旭川市小児慢性特定疾病指定医療機関（病院・診療所）
医療機関名

郵便番号

住所

電話番号

診療科名

1 旭川医科大学病院

０７８－８５１０ 旭川市緑が丘東２条１丁目１番１号

循環器内科，腎臓内科，呼吸器内
科，脳神経内科，糖尿病内科，内
分泌内科，消化器内科，血液・腫瘍
内科，精神科，小児科，心臓外科，
血管外科，呼吸器外科，乳腺外
0166-65-2111 科，小児外科，消化器外科，整形
外科，皮膚科，泌尿器科，眼科，耳
鼻咽喉科，頭頸部外科，産科，婦
人科，放射線科，脳神経外科，救
急科，リハビリテーション科，病理
診断科，歯科口腔外科，麻酔科

2 旭川医科大学病院（歯科）

０７８－８５１０ 旭川市緑が丘東２条１丁目１番１号

0166-65-2111 歯科口腔外科

０７０－８５３０ 旭川市曙１条１丁目１番１号

内科、呼吸器内科、消化器内科、
循環器内科、糖尿病･内分泌内科、
腎臓内科、血液･腫瘍内科、救急
科、病理診断科、精神科（休診
中）、小児科、神経内科、産婦人
0166-22-8111
科、外科、消化器外科、整形外科、
脳神経外科、心臓血管外科、眼
科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、形成
外科、皮膚科、リハビリテーション
科、麻酔科、放射線科

4 旭川リハビリテーション病院

０７８－８８０１ 旭川市緑が丘東１条１丁目１番１号

内科，循環器内科，呼吸器内科，
消化器内科，腎臓内科，神経内
0166-65-0101
科，泌尿器科，整形外科，外科，リ
ハビリテーション科，歯科

5 あさひかわ福祉生協 銀座通内科クリニック

０７０－００３３ 旭川市３条通１５丁目８２０番地の１

0166-24-2233 内科

6 いずみ眼科

０７１－８１３１ 旭川市末広１条１丁目３番１号

0166-51-2111 眼科

7 医療法人 旭川神経内科クリニック

０７０－０８７４ 旭川市春光４条９丁目９番２２号

8 医療法人 唐沢病院

０７０－００３４ 旭川市４条通９丁目左８号

0166-46-8511 内科、神経内科
胃腸内科，胃腸外科，内視鏡内
0166-23-3165 科，内視鏡外科，外科，内科，肛門
外科

3 旭川赤十字病院

9

医療法人 健祈会 永山内科・呼吸器内科クリニッ
０７９－８４１４ 旭川市永山４条１０丁目２番１６号
ク

0166-46-5511

内科，呼吸器内科，循環器内科，
アレルギー科

10 医療法人 健祈会 松本呼吸器・内科クリニック

０７１－８１３２ 旭川市末広２条６丁目６番１０号

0166-50-3311

内科，呼吸器内科，循環器内科，
アレルギー科

11 医療法人 健康会 くにもと病院

０７０－００６１ 旭川市曙１条７丁目２番１号

0166-25-2241

肛門外科，胃腸内科，リハビリテー
ション科

12 医療法人 元生会 森山メモリアル病院

０７０－０８３２ 旭川市旭町２条１丁目３１番地

0166-55-2000

内科，整形外科，脳神経外科，リハ
ビリテーション科

13 医療法人 仁友会 北彩都病院

０７０－００３０ 旭川市宮下通９丁目２番１号

0166-26-6411 泌尿器科，内科，外科

14 医療法人 仁友会 永山腎泌尿器科クリニック

０７９－８４１２ 旭川市永山２条７丁目６０番地

0166-46-5500 泌尿器科，内科

15 医療法人 中島病院

０７０－００３４ 旭川市４条通１６丁目１１５２番地

0166-24-1211 外科，胃腸科，整形外科，肛門科

16 医療法人 ながのこどもクリニック

０７８－８３５１ 旭川市東光１１条３丁目３番６号

0166-39-1154 小児科，アレルギー科

17 医療法人 優駿会 こんの優眼科クリニック

０７０－００６１ 旭川市曙１条６丁目２番１号

0166-25-8341 眼科

18 医療法人回生会 大西病院

０７０－００３４ 旭川市４条通１１丁目右３号

内科、消化器内科、循環器内科、
外科、消化器外科、脳神経外科、
0166-26-2171
整形外科、形成外科、リハビリテー
ション科、放射線科

19 医療法人回生会 大西病院(歯科)

０７０－００３４ 旭川市４条通１１丁目右３号

0166-26-2171 歯科口腔外科

20 医療法人恵心会 北星ファミリークリニック

０７０－０８２４ 旭川市錦町１９丁目２１６６

0166-53-0011 内科、小児科、家庭医療科

21 医療法人社団 旭川圭泉会病院

０７８－８２０８ 旭川市東旭川町下兵村２５２

0166-36-1559

22 医療法人社団 アサヒ矯正歯科

０７０－００３０ 旭川市宮下通９丁目５３１番番地の１

0166-22-6400 矯正歯科

23 医療法人社団 石川内科

０７８－８３４６ 旭川市東光６条３丁目３番１１号

0166-35-8811

24 医療法人社団 丘のうえこどもクリニック

０７８－８８１１ 旭川市緑が丘南１条２丁目３の１３

0166-66-6006 小児科

25 医療法人社団 かさい矯正歯科

０７０－００３３

精神科、心療内科、ペインクリニッ
ク内科

内科，小児科，消化器科，アレル
ギー科

旭川市３条通７丁目４１８番地の１ ＯＫＵＮ
0166-25-7700 矯正歯科
Ｏ ５階

26 医療法人社団 片山整形外科リウマチ科クリニック ０７８－８２４３ 旭川市豊岡１３条４丁目５番１７号

0166-39-1155 整形外科，リウマチ科

27 医療法人社団 慶友会 吉田病院

０７０－００５４ 旭川市４条西４丁目１－２

内科，循環器内科，消化器内科，
呼吸器内科，腎臓内科，外科，整
0166-25-1115 形外科，眼科，放射線科，精神科，
リハビリテーション科，歯科・口腔外
科

28 医療法人社団 柴田医院

０７０－０８７３ 旭川市春光３条８丁目１０番２０号

0166-51-3067 歯科，小児歯科，歯科口腔外科

29 医療法人社団 柴田医院

０７０－０８７３ 旭川市春光３条８丁目１０番２０号

0166-51-3067 内科，循環器内科

30 医療法人社団 小児科くさのこどもクリニック

０７１－８１２１ 旭川市末広東１条５丁目１番４号

0166-52-1151 小児科，アレルギー科

31 医療法人社団 創成 旭川南病院

０７８－８３２４ 旭川市神楽岡１４条７丁目１番１号

0166-65-2220 内科，外科，整形外科

32 医療法人社団 土田こどもクリニック

０７０－０８３２ 旭川市旭町２条１０丁目１２８－５０

0166-55-0202 小児科，アレルギー科

33 医療法人社団 なかむら整形外科クリニック

０７９－８４１７ 旭川市永山７条１６丁目２番１７号

0166-49-5777

34 医療法人社団 永山皮膚科クリニック

０７９－８４１３ 旭川市永山３条１６丁目３番４号

0166-40-4112 皮膚科

35 医療法人社団 はやし内科胃腸科小児科医院

０７８－８２４３ 旭川市豊岡１３条５丁目１番３号

0166-33-2277

整形外科、リウマチ科、リハビリ
テーション科

内科，消化器内科，小児科，アレル
ギー科
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36 医療法人社団 萌生会 サンビレッジクリニック

０７０－０８１２ 旭川市神居２条１８丁目１６番１６号

0166-61-5500 内科，消化器科，アレルギー科

37 医療法人社団 豊明会 あさひ眼科

０７０－０８３２ 旭川市旭町２条１０丁目１２８番地５３

0166-59-7700 眼科

38 医療法人社団 みうら小児科クリニック

０７０－８０１３ 旭川市神居３条１０丁目１番３号

0166-60-1313 小児科，アレルギー科

39 医療法人社団 みどりの里リバータウンクリニック

０７８－８３７２ 旭川市旭神２条３丁目６番２５号

0166-66-0766 内科，外科

40 医療法人社団 明眸会 東光眼科

０７８－８３４９ 旭川市東光９条６丁目１番１２号

0166-39-3113 眼科

41 医療法人社団 やぶしたフラワー歯科医院

０７８－８２５１ 旭川市東旭川北１条６丁目１０－２５

0166-36-5455 歯科，小児歯科

42 医療法人社団 清水内科医院

０７８－８２１１ 旭川市１条通２５丁目４８９－１０８

0166-34-2617 内科，糖尿病科，消化器科

43 かみつ歯科医院

０７０－０８４２ 旭川市大町２条１２丁目６６番地の４８

0166-54-5455 小児歯科，歯科

44 ささき歯科

０７８－８２３４ 旭川市豊岡４条７丁目１番１６号

45 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

46 市立旭川病院

０７０－８６１０ 旭川市金星町１丁目１番６５号

47 杉本こども・内科クリニック

０７９－８４１７ 旭川市永山７条５丁目１番６号

0166-37-7181 歯科
内科，消化器科，呼吸器科，循環
器科，神経内科，小児科，外科，呼
吸器外科，整形外科，産婦人科，
0166-33-7171 皮膚科，形成外科，泌尿器科，耳
鼻咽喉科，眼科，精神科，麻酔科，
放射線科，リハビリテーション科，
病理診断科
内科，外科，耳鼻いんこう科，産婦
人科，小児科，皮膚科，眼科，整形
外科，精神科，放射線科，泌尿器
科，麻酔科，神経内科，呼吸器内
0166-24-3181 科，消化器内科，循環器内科，血
液内科，糖尿病・代謝内科，心臓血
管外科，呼吸器外科，消化器外
科，乳腺外科，病理診断科，歯科
口腔外科
0166-46-0003 小児科，内科

48 たかみや眼科

０７０－８００５ 旭川市神楽５条１４丁目１番６号

0166-63-7070 眼科

49 千代田クリニック

０７８－８３４１ 旭川市東光１条６丁目２番３号

0166-31-7821

50 寺西眼科医院

０７０－８０１２ 旭川市神居２条６丁目２の１４

51 道北勤医協一条通病院

０７８－８３４１ 旭川市東光１条１丁目１番１７号

52 道北口腔センター歯科診療所

０７０－００２９ 旭川市金星町１丁目１－５２

0166-62-0285 眼科
内科，小児科，整形外科，呼吸器
科，循環器科，麻酔科，アレルギー
0166-34-2111
科，リウマチ科，消化器科，リハビ
リテーション科
0166-22-2290 歯科、小児歯科、その他（歯科系）

内科，呼吸器内科，循環器内科，
小児科

内科、総合内科、呼吸器内科、脳
神経内科、消化器内科、糖尿病･代
謝内科、循環器内科、リウマチ科、
0166-51-3161 小児科、外科、呼吸器外科、消化
器外科、乳腺外科、リハビリテー
ション科、放射線科、臨床検査科、
病理診断科、麻酔科

53 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

54 とびせ小児科内科医院

０７１－８１３２ 旭川市末広２条１丁目１番１２号

55 豊岡中央病院

０７８－８２３７ 旭川市豊岡７条２丁目１番５号

56 豊岡中央病院（歯科）

０７８－８２３７ 旭川市豊岡７条２丁目１番５号

0166-32-8181 歯科口腔外科

57 ながやまキッズファミリークリニック

０７９－８４１３ 旭川市永山３条１３丁目１番１９号

0166-49-7770 小児科，アレルギー科

58 北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター

０７１－８１４２ 旭川市春光台２条１丁目１番４３号

0166-51-2126 小児科，整形外科，歯科

59

北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター（歯
０７１－８１４２ 旭川市春光台２条１丁目１番４３号
科）

0166-52-0111 小児科，内科
整形外科，内科，消化器内科，内
分泌内科、糖尿病代謝内科，外
科，大腸外科，肛門外科，脳神経
0166-32-8181
外科，耳鼻咽喉科，小児科，リハビ
リテーション科，歯科口腔外科，麻
酔科

0166-51-2126 歯科

60 北海道療育園

０７１－８１４４ 旭川市春光台４条１０丁目

61 北海道療育園（歯科）

０７１－８１４４ 旭川市春光台４条１０丁目

内科，小児科、整形外科，精神科，
0166-51-6524 耳鼻咽喉科，眼科，放射線科，歯
科口腔外科
0166-51-6524 歯科口腔外科

62 松井眼科医院

０７０－００３３ 旭川市３条通９丁目左１０号

0166-23-4242 眼科

63 やまぐち眼科

０７８－８２４０ 旭川市豊岡１０条８丁目１番１号

0166-33-0825 眼科

備考

