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全道 184

南渡島 14

函館市 市立函館病院 041-8680 函館市港町１丁目１０番１号 0138-43-2000

函館市 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 040-8611 函館市五稜郭町３８番３号 0138-51-2295

函館市 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

函館市 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

函館市 独立行政法人国立病院機構 函館病院 041-8512 函館市川原町１８番１６号 0138-51-6281

函館市 中川内科クリニック 041-0808 函館市桔梗３丁目１４番３７号 0138-46-8008

函館市 医療法人社団イースト かたやま内科消化器科 041-0841 函館市日吉町２丁目８番１７号 0138-32-3221

函館市 函館赤十字病院 040-8631 函館市堀川町６番２１号 0138-51-5315

函館市 菅原内科クリニック 041-0812 函館市昭和３丁目３６－１１ 0138-34-2221

函館市 医療法人社団函館敬愛会 好和会クリニック 041-0824 函館市西桔梗町２４６番地１２９号 0138-48-6655

函館市 はら内科クリニック 040-0021 函館市的場町１番３号 0138-52-8282

北斗市 医療法人社団 平田博巳内科クリニック 049-0111 北斗市七重浜４丁目２７－４０ 0138-48-2200

木古内町 医療法人社団秋悠会 おおえ内科消化器科 049-0422 上磯郡木古内町本町５５９ 01392-2-6080

森町 医療法人社団遠藤内科医院 049-2326 茅部郡森町御幸町２９－１ 01374-2-2030

南檜山 0

北渡島檜山 1

今金町 今金町国保病院 049-4318 瀬棚郡今金町字今金１７番地－２ 0137-82-0221

札幌 86

札幌市 社会医療法人社団カレスサッポロ 時計台記念病院 060-0031 札幌市中央区北１条東１丁目２番３号 011-251-1221

札幌市 JR札幌病院 060-0033 札幌市中央区北３条東１丁目１番１号 011-208-7150

札幌市 国家公務員共済組合連合会 斗南病院 060-0004 札幌市中央区北４条西７丁目３－８ 011-231-2121

札幌市 斗南前よしざき内科消化器内科クリニック 060-0005 札幌市中央区北5条西6丁目2-2　札幌センタービル 14階 011-222-0700

札幌市 市立札幌病院 060-8604 札幌市中央区北１１条西１３丁目１番１号 011-726-2211

札幌市 医療法人社団 札幌循環器クリニック札幌循環器病院 060-0011 札幌市中央区北１１条西１４丁目２９番地 011-747-5821

札幌市 医療法人社団水色の木もれ陽　肝臓クリニック札幌 060-0011 札幌市中央区北１１条西１５丁目２－１サンエーアインビル３F 011-708-8080

札幌市 NTT東日本札幌病院 060-0061 札幌市中央区南１条西１５丁目 011-623-7000

札幌市 医療法人社団結仁会 浜田内科消化器科クリニック 060-0063 札幌市中央区南３条西２丁目１－１　Ｈ＆Ｂプラザ（マリオンビル）４F 011-219-5555

札幌市 医療法人菊郷会 愛育病院 064-0804 札幌市中央区南４条西２５丁目２番１号 011-563-2211

札幌市 社会医療法人鳩仁会 札幌中央病院 064-0809 札幌市中央区南９条西１０丁目１番５０号 011-513-0111

札幌市 医療法人社団 札幌外科記念病院 064-0923 札幌市中央区南２３条西１５丁目１番３０号 011-563-0151

札幌市 時計台内科健診クリニック 060-0002 札幌市中央区北２条西２丁目札幌２・２ビル　２F 011-221-1817

札幌市 ＪＡ北海道厚生連 札幌厚生病院 060-0033 札幌市中央区北３条東８丁目５番地 011-261-5331

札幌市 医療法人花音 しんたに内科消化器内科 060-0042 札幌市中央区大通西１７丁目１－２７ 札幌メディケアセンタービル４F 011-643-0335

札幌市 医療法人社団 札幌新川駅前内科 001-0925 札幌市北区新川５条１丁目１番２２号 011-708-1234

札幌市 社会医療法人北楡会 開成病院 001-0033 札幌市北区北３３条西６丁目２番３５号 011-757-2201

札幌市 飛騨内科クリニック 001-0902 札幌市北区新琴似２条１１丁目７－７ 011-769-8002

札幌市 北海道医療大学病院 002-8072  札幌市北区あいの里２条５丁目 011-778-7575

札幌市 新星おなかのクリニック 002-0855 札幌市北区屯田５条７丁目１－６８ 011-775-8000

札幌市 社会医療法人母恋 天使病院 065-8611 札幌市東区北１２条東３丁目１番１号 011-711-0101

札幌市 医療法人社団 札幌道都病院 065-0017 札幌市東区北１７条東１４丁目３番２号 011-731-1155

札幌市 医療法人とこはる 東栄内科クリニック 007-0841 札幌市東区北４１条東１６丁目３番１４号 011-782-0111

札幌市 社会医療法人社団禎心会 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

札幌市 医療法人為久会 札幌共立医院 007-0848 札幌市東区北４８条東１丁目１－５ 011-752-4101

札幌市 社会医療法人社団三草会クラーク病院 065-0042 札幌市東区本町２条４丁目８番２０号 011-782-6160

札幌市 医療法人彰和会 北海道消化器科病院 065-0041 札幌市東区本町１条１丁目２番１０号 011-784-1811

札幌市 勤医協中央病院 007-8505 札幌市東区東苗穂５条１丁目９番 011-782-9111

札幌市 医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院 065-0033 札幌市東区北３３条東１４丁目３－１ 011-722-1110

札幌市 医療法人社団豊生会　東苗穂病院 007-0803 札幌市東区東苗穂３条１丁目２番18号 011-784-1121

札幌市 社会医療法人 恵佑会札幌病院 003-0027 札幌市白石区本通１４丁目北１－１ 011-863-2101

札幌市 社会医療法人北楡会 札幌北楡病院 003-0006 札幌市白石区東札幌６条６丁目５－１ 011-865-0111

　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年度　肝疾患に関する専門医療機関一覧　　　　　　　　　　　　　R４.３.３１現在

道南

道央
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札幌市 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター 003-0804 札幌市白石区菊水４条２丁目３番５４号 011-811-9111

札幌市 医療法人菊郷会 札幌センチュリー病院 003-0825 札幌市白石区菊水元町５条３丁目５－１０ 011-871-1121

札幌市 社会医療法人 恵佑会第２病院 003-0027 札幌市白石区本通１３丁目北７番１号 011-863-2111

札幌市 医療法人 東札幌病院 003-8585 札幌市白石区東札幌３条３丁目７－３５ 011-812-2311

札幌市 医療法人社団豊仁会 やまうち内科クリニック 003-0021 札幌市白石区栄通１９丁目１番１号 011-851-5600

札幌市 医療法人社団千結会さっぽろ白石内科消化器科クリニック 003-0022 札幌市白石区南郷通１丁目南８－１０白石ガーデンプレイス３F 011-862-8878

札幌市 医療法人社団 幸田内科消化器クリニック 004-0052 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目４－１ 新札幌七彩館ビル２階 011-896-3888

札幌市 独立行政法人地域医療機能推進機構 札幌北辰病院 004-8618 札幌市厚別区厚別中央２条６丁目２－１ 011-893-3000

札幌市 勇気会医療法人 北央病院 004-0021 札幌市厚別区青葉町１１丁目２－１０ 011-892-8531

札幌市 医療法人社団奏健会 さっぽろ厚別通内科 004-0065 札幌市厚別区厚別西５条１丁目１５番２１号 011-895-6671

札幌市 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

札幌市 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 004-0041 札幌市厚別区大谷地東１丁目１番１号 011-890-1110

札幌市 医療法人社団桐佑会 札幌藤島クリニック 004-0074 札幌市厚別区厚別北４条４丁目１－８ 011-801-7707

札幌市 さとう内科・消化器内科クリニック 004-0062 札幌市厚別区西２条４丁目２－１０アクティプラザ厚別西１F 011-894-2004

札幌市 医療法人社団 夏井坂内科クリニック 004-0041 札幌市厚別区大谷地東４丁目１番２号 011-893-1678

札幌市 たけだ内科胃腸科クリニック 062-0904 札幌市豊平区豊平４条３丁目３－１０　豊平メディカルプラザ１F 011-823-1100

札幌市 KKR札幌医療センター 062-0931 札幌市豊平区平岸１条６丁目３番４０号 011-822-1811

札幌市 独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院 062-8618 札幌市豊平区中の島１条８丁目３番１８号 011-831-5151

札幌市 髙木内科医院 062-0932 札幌市豊平区平岸２条１４丁目１－２２ 今崎メディカルビル４F 011-812-1200

札幌市 医療法人社団慈昂会 福住内科クリニック 062-0042 札幌市豊平区福住２条１丁目２番５号　 011-836-3531

札幌市 医療法人北志会札幌ライラック病院 062-0906 札幌市豊平区豊平６条８丁目２番１８号 011-812-8822

札幌市 ゆう内科消化器クリニック 062ｰ0053 札幌市豊平区月寒東３条11丁目1-36ﾌﾞﾗﾝﾁ札幌月寒ﾒﾃﾞｨｶﾙｽｸｴｱ2階 011-855-2580

札幌市 北海道医療生活協同組合 札幌緑愛病院 004-0861 札幌市清田区北野１条１丁目６－３０ 011-883-0121

札幌市 社会医療法人蘭友会 札幌里塚病院 004-0811 札幌市清田区美しが丘１条６丁目１番５号 011-883-1200

札幌市 社会医療法人 札幌清田病院 004-0831 札幌市清田区真栄１条１丁目１番１号 011-883-6111

札幌市 さかもと内科消化器科クリニック 004-0841 札幌市清田区清田１条４丁目４－３０ 011-888-8181

札幌市 医療法人社団ＳＳＪ札幌整形循環器病院 004-0861 札幌市清田区北野１条２丁目１１－３０ 011-881-1100

札幌市 みき内科消化器きたのクリニック 004-0867 札幌市清田区北野7条5丁目１２番２０号 011-887-1771

札幌市 医療法人為久会 札幌共立五輪橋病院 005-0802 札幌市南区川沿２条１丁目２番５４号 011-571-8221

札幌市 医療法人 晴生会さっぽろ南病院 005-0814 札幌市南区川沿１４条１丁目５番１号 011-571-5103

札幌市 医療法人大地 札幌真駒内病院 005-0013 札幌市南区真駒内緑町１丁目２番１号 011-583-2000

札幌市 露口内科消化器内科クリニック 005-0016 札幌市南区真駒内南町１丁目７番１２号 011-582-0811

札幌市 社会医療法人康和会 札幌しらかば台南病院 061-2282 札幌市南区藤野２条１１丁目７番１号 011-596-2621

札幌市 医療法人社団静和会 静和記念病院 063-0811 札幌市西区琴似１条５丁目１番１号 011-611-1111

札幌市 医療法人社団慈昴会 琴似駅前内科クリニック 063-0812 札幌市西区琴似２条１丁目１番２０号　琴似タワープラザ２F 011-622-3531

札幌市 社会医療法人孝仁会 北海道大野記念病院 063-0052 札幌市西区宮の沢２条１丁目１６番１号 011-665-0020

札幌市 公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協札幌西区病院 063-0061 札幌市西区西町北１９丁目１番５号 011-663-5711

札幌市 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター 063-0005 札幌市西区山の手５条７丁目１番１号 011-611-8111

札幌市 医療法人 聖愛会 発寒中央病院 063-0825 札幌市西区発寒５条６丁目１０番１号 011-661-2111

札幌市 社会医療法人アルデバランさっぽろ二十四軒病院 063-0802 札幌市西区二十四軒２条４丁目７番２０号 011-641-2281

札幌市 医療法人社団明生会 イムス札幌消化器中央総合病院 063-0842 札幌市西区八軒２条西１丁目１丁目１番１号 011-611-1391

札幌市 医療法人社団札幌がんフォレスト癒しの森内科・消化器内科クリニック 063-0822 札幌市西区発寒２条５丁目６番５号 011-668-1184

札幌市 医療法人社団香友会 富丘まごころ内科クリニック 006-0011 札幌市手稲区富丘１条４丁目１－１ 011-699-8881

札幌市 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 006-8555 札幌市手稲区前田１条１２丁目１番４０号 011-681-8111

札幌市 医療法人社団博仁会 手稲山クリニック 006-0835 札幌市手稲区曙５条３丁目１番１号 011-688-3366

札幌市 社会医療法人アルデバラン 手稲いなづみ病院 006-0813 札幌市手稲区前田３条４丁目２番６号 011-685-2200

札幌市 社会医療法人延山会 西成病院 006-0832 札幌市手稲区曙２条２丁目２番２７号 011-681-9321

江別市 医療法人渓和会江別病院 069-0817 江別市野幌代々木町８１番地６ 011-382-1111

江別市 医療法人社団仁寿会 ささなみ内科クリニック 069-0813 江別市野幌町６６番地２ 011-382-3373

石狩市 医療法人社団あかつき会 石狩すずらん内科 061-3207 石狩市花川南７条１丁目３番地 0133-73-7776

千歳市 千歳インター消化器・内科 066-0047 千歳市本町４丁目２番２ 0123-25-5541

千歳市 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

道央
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恵庭市 恵庭第一病院 061-1447 恵庭市福住町１丁目６番６ 0123-34-1155

恵庭市 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 0123-36-7555

後志 7

小樽市 北海道済生会小樽病院 047-0008 小樽市築港１０番１号 0134-25-4321

小樽市 小樽掖済会病院 047-0032 小樽市稲穂１丁目４番１号 0134-24-0325

小樽市 小樽市立病院 047-8550 小樽市若松１丁目１番１号 0134-25-1211

小樽市 社会福祉法人北海道社会事業協会 小樽病院 047-8510 小樽市住ノ江１丁目６番１５号 0134-23-6234

小樽市 医療法人社団せのた内科クリニック 047-0021 小樽市入船１丁目８番１５号 0134-27-7171

倶知安町 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

余市町 社会福祉法人北海道社会事業協会 余市病院 046-0003 余市郡余市町黒川町19丁目１番地１ 0135-23-3126

南空知 7

岩見沢市 岩見沢市立総合病院 068-8555 岩見沢市９条西７丁目２番地 0126-22-1650

岩見沢市 独立行政法人労働者健康安全機構 北海道中央労災病院 068-0004 岩見沢市４条東１６丁目５番地 0126-22-1300

美唄市 市立美唄病院 072-8555 美唄市西２条北１丁目１番１号 0126-63-4171

美唄市 医療法人社団雄美会 なかむら内科・消化器内科クリニック 072-0012 美唄市東１条南３丁目２－１２ 0126-63-1555

長沼町 町立長沼病院 069-1332 夕張郡長沼町中央南２丁目２番１号 0123-88-2321

長沼町 医療法人社団緑稜会 長沼内科消化器科 069-1346 夕張郡長沼町西町１丁目８番１６号 0123-82-5333

栗山町 栗山赤十字病院 069-1513 夕張郡栗山町朝日３丁目２番地 0123-72-1015

中空知 5

芦別市 市立芦別病院 075-8501 芦別市本町１４番地 0124-22-2701

滝川市 滝川市立病院 073-0022 滝川市大町２丁目２番３４号 0125-22-4311

滝川市 医療法人社団新緑会 文屋内科消化器科医院 073-0034 滝川市空知町２丁目４番１０号 0125-23-5195

砂川市 医療法人社団 細谷医院 073-0163 砂川市西３条北３丁目１番１１号 0125-52-3057 

砂川市 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

北空知 1

深川市 深川市立病院 074-0006 深川市６条６番１号 0164-22-1101

西胆振 6

室蘭市 医療法人社団秀仁会 野尻内科消化器科クリニック 050-0073 室蘭市宮の森町４丁目１２番１８号 0143-41-1551

室蘭市 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 0143-24-1331

室蘭市 市立室蘭総合病院 051-8512 室蘭市山手町３丁目８番１号 0143-25-3111

室蘭市 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 050-0076 室蘭市知利別町１丁目４５番地 0143-44-4650

室蘭市 医療法人社団いくた内科クリニック 050-0063 室蘭市港北町３丁目２７番２号 0143-55-1900

伊達市 総合病院伊達赤十字病院 052-8511 伊達市末永町８１番地 0142-23-2211

東胆振 7

苫小牧市 医療法人王子総合病院 053-8506 苫小牧市若草町３丁目４番８号 0144-32-8111

苫小牧市 苫小牧市立病院 053-8567 苫小牧市清水町１丁目５番２０号 0144-33-3131

苫小牧市 勤医協苫小牧病院 053-0855 苫小牧市見山町１丁目８番２３号 0144-72-3151

苫小牧市 医療法人 同樹会苫小牧病院 053-0006 苫小牧市新中野町３丁目９番地１０号 0144-36-1221

苫小牧市 医療法人社団養生館 苫小牧日翔病院 053-0806 苫小牧市矢代町２丁目９番１３号 0144-72-7000

苫小牧市 医療法人 苫小牧消化器外科 059-1304 苫小牧市北栄町３丁目５－１ 0144-51-6655

苫小牧市 横山内科消化器科 053-0822 苫小牧市川沿町４丁目１番２号 0144-74-0011

日高 1

浦河町 浦河赤十字病院 057-0007 浦河郡浦河町東町ちのみ１丁目２－１ 0146-22-5111

上川中部 10

旭川市 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

旭川市 医療法人慶友会 吉田病院 070-0054 旭川市４条西４丁目１番２番 0166-25-1115

旭川市 医療法人社団　旭川キュアメディクス 070-0036 旭川市6条通15丁目69-1 0166-23-3127

旭川市 独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター 070-8644 旭川市花咲町７丁目４０４８番地 0166-51-3161

旭川市 市立旭川病院 070-8610 旭川市金星町１丁目１番６５号 0166-24-3181

旭川市 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

旭川市 医療法人社団慈成会 東旭川病院 078-8208 旭川市東旭川下兵村254番５ 0166-36-2240

旭川市 医療法人修彰会 沼崎病院 070-0038 旭川市８条通８丁目４３番地 0166-23-2090

道央

道北



三次医療圏 市町村名 医　　療　　機　　関　　名 〒 住　　　　所 電話番号

旭川市 医療法人社団博彰会 佐野病院 071-8133 旭川市末広３条３丁目１番１５号 0166-52-1177

比布町 比布町立ぴっぷクリニック 078-0343 上川郡比布町中町１丁目２番１０号 0166-85-2222

上川北部 5

士別市 士別市立病院 095-0048 士別市東１１条５丁目３０２９番地１ 0165-23-2166

名寄市 医療法人社団 たに内科クリニック 096-0018 名寄市西８条南１１丁目２８－１５９ 01654-3-1223

名寄市 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

名寄市 名寄市風連国民健康保険診療所 098-0504 名寄市風連町本町７６番地１ 01655-3-2545

和寒町 国民健康保険町立和寒病院 098-0132 上川郡和寒町字西町１１１番地 0165-32-2103

富良野 1

富良野市 社会福祉法人 北海道社会事業協会 富良野協会病院 076-8765 富良野市住吉町１番３０号 0167-23-2181

留萌 1

留萌市 留萌市立病院 077-8511 留萌市東雲町２丁目１６番地１ 0164-49-1011

宗谷 3

稚内市 医療法人凜誠会 クリニック森の風 097-0002 稚内市潮見３丁目６番３２号 0162-34-6565

稚内市 市立稚内病院 097-8555 稚内市中央４丁目１１番６号 0162-23-2771

浜頓別町 浜頓別町国民健康保険病院 098-5791 枝幸郡浜頓別町旭ヶ丘３丁目３番地 01634-2-2203

北網 6

北見市 小林病院 090-8567 北見市北３条西４丁目２番地 0157-23-5171

北見市 医療法人社団悠々会 北見消化器クリニック 090-0024 北見市北４条東３丁目１４番地 0157-23-6560

北見市 北見赤十字病院 090-8666 北見市北６条東２丁目１番地 0157-24-3115

北見市 オホーツク勤医協北見病院 090-0817 北見市常盤町５丁目７番地５ 0157-26-1300

北見市 医療法人社団雄俊会 おんねゆ診療所 091-0170 北見市留辺蘂町温根湯温泉４４０番地１ 0157-45-2340

網走市 JA北海道厚生連 網走厚生病院 093-0076 網走市北６条西１丁目９番地 0152-43-3157

遠紋 2

紋別市 大原病院 094-8714 紋別市幸町４丁目１番１６号 0158-23-3151

遠軽町 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

十勝 12

帯広市 社会医療法人恵和会帯広中央病院 080-0017 帯広市西７条南８丁目１番地３ 0155-24-2200

帯広市 公益財団法人北海道医療団 帯広第一病院 080-0014 帯広市西４条南１５丁目１７番地３ 0155-25-3121

帯広市 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 080-0024 帯広市西１４条南１０丁目１番地 0155-65-0101

帯広市 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番地 0155-22-6600

帯広市 医療法人社団隆仁会 おく内科消化器クリニック 080-0020 帯広市西５条南２１丁目２－２ 0155-66-6170

帯広市 医療法人社団刀圭会協立病院 080-0046 帯広市西16条北1丁目27番地 0155-35-3355

帯広市 横手内科クリニック 080-2472 帯広市西２２条南４丁目２０－７ 0155-35-7155

帯広市 社会福祉法人北斗　北斗病院 080-0833 帯広市稲田町基線７番地５ 0155-48-8000

音更町 医療法人徳洲会 帯広徳洲会病院 080-0302 河東郡音更町木野西通１４丁目２番地１ 0155-32-3030

清水町 清水赤十字病院 089-0195 上川郡清水町南２条２丁目１ 0156-62-2513

芽室町 公立芽室病院 082-0014 河西郡芽室町東４条３丁目５番地 0155-62-2811

池田町 医療法人社団 藤田クリニック 083-0090 中川郡池田町字大通６丁目１３番地 015-572-6020

釧路 5

釧路市 市立釧路総合病院 085-0822 釧路市春湖台１番１２号 0154-41-6121

釧路市 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

釧路市 総合病院 釧路赤十字病院 085-8512 釧路市新栄町２１番１４号 0154-22-7171

釧路市 ほり内科クリニック 085-0005 釧路市松浦町１２番３号 0154-22-1241

釧路市 道東勤医協釧路協立病院 085-0055 釧路市治水町３番１４号 0154-24-6811

根室 4

根室市 医療法人社団 岡田医院 087-0015 根室市花咲町２丁目１３番地 0153-24-2651

根室市 市立根室病院 087-8686 根室市有磯町１丁目２番地 0153-24-3201

中標津町 町立中標津病院 086-1110 標津郡中標津町西１０条南９丁目１番地１ 0153-72-8200

中標津町 医療法人樹恵会 石田病院 086-1160 標津郡中標津町りんどう町５番地６ 0153-72-9112

釧路・根室

道北

オホーツク

十勝


