
令和5年5月19日現在

医療機関名 所在地 医師名 担当する診療科 主たる病院以外の勤務先

旭川医科大学病院 旭川市緑が丘東2条1丁目１番1号 青山　藍子 小児科

赤羽　裕一 小児科

石羽澤　映美 小児科

岡　秀治 小児科

岡本　年男 小児科

國米　崇秀 小児科

黒田　真実 小児科

櫻井　由香里 小児科

櫻井　由香里 小児科

佐藤　雅之 小児科

更科　岳大 小児科

鈴木　滋 小児科

鈴木　菜生 小児科

竹口　諒 小児科
旭川厚生病院、旭川肢体不自由児総合療育
センター

田中　亮介 小児科

鳥海　尚久 小児科

中右　弘一 小児科

長森　恒久 小児科

長屋　建 小児科

古谷　曜子 小児科 旭川厚生病院

松本　尚也 小児科

吉田　陽一郎 小児科

梶濱　あや 小児科

棚橋　祐典 小児科

髙橋　悟 小児科

石井　大介 小児外科

宮城　久之 小児外科

二井　光麿 新生児科

蒔田　芳男 遺伝子診療カウンセリング室

廣川　博之 眼科

松野　直徒 肝胆膵移植外科

西尾　卓哉 形成外科
旭川厚生病院，帯広厚生病院，
北見赤十字病院

林　利彦 形成外科
北見赤十字病院，釧路労災病院，
苫小牧日翔病院

山尾　健 形成外科
旭川厚生病院，帯広厚生病院，
北見赤十字病院

古川　博之 外科（肝胆膵・移植） 吉田病院

山本　昌代 血液・腫瘍内科

進藤　基博 血液・腫瘍内科・内科 旭川厚生病院

畑山　真弓 血液内科

岡本　健作 膠原病内科 豊岡中央病院、旭川厚生病院

藤代　大介 膠原病内科

牧野　雄一 膠原病内科 旭川厚生病院

北田　正博 呼吸器外科・乳腺外科

熊井　琢美 耳鼻咽喉科

河野　通久 耳鼻咽喉科
富良野協会病院､広域紋別病院､雄武町
国保病院　ほか

小松田　浩樹 耳鼻咽喉科
市立根室病院、公立芽室病院、市立稚
内病院、札幌東徳州会病院　ほか

佐藤　遼介 耳鼻咽喉科
市立根室病院、公立芽室病院、市立稚
内病院、富良野協会病院　ほか
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旭川医科大学病院 旭川市緑が丘東2条1丁目１番1号 寒風澤　知明 耳鼻咽喉科
富良野協会病院､広域紋別病院､雄武町
国保病院　ほか

野﨑　結 耳鼻咽喉科 富良野協会病院､深川市立病院

山木　英聖 耳鼻咽喉科
富良野協会病院､広域紋別病院､雄武町
国保病院　ほか

脇坂　理紗 耳鼻咽喉科
遠軽厚生病院、公立芽室病院、富良野
協会病院、旭川厚生病院　ほか

林　隆介 耳鼻咽喉科
遠軽厚生病院、富良野協会病院、市立
稚内病院、広域紋別病院、　ほか

片田　彰博 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

岸部　幹 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

高原　幹 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

長門　利純 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

林　達哉 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

原渕　保明 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

川村　祐一郎 循環器内科

坂本　央 循環器内科

田邊　康子 循環器内科

久野木　健仁 消化器・血液腫瘍制御内科

長谷部　拓夢 消化器・血液腫瘍制御内科 旭川厚生病院

安藤　勝祥 消化器内科

上野　伸展 消化器内科

大竹　晋 消化器内科 唐沢病院

嘉島　伸 消化器内科

澤田　康司 消化器内科 旭川赤十字病院

田邊　裕貴 消化器内科

中嶋　駿介 消化器内科 旭川厚生病院

藤谷　幹浩 消化器内科

盛一　健太郎 消化器内科

進藤　真樹 腎臓内科

中川　直樹 腎臓内科

松木　孝樹 腎臓内科

阿部　里見 整形外科 旭川肢体不自由児総合療育センター

佐々木　祐介 整形外科

佐藤　剛 整形外科 大西病院

柴田　宏明 整形外科 旭川リハビリテーション病院

丹代　晋 整形外科

光武　遼 整形外科 旭川リハビリテーション病院

前田　陽平 整形外科
旭川リハビリテーション病院、市立旭川
病院、深川市立病院

坂上　英充 第二内科

橘内　博哉 糖尿病・内分泌内科

竹田　安孝 糖尿病・内分泌内科 北彩都病院、砂川市立病院

別所　瞭一 糖尿病・内分泌内科 砂川市立病院

太田　嗣人 糖尿病内科

小林　厚志 内科 豊岡中央病院

木下　学 脳神経外科

広島　覚 脳神経外科

三井　宣幸 脳神経外科

安榮　良悟 脳神経外科

澤田　潤 脳神経内科
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旭川医科大学病院 旭川市緑が丘東2条1丁目１番1号 玉木　岳 泌尿器科

井川　哲子 皮膚科

岸部　麻里 皮膚科

本間　大 皮膚科

山本　明美 皮膚科

川幡　智樹 リウマチ膠原病内科

田中　来 リウマチ膠原病内科

福浦　愛 リウマチ膠原病内科

長　和彦 小児科

吉河　道人 小児科

玉木　陽穂 消化器内科

佐々木　彰 精神科

鈴木　太郎 精神科

北畑　歩 精神科

櫻井　忍 精神科・内科

長沼　利恵 精神科

医療法人社団　真佑会　旭川消化器肛門クリニック 旭川市末広東１条３丁目１番６号 井原　真都 消化器科，外科，肛門科

旭川赤十字病院 旭川市曙1条1丁目 諏訪　清隆 小児科

森田　啓介 小児科

向井　徳男 小児科

太田　勲男 眼科

片岡　信也 眼科

藤井　常志 消化器内科

松久　優雅 腎臓内科

辻　賢 糖尿病･内分泌内科

森川　秋月 糖尿病･内分泌内科

森川　裕子 糖尿病･内分泌内科

安孫子　亜津子 糖尿病･内分泌内科

小林　徹 脳神経外科

瀧澤　克己 脳神経外科

竹林　誠治 脳神経外科

和田　始 脳神経外科

木ノ内　基史 皮膚科

菊地　智樹 病理診断科

医療法人社団創成　旭川南病院 旭川市神楽岡１４条７丁目１番１号 近藤　啓介 内科，整形外科

旭川リハビリテーション病院 旭川市緑が丘東１条１丁目 黒島　研美 脳神経内科

医療法人社団　丘のうえこどもクリニック 旭川市緑が丘南１条２丁目３番1３号 坂田　葉子 小児科，感染症

唐沢病院 旭川市４条通９丁目左８号 唐澤　学洋

神谷　和則

岩重　弘文

医療法人　仁友会　北彩都病院 旭川市宮下通９丁目２番１号 橋本　裕之 内科

和田　篤志 内科

平山　智也 内科

植竹　護 内科

豊島　経康 内科

野村　雅宏 糖尿病内科

独立行政法人国立病院機構旭川医療ｾﾝﾀｰ 旭川市花咲町７丁目４０４８番地

医療法人社団　旭川圭泉会病院 旭川市東旭川町下兵村２５２番地

胃腸内科，胃腸外科，内視鏡内科，内視
鏡外科，外科，内科，肛門外科

3



令和5年5月19日現在

医療機関名 所在地 医師名 担当する診療科 主たる病院以外の勤務先

旭川市小児慢性特定疾病指定医

医療法人　仁友会　北彩都病院 旭川市宮下通９丁目２番１号 石田　裕則 泌尿器科

増井　則昭 泌尿器科

山口　聡 泌尿器科

徳光　正行 泌尿器科

田中　和幸 外科

片山整形外科リウマチ科クリニック 旭川市豊岡１３条４丁目５番１７号 片山　耕 リウマチ，整形外科

高橋　幸枝 小児科，アレルギー科

杉森　真由美 小児科

久保田　知樹 小児科

医療法人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　クリスタルビ
ル２Ｆ・３Ｆ

買手　順一
内科・循環器内科・腎臓内科・人工透析
内科

医療法人社団　くまいクリニック 旭川市宮下通９丁目３９６－１ 熊井　惠美 耳鼻咽喉科・アレルギー科・頭頸部外科

ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院 旭川市１条通２４丁目１１１番地３ 沖　潤一 小児科

佐藤　敬 小児科

白井　勝 小児科

竹田津　原野 小児科

土田　悦司 小児科

真鍋　博美 小児科

野原　史勝 小児科

高橋　弘典 小児科

島田　空知 小児科

光部　兼六郎 産婦人科

本間　玲子 代謝・内分泌科

後藤　充 消化器科

田中　一之 消化器科

佐藤　一也 血液腫瘍内科

稲村　純季 血液腫瘍内科

医療法人優駿会　こんの優眼科クリニック 旭川市曙１条６丁目 今野　優 眼科

清水内科医院 旭川市１条２５丁目 田屋　登康 内科

市立旭川病院 旭川市金星町１丁目１ー６５ 中嶋　雅秀 小児科

古川　卓朗 小児科

阿部　二郎 小児科

垂石　正樹 消化器内科

稲場　勇平 消化器内科

宮本　義博 糖尿病・代謝内科

柿木　康孝 血液内科

片山　隆行 神経内科

杉本こども・内科クリニック 旭川市永山７条５丁目１番６号 杉本　昌也 小児科，内科

たかみや眼科 旭川市神楽５条１４丁目４番１４号 髙宮　央 眼科

医療法人社団　土田こどもクリニック 旭川市旭町２条１０丁目 土田　晃 小児科

とびせ小児科内科医院 旭川市末広２条１丁目１番１２号 飛世　千恵 小児科

医療法人　歓生会　豊岡中央病院 旭川市豊岡７条２丁目１番５号 伊藤　善也 小児科

ながのこどもクリニック 旭川市東光１１条３丁目３番６号 長野　奈緒子 小児科 市立旭川病院

ながやまキッズファミリークリニック 旭川市永山３条１３丁目１番１９号 松本　直也 小児科，アレルギー科

永山グリート循環器・むくみクリニック 旭川市永山７条４丁目２番１号 齊藤　幸裕 血管外科・循環器内科

医療法人　仁友会　永山腎泌尿器科クリニック 旭川市永山２条７丁目６０番地 水永　光博 泌尿器科

医療法人社団研和会　のむらひふ科耳鼻咽喉科
甲状腺クリニック

旭川市緑が丘東３条１丁目１２番２５号 野村　研一郎 耳鼻咽喉科

道北勤医協一条病院 旭川市東光１条１丁目１番１７号
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医療法人恵心会北星ファミリークリニック 旭川市錦町１９丁目２１６６ 村井　紀太郎 内科，小児科

みうら小児科クリニック 旭川市神居３条１０丁目１番３号 三浦　純一 小児科，アレルギー科

社会医療法人　元生会　森山病院 旭川市宮前２条１丁目１番６号
髙野　勝信 脳神経外科 森山メモリアル病院

石子　智士 眼科

松田　佳也 外科

渡邉　剛助 脳神経外科 森山メモリアル病院

森泉　茂宏 リハビリテーション科

林　恵充 脳神経外科，リハビリテーション科 森山病院

やまぐち眼科 旭川市豊岡１０条８丁目1番１号 山口　祐司 眼科

医療法人社団　慶友会　吉田病院 旭川市４条西４丁目１番２号 府川　悦士 内分泌内科 医療法人社団　慶友会　Keiクリニック

社会福祉法人　北海道療育園 旭川市春光台４条１０丁目 平元　東 小児科

林　時仲 小児科

楠　祐一 小児科

原　誠之助 小児科

徳光　亜矢 小児科

岩佐　諭美 小児科

竹田津　未生 小児科

浅井　洋子 小児科

平澤　雅敏 小児外科

齊藤　剛 内科

土井　敦 内科

北海道立旭川子ども総合療育センター 旭川市春光台２条１丁目 田中　肇 小児科

福田　郁江 小児科

木村　加弥乃 小児科

宮本　晶恵 小児科

岡野　聡美 小児科

鳥井　智太郎 整形外科

三島　令子 整形外科

社会医療法人　元生会　
森山メモリアル病院

旭川市旭町２条１丁目３１番地
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