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旭川レディースクリニック
3条通2丁目
十字屋ビル２階 ２５－３１１０ 呼吸器内科・内科とおるクリニック 豊岡２条７丁目 ３８－８０８８ 佐藤内科小児科医院 住吉4条2丁目 ５１－０９６２ 博愛内科クリニック 永山2条16丁目 ４８－５１１１

坪倉循環器科内科クリニック 3条通3丁目左6 ２２－６５１５ 豊岡産科婦人科医院 豊岡4条１丁目 ３１－６８０１ 並木通りクリニック 春光3条7丁目 ５９－７３９０ 今本内科医院 永山2条20丁目 ４８－２５６２

あさひかわ福祉生協　銀座通内科ｸﾘﾆｯｸ

３条通１５丁目
銀座ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2階 ２４－２２３３ 豊岡内科整形外科クリニック 豊岡３条６丁目 ３５－０５６１ 柴田医院 春光3条8丁目 ５１－３０６７ 永山循環器科クリニック 永山7条4丁目 ４７－３８３８

吉田病院 4条西4丁目 ２５－１１１５ 佐藤内科医院 豊岡4条3丁目 ３２－３３６６ とびさわ呼吸器科・内科 春光4条7丁目 ５３－２０１０ 大雪病院 永山3条7丁目 ４８－６６６１

おおしま内科 4条西7丁目 ２４－３８８８ みずうち産科婦人科 豊岡4条3丁目 ３１－６７１３ おおき内科クリニック 春光5条5丁目 ５１－５４４５ 高畑整形外科医院 永山3条22丁目 ４７－３３１１

丸谷病院 4条通5丁目右1 ２５－１１１１ 及川医院 豊岡4条8丁目 ３５－２６６１ 春光台クリニック 春光台4条3丁目 ５９－２８２８ 永山池田クリニック 永山3条22丁目 ４０－１２３０

旭川赤十字病院 曙1条１丁目 ２２－８１１１ さかじり内科医院 豊岡6条4丁目 ３２－３４６１ 旭川三愛病院 永山４条６丁目 ４７－６６６６

あけぼの循環器科内科ｸﾘﾆｯｸ 曙1条5丁目 ２５－２１０２ 豊岡中央病院 豊岡７条２丁目 ３２－８１８１ 旭川泌尿器科クリニック　 末広1条4丁目 ５３－７００７ 永山内科・呼吸器内科ｸﾘﾆｯｸ 永山４条10丁目 ４６－５５１１

くにもと病院 曙1条7丁目 ２５－２２４１ 斉藤外科胃腸科医院 豊岡8条5丁目 ３４－０６６６ 池田内科医院 末広1条5丁目 ５２－１２４１ 道北勤医協ながやま医院 永山5条11丁目 ４６－２２１１

はしづめクリニック 豊岡9条7丁目 ３８－３２１０ とびせ小児科内科医院 末広２条１丁目 ５２－０１１１ 杉本こども・内科クリニック 永山7条5丁目 ４６－０００３

北彩都病院 宮下通9丁目 ２６－６４１１ わたなべ内科医院 豊岡12条6丁目 ３５－８１１８ 松本呼吸器・内科クリニック 末広2条6丁目 ５０－３３１１ 都丸内科クリニック 永山7条10丁目 ４６－００３８

むとう内科医院
宮下通７丁目
駅前ビル5階 ２５－３３５５ はやし内科胃腸科小児科医院 豊岡13条5丁目 ３３－２２７７ 佐野病院 末広3条3丁目 ５２－１１７７ パワーズ内科胃腸科ｸﾘﾆｯｸ 永山11条4丁目 ４６－１９１９

クリスタル橋内科クリニック １条通6丁目 ２２－９６００ いなだ泌尿器科クリニック 豊岡13条6丁目 ３３－７７７７ 末広中央クリニック 末広3条4丁目 ５３－８８００

産婦人科・内科あべクリニック
１条通8丁目
西武ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾋﾞﾙ５階 ２５－３９００ フクダクリニック 末広5条7丁目 ５７－８８１０ 道北勤医協旭川医院 神楽3条4丁目 ６１－１１１７

整形外科内科吉田医院
3条通9丁目
ダイメックスビル１階 ２９－１０２１ 道北勤医協 一条通病院 東光1条1丁目 ３４－２１１１ みやざき内科小児科ｸﾘﾆｯｸ 末広東1条1丁目 ５４－７１７１ 山下内科・循環器科ｸﾘﾆｯｸ 神楽岡6条5丁目 ６６－１８００

唐沢病院 4条通9丁目左8 ２３－３１６５ 道北勤医協 一条クリニック 東光1条1丁目 ３４－１１３６ 旭川消化器肛門クリニック 末広東1条3丁目 ５４－１７８８ 神楽岡医院 神楽岡5条6丁目 ６６－３００３

佐久間病院 5条通7丁目左7 ２２－１１１１ 千代田クリニック 東光1条6丁目 ３１－７８２１ 旭川がん検診センター 末広東2条6丁目 ５３－７１１１ 村上内科小児科医院 神楽岡14条3丁目 ６５－２２３５

旭川循環器科内科クリニック 5条通9丁目右5 ２５－６３２５ さとう整形外科胃腸科医院 東光3条3丁目 ３２－６３２２ 五十嵐クリニック 東鷹栖1条１丁目 ５７－２１２０ 旭川南病院 神楽岡14条7丁目 ６５－２２２０

森山病院 8条通6丁目 ２２－４１５１ 東光やわらぎ泌尿器科 東光3条6丁目 ３７－０３００ まつい内科クリニック 緑が丘3条3丁目 ６５－１６２９

沼﨑病院 8条通8丁目 ２３－２０９０ ふくい内科小児科医院 東光4条6丁目 ３２－８２００ 道北勤医協旭川北医院 大町2条14丁目 ５３－２１１１ 旭川リハビリテーション病院 緑が丘東1条1丁目 ６５－０１０１

脇坂内科医院 東光6条2丁目 ３９－３９００ 藤井病院 旭町1条3丁目 ５１－１４１１ 緑が丘クリニック 緑が丘東4条1丁目 ６６－２００２

はらだ病院 1条通16丁目右7 ２３－２７８０ 石川内科 東光6条3丁目 ３５－８８１１ しだ内科医院 旭町1条15丁目 ５１－１７１７

小倉内科医院 3条通13丁目左10 ２３－４６９７ 大山内科医院 東光7条6丁目 ３３－７６７６ 森山メモリアル病院 旭町2条1丁目 ５５－２０００ うすき医院 神居2条1丁目 ６３－１０２５

大西病院 4条通11丁目右3 ２６－２１７１ ひしやま外科皮膚科ｸﾘﾆｯｸ 東光8条10丁目 ３５－８８８８ あさひまちクリニック 旭町２条４丁目 ５１－３３３０ 滝山内科医院 神居2条12丁目 ６１－０９８８

菊池外科医院 4条通12丁目左1 ２３－４２１３ 東光クリニック 東光9条3丁目 ３７－４８００ 若山クリニック 旭町2条13丁目 ５１－３６８６ サンビレッジクリニック 神居2条18丁目 ６１－５５００

岩田病院 4条通13丁目右5 ２３－２２０１ 東光中央医院 東光10条2丁目 ３３－６１６１ いとう内科歯科クリニック 川端町4条6丁目 ５２－０２３９ 内科循環器科はやしｸﾘﾆｯｸ 神居3条5丁目 ６１－３４１４

和田産婦人科医院 4条通15丁目右8 ２３－３５２１ おうみや内科クリニック 東光14条5丁目 ３９－３６３６ 真口内科小児科医院 緑町17丁目 ５４－１２２１ 神居やわらぎ泌尿器科 神居3条9丁目 ６３－２２２５

森本内科医院 4条通16丁目右8 ２３－５７３２ たちばなクリニック 錦町15丁目 ５５－２２４０ 鈴木内科クリニック 神居7条12丁目 ６１－６６６３

中島病院 4条通16丁目 ２４－１２１１ 東旭川病院 東旭川北1条6丁目 ３６－２２４０ にしきまち通りクリニック 錦町16丁目 ４６－８１００ 寺澤内科・胃腸科クリニック 忠和4条6丁目 ６０－３８５５

旭川キュアメディクス 6条通15丁目 ２３－３１２７ 大田内科消化器科クリニック 東旭川南1条１丁目 ３６－８３３８ 北星ファミリークリニック 錦町19丁目 ５３－００１１ 尾崎内科小児科医院 忠和5条5丁目 ６１－１９６５

林医院 東旭川南1条5丁目 ３６－１０２１ 国立病院機構旭川医療センター 花咲町７丁目 ５１－３１６１ 忠和クリニック 忠和5条6丁目 ６９－２５００

なかの呼吸器科内科ｸﾘﾆｯｸ 1条通18丁目 ３４－１１５９ 旭川圭泉会病院 東旭川町下兵村252 ３６－１５５９ 旭川高砂台病院 高砂台1丁目 ６１－５７００

平澤循環器・内科クリニック 1条通23丁目 ３３－２７００ 愛生病院 東旭川町共栄223番6 ３４－３８３８ 長南クリニック 東5条6丁目 ２４－４４９４

旭川厚生病院 1条通24丁目 ３３－７１７１ しんとみ内科クリニック 新富２条１丁目 ２１－３６００

清水内科医院 1条通25丁目 ３４－２６１７ 市立旭川病院 金星町1丁目 ２４－３１８１

四条はらだ医院 4条通18丁目 ３２－１８１０

木原循環器科内科医院 4条通22丁目 ３５－５５５５

南４条クリニック 南4条22丁目 ３１－３１３２

サクラ咲くクリニック 宮前１条４丁目 ３９－３４８８

大成地区

旭川市生活保護受給者等健康診査　実施医療機関一覧表 ※平成３０月１１月２２日現在

西地区 東・東旭川地区②（豊岡） 春光・末広・東鷹栖地区①（住吉・春光・春光台） 永山地区

春光・末広・東鷹栖地区②（末広・末広東・東鷹栖など）

中央地区

神楽・西神楽地区

東・東旭川地区③（東光・旭神）

北星地区

※時間など受診前に各病院へお
問い合わせ下さい。
※食事はせずに受診しましょう。

神居地区

東・東旭川地区④（東旭川など）

東・東旭川地区①（各条１７－２６丁目・南各条・宮前通）

新旭川地区

－－－注意事項－－－


