづめ内科・循環器クリニック 北海道札幌市豊平区平岸二条8丁目4-17
南宏明 札幌ライラック病院 北海道札幌市豊平区豊平6条8-2-18
幸村近 北海道医療大学 札幌あいの里キャンパス 北海道札幌市北区あいの里2条5丁目
齋藤晶理 北海道医療大学 札幌あいの里キャンパス 北海道札幌市北区あいの里2条5丁目
横山英明 横山内科医院 北海道札幌市北区篠路10条2丁目11-22
篠原かほる 札幌鈴木病院 北海道札幌市北区新琴似3条1丁目1-27
千葉知 札幌鈴木病院 北海道札幌市北区新琴似3条1丁目1-27
太田俊郎 太田内科循環器ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市北区新琴似6条14丁目2
小畑博敬 麻生循環器内科 北海道札幌市北区新琴似8条1丁目1
伊藤直樹 新琴似一条クリニック 北海道札幌市北区新琴似一条7丁目8-16
木戸伸介 社会医療法人延山会 北成病院 北海道札幌市北区新川西3条2-10-1
棚澤哲 社会医療法人延山会 北成病院 北海道札幌市北区新川西3条2-10-1
山崎香子 社会医療法人延山会 北成病院 北海道札幌市北区新川西3条2-10-1
三神大世 北海道大学大学院保健科学研究院 北海道札幌市北区北12条西5丁目
渡邉昌也 北海道大学病院 北海道札幌市北区北14条西5丁目
武田充人 北海道大学病院 北海道札幌市北区北14条西5丁目
佐藤琢真 北海道大学病院 北海道札幌市北区北14条西5丁目
相川忠夫 北海道大学病院 北海道札幌市北区北14条西5丁目
西原馨子 北海道大学大学院医学研究科 北海道札幌市北区北15条西7丁目
岩野弘幸 北海道大学大学院医学研究科 北海道札幌市北区北15条西7丁目
遠藤由香 北海道大学大学院医学研究科 北海道札幌市北区北15条西7丁目
安斉俊久 北海道大学大学院医学研究院 北海道札幌市北区北15条西7丁目
降旗高明 北海道大学大学院医学研究科 北海道札幌市北区北15条西7丁目
渡部拓 北海道大学大学院医学研究科 北海道札幌市北区北15条西7丁目
石森直樹 北海道大学大学院医学研究院 北海道札幌市北区北15条西7丁目
絹川真太郎 北海道大学大学院医学研究科 北海道札幌市北区北15条西7丁目
納谷昌直 北海道大学病院 北海道札幌市北区北15条西7丁目
大平洋 北海道大学大学院医学研究科 北海道札幌市北区北15条西7丁目
小西崇夫 北海道大学大学院医学研究院 北海道札幌市北区北15条西7丁目
徳田裕輔 北海道大学病院 北海道札幌市北区北15条西7丁目
永井礼子 北海道大学医学部 北海道札幌市北区北15条西7丁目
永井利幸 北海道大学大学院医学研究院 北海道札幌市北区北15条西7丁目
福島新 北海道大学大学院医学研究科 北海道札幌市北区北15条西7丁目
横田卓 北海道大学大学院医学研究科 北海道札幌市北区北15条西7丁目
稲葉洋一 北海道大学大学院医学研究科 北海道札幌市北区北15条西7丁目
神谷究 北海道大学病院 北海道札幌市北区北15条西7丁目
天満太郎 北海道大学大学院医学研究科 北海道札幌市北区北15条西7丁目
田辺福徳 北海道大学大学院医学研究科 北海道札幌市北区北15条西7丁目
表和徳 北海道大学大学院 北海道札幌市北区北15条西7丁目
髙橋雅之 北海道大学 北海道札幌市北区北15西7
星野一也 長生会病院 北海道札幌市北区北25条西16丁目2-1
益子春江 ｴﾒﾗﾙﾄﾞ整形外科疼痛ｸﾘﾆｯｸ 北海道札幌市北区北40条西4丁目1番1号ASABU LAND 1階
長尾和彦 ながお内科循環器クリニック 北海道札幌市北区北十七条西3-2-1ウィステリアN17 1F
下川淳一 しもかわ内科・循環器内科 北海道札幌市北区北二十九条西15-3-8
長島仁 士別市立病院 北海道士別市東十一条5-3029-1
沼崎太 士別市立病院 北海道士別市東十一条5-3029-1
田代直彦 枝幸町国民健康保険病院 北海道枝幸郡枝幸町北栄町1474-1
高田明典 製鉄記念室蘭病院 北海道室蘭市知利別町1-45
高橋弘 製鉄記念室蘭病院 北海道室蘭市知利別町1-45
中村裕一 製鉄記念室蘭病院 北海道室蘭市知利別町1-45
岡崎雄介 製鉄記念室蘭病院 北海道室蘭市知利別町1-45
松木高雪 製鉄記念室蘭病院 北海道室蘭市知利別町1-45
福岡将匡 サテライトクリニック　知利別 北海道室蘭市知利別町1丁目8番1号
坂本賢一 ちりべつ循環器内科クリニック 北海道室蘭市知利別町3-5-7
舛田博文 札幌宮の沢病院 北海道手稲市西宮の沢1条4-14-35
外園光一 外園内科医院 北海道小樽市稲穂2-2-1
髙川志保 医療法人社団 錦町医院 北海道小樽市錦町1-5
高川芳勅 小樽市立病院 北海道小樽市若松1-1-1
古川哲章 小樽市立病院 北海道小樽市若松1-1-1
高木千佳 北海道社会事業協会小樽病院 北海道小樽市住ノ江1-6-15
長井和彦 北海道社会事業協会小樽病院 北海道小樽市住ノ江1-6-15
柿木滋夫 北海道社会事業協会小樽病院 北海道小樽市住ノ江1-6-15



本江正臣 朝里中央病院 北海道小樽市新光1丁目21-5
秋野恵美子 小樽市保健所 北海道小樽市富岡1丁目5-12
松村尚哉 松前町立松前病院 北海道松前郡松前町字大磯174番地1
森本英雄 深川市立総合病院 北海道深川市6条6-1
山崎充 深川内科ｸﾘﾆｯｸ 北海道深川市五条2番14号
楯秀貞 今金町国保病院 北海道瀬棚郡今金町今金17-2
佐々木重幸 北海道医療大学看護福祉学部 北海道石狩郡当別町金沢1757
飯塚健治 北海道医療大学薬学部 北海道石狩郡当別町金沢1757
冨岡拓志 太美中央医院 北海道石狩郡当別町当別太1076
川村政典 花川病院 北海道石狩市花川南七条5-2
野口圭士 石狩病院 北海道石狩市花川北3条3丁目6番地1
野澤明彦 豊友会クリニック 北海道千歳市新富1-7-20
進士靖幸 千歳豊友会病院 北海道千歳市富丘1丁目618-6
千葉雄 千歳豊友会病院 北海道千歳市富丘1丁目618-6
千葉瑞恵 千歳豊友会病院 北海道千歳市富丘1丁目618-6
小岩弘明 市立千歳市民病院 北海道千歳市北光2-1-1
竹内剛 市立千歳市民病院 北海道千歳市北光2-1-1
池田大輔 市立千歳市民病院 北海道千歳市北光2-1-1
堀雄 千歳市民病院 北海道千歳市北光２丁目１番１号
四戸力也 北陽ファミリークリニック 北海道千歳市北陽6丁目1-7
赤津智也 北斗病院 北海道帯広市稲田町基線7番地5
鹿野泰邦 帯広光南病院 北海道帯広市空港南町303-7
小川崇徳 おがわ循環器内科クリニック 北海道帯広市清流東1丁目1-15
高橋亨 帯広厚生病院 北海道帯広市西14条南10丁目1番地
佐藤直利 帯広厚生病院 北海道帯広市西14条南10丁目1番地
寺島慶明 帯広厚生病院 北海道帯広市西14条南10丁目1番地
西田絢一 帯広厚生病院 北海道帯広市西14条南10丁目1番地
林学 医療法人　新緑通りはやし内科 北海道帯広市西16条南4丁目44-1
大野克幸 医療法人　新緑通りはやし内科 北海道帯広市西16条南4丁目44-1
植山千秋 介護老人保健施設ケアステーションアンダンテ 北海道帯広市西17条南3丁目24番24号
森光弘 内科・循環器ﾊｰﾄｻｳﾝｽﾞもりｸﾘﾆｯｸ 北海道帯広市西18条南3-1-21
縣潤 あがた内科循環器クリニック 北海道帯広市西18条南31丁目4番地2
尾畑弘美 独立行政法人国立病院機構 帯広病院 北海道帯広市西18条北2丁目16
櫻本万治郎 独立行政法人国立病院機構 帯広病院 北海道帯広市西18条北2丁目16
伊藤直 独立行政法人国立病院機構 帯広病院 北海道帯広市西18条北2丁目16
青木真弓 独立行政法人国立病院機構 帯広病院 北海道帯広市西18条北2丁目16
米谷圭史 開西病院 北海道帯広市西23条南2丁目16-27
鬼栁尚 帯広第一病院 北海道帯広市西四条南15-17-3
佐藤敏 医療法人社団さとう内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ 北海道帯広市西二条南23-10-1
満岡孝雄 満岡内科・循環器ｸﾘﾆｯｸ 北海道帯広市大空町3-14
進藤敦史 医療法人社団 進藤医院 北海道帯広市東4条南11丁目8
吉田一郎 北海道社会事業協会 帯広病院 北海道帯広市東5条南9丁目2番地
石本朗 北海道社会事業協会 帯広病院 北海道帯広市東5条南9丁目2番地
西谷隆宏 帯広東内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ 北海道帯広市東十三条南6丁目1-25
太田英喜 おおた内科循環器ｸﾘﾆｯｸ 北海道帯広市柏林台中町2-2-8
松橋浩伸 滝川市立病院 北海道滝川市大町2丁目2-34
大井伸治 おおい内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ 北海道滝川市東町3-1-2
佐々木孝治 空知総合振興局 保健環境部 滝川地域保健室 北海道滝川市緑町2-3-31
福澤純 千寿会 三愛病院 北海道登別市中登別町24-12
横山豊治 地域医療機能推進機構登別病院 北海道登別市登別温泉町133
國本清治 くにもと内科循環器科 北海道登別市富岸町2丁目2-20
畔蒜正義 苫小牧保健センター 北海道苫小牧市旭町2-5-4
柴田真吾 柴田循環器科内科医院 北海道苫小牧市桜木町1-24-18
花輪和夫 医療法人社団花輪内科循環器科医院 北海道苫小牧市三光町5丁目6-15
大岩均 医療法人王子総合病院 北海道苫小牧市若草町3-4-8
松本倫明 医療法人王子総合病院 北海道苫小牧市若草町3-4-8
加藤伸郎 医療法人王子総合病院 北海道苫小牧市若草町3-4-8
堀田寛之 医療法人王子総合病院 北海道苫小牧市若草町3-4-8
吉田大輔 医療法人王子総合病院 北海道苫小牧市若草町3-4-8
伊藤孝仁 医療法人王子総合病院 北海道苫小牧市若草町3-4-8
飯島誠 医療法人王子総合病院 北海道苫小牧市若草町3-4-8
藤瀬幸保 医療法人王子総合病院 北海道苫小牧市若草町3-4-8
大野紘平 医療法人王子総合病院 北海道苫小牧市若草町3-4-8
平林鑑 苫小牧市立病院 北海道苫小牧市清水町1丁目5-20
町田正晴 苫小牧市立病院 北海道苫小牧市清水町1丁目5-20
滝上善市 滝上循環器科内科ｸﾘﾆｯｸ 北海道苫小牧市泉町2-5-4
阿部昌彦 北海道立羽幌病院 北海道苫前郡羽幌町110
森田亨 八雲総合病院 北海道二海郡八雲町東雲町50番地
上原明彦 医療法人 日高徳洲会病院 北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町1-10-27
斉藤勉 斉藤内科ｸﾘﾆｯｸ 北海道函館市亀田港町1-6
岩倉雅弘 ｱﾘｴｽ循環器科内科ｸﾘﾆｯｸ 北海道函館市桔梗5丁目14-5
森久恒 医療法人聖仁会森病院 北海道函館市桔梗町557
中田智明 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 北海道函館市五稜郭町38-3
佐藤健司 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 北海道函館市五稜郭町38-3
福眞隆行 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 北海道函館市五稜郭町38-3
広瀬尚徳 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 北海道函館市五稜郭町38-3
吉原真由美 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 北海道函館市五稜郭町38-3
多田智洋 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 北海道函館市五稜郭町38-3
村瀬弘通 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 北海道函館市五稜郭町38-3
村椿真悟 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 北海道函館市五稜郭町38-3
新垣正美 市立函館病院 北海道函館市港町1-10-1
杉立和也 市立函館病院 北海道函館市港町1-10-1



宜保浩之 市立函館病院 北海道函館市港町1-10-1
長谷川亨 長谷川循環器内科クリニック 北海道函館市時任町8-5サンクリニック2F
小笹明 小笹内科医院 北海道函館市若松町38-19
細田晋 函館脳神経外科病院 北海道函館市神山1-4-12
吉谷敬 函館脳神経外科病院 北海道函館市神山1-4-12
長嶋健一郎 函館新都市病院 北海道函館市石川町331-1
遠藤明太 医療法人社団守一会 北美原ｸﾘﾆｯｸ 北海道函館市石川町350-18
安在貞祐 国立病院機構 函館病院 北海道函館市川原町18-16
米澤一也 国立病院機構 函館病院 北海道函館市川原町18-16
石川和徳 国立病院機構 函館病院 北海道函館市川原町18-16
今川正吾 国立病院機構 函館病院 北海道函館市川原町18-16
津田正哉 国立病院機構 函館病院 北海道函館市川原町18-16
中島滋夫 中島内科循環器科メンタルクリニック 北海道函館市大森町19-13
下野恒 しもの循環器・内科ｸﾘﾆｯｸ 北海道函館市鍛冶2-16-14
松村治男 函館渡辺病院 北海道函館市湯川町1-31-1
太田久宣 函館渡辺病院 北海道函館市湯川町1-31-1
富田恒一 第一内科医院 北海道函館市湯川町3-21-5
能戸徹哉 協立消化器循環器病院 北海道函館市美原3丁目2-16
尾崎文武 函館市医師会病院 北海道函館市富岡町2-10-10
中川裕也 函館市医師会病院 北海道函館市富岡町2-10-10
浅島弘志 函館中央病院 北海道函館市本町33-2
齋藤尚孝 函館中央病院 北海道函館市本町33-2
橋本雅幸 函館中央病院 北海道函館市本町33-2
齊藤誠一 さいとう内科循環器内科医院 北海道函館市万代町1-13
井門明 医療法人社団井門内科医院 北海道美唄市東1条北1丁目2-8
中野記嗣 北海道せき損センター 北海道美唄市東4条南1-3-1
佐藤功 北海道せき損センター 北海道美唄市東4条南1-3-1
名取俊介 北海道社会事業協会　富良野病院 北海道富良野市住吉町1-30
野呂忠孝 北海道社会事業協会　富良野病院 北海道富良野市住吉町1-30
橋本治 北海道社会事業協会　富良野病院 北海道富良野市住吉町1-30
野村智昭 北の峰病院 北海道富良野市中御料2062
小島諭 北見中央病院 北海道北見市とん田東町383番地
小髙恵理香 わだ小児科・循環器内科病院 北海道北見市幸町1-2-20
岩元利裕 いわもと循環器ｸﾘﾆｯｸ 北海道北見市寿町3丁目3番10号
建田早百合 北見循環器クリニック 北海道北見市東三輪3丁目17-1
仲野昌弘 北見循環器クリニック 北海道北見市東三輪3丁目17-1
小野太祐 北見赤十字病院 北海道北見市北6条東2丁目
徳原教 北見赤十字病院 北海道北見市北6条東2丁目
齋藤高彦 北見赤十字病院 北海道北見市北6条東2丁目
吉田茂夫 北見赤十字病院 北海道北見市北6条東2丁目
上北和実 北海道立北見病院 北海道北見市北七条東2-2-1
大塚陽介 西の里恵仁会病院 北海道北広島市西の里506
山本亮 北広島希望ヶ丘病院 北海道北広島市大曲804
酒井博司 名寄市立総合病院 北海道名寄市西7条南8-1
森田一豊 名寄市立総合病院 北海道名寄市西7条南8-1
西浦猛 名寄市立総合病院 北海道名寄市西7条南8-1
八巻多 名寄市立総合病院 北海道名寄市西7条南8-1
大澤宏 女満別中央病院 北海道網走郡大空町女満別西四条4-1-29
松井寛輔 美幌町立国民健康保険病院 北海道網走郡美幌町字仲町2丁目38番地
田畠慎哉 田畠医院 北海道網走郡美幌町新町2-3
中村秀樹 JA北海道厚生連 網走厚生病院 北海道網走市北6条西1丁目9番地
谷口治 JA北海道厚生連 網走厚生病院 北海道網走市北6条西1丁目9番地
中村愛 JA北海道厚生連 網走厚生病院 北海道網走市北6条西1丁目9番地
池内聰之 (医)遠軽中央病院 北海道紋別郡遠軽町岩見通南1-1-11
塩越隆広 JA北海道厚生連遠軽厚生病院 北海道紋別郡遠軽町大通北3丁目1番地5号
東浦勝浩 JA北海道厚生連遠軽厚生病院 北海道紋別郡遠軽町大通北3丁目1番地5号
木島基 JA北海道厚生連遠軽厚生病院 北海道紋別郡遠軽町大通北3丁目1番地5号
松田夏菜子 JA北海道厚生連遠軽厚生病院 北海道紋別郡遠軽町大通北3丁目1番地5号
早川拓治 はやかわクリニック 北海道紋別郡遠軽町大通北9丁目2-43
粟田政樹 広域紋別病院 北海道紋別市緑町5-6-8
現田聡 小平町立小平診療所 北海道留萌郡小平町小平町163-1
竹内克呂 たけうち内科循環器科医院 北海道留萌市高砂町3-1-14
竹内祥子 たけうち内科循環器科医院 北海道留萌市高砂町3-1-14
高橋文彦 留萌市立病院 北海道留萌市東雲町2-16
金子尚史 道立江差病院 北海道檜山郡江差町伏木戸町484


