
千歳市（病院）

一般 療養 介護 精神 結核 計

1 市立千歳市民病院 066-8550 千歳市北光2丁目1番1号 伊藤　昭英 内,消,循,小,外,整,脳,皮,泌,産婦,眼,耳,麻 0123-24-3000 190 190 ○

2 千歳桂病院 066-0068 千歳市蘭越97番地の2 藤枝　俊儀 内,精 0123-23-2101 248 248

3 医療法人同仁会千歳第一病院 066-0042 千歳市東雲町1丁目11番地 高坂　一 内,循環器内科,消化器内科,外,整,肛,リハ,麻,リウ 0123-23-4111 82 82 ○

4 医療法人社団豊友会千歳豊友会病院 066-0034 千歳市富丘1丁目618番地6 千葉  雄 循,内,脳,リハ,麻,腎臓内科,人工透析内科 0123-24-4191 36 98 134 ○

5 医療法人資生会千歳病院 066-0067 千歳市桂木1丁目5番6号 芦澤　健 内,精,神,心内 0123-40-0700 180 180

6 医療法人社団いずみ会北星病院 066-0081 千歳市清流5丁目1番1号 遠藤　昭 内,整,リハ,麻,リウ 0123-24-1121 40 100 140 ○

7 医療法人同仁会向陽台病院 066-0057 千歳市若草1丁目10番11 加藤　達也 内,整,リハ 0123-28-2288 60 60

千歳市（診療所）

名　　　　　称 郵便番号 所在地 管理者 標榜科目 電話番号 病床数

1 陸上自衛隊北千歳駐屯地医務室 066－8668 千歳市北信濃 筒井　博貴 内,外,歯 0123－23－2106 5

2 航空自衛隊千歳基地医務室 066－8510 千歳市平和無番地 鈴木　定慶 内,外,歯 0123－23－3101 6

3 陸上自衛隊東千歳駐屯地医務室 066－8577 千歳市祝梅1016番地 平井　峻稔 内,外,歯 0123－23－5131 19

4 医療法人社団幸樹会
千歳脳神経外科 066－0017 千歳市日の出1丁目1番40号 五十嵐　幸治 脳,リハ 0123－22－9911 19

5 マミーズクリニックちとせ 066－0038 千歳市信濃2丁目1-13 島田　茂樹 産,婦 0123－27－4103 10

6 矢尾外科胃腸科 066－0037 千歳市新富3丁目12番8号 矢尾　光憲 胃,外,整,肛,リハ,麻 0123－27－2277 19

7 医療法人社団尾谷内科 066-0037 千歳市新富2丁目5番5号 尾谷  浩 内,消,循 0123-24-5121 19

8 医療法人社団さくら女性クリニック 066-0062 千歳市千代田町7丁目1789番地3 千歳ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ5階 土橋　義房 婦 0123-27-1323 －

9 紫明女子学院診療所 066-0066 千歳市大和4丁目662番地の2 尾崎　美香 内、精、歯 0123-22-5141 －

10 北海少年院医務課診療所 066-0066 千歳市大和4丁目746番地の10 尾崎　美香 内、精、歯 0123-23-3147 －

11 小樽検疫所千歳空港検疫所予防接種室 066-0012 千歳市美々（新千歳空港内） 熊谷　正広 内 0123-45-7007 －

12 北海道千歳保健所 066-8666 千歳市東雲町4丁目2番地 森　昭久 内 0123-23-3175 －

13 千歳市総合保健センター 066-0042 千歳市東雲町2丁目34番地 福島　剛 内 0123-24-3131 －

14 千歳市休日夜間急病センター 066-0042 千歳市東雲町１丁目８番地の１ 田中　長利 内 0123-25-6131 －

15 市立千歳市民病院支笏湖診療所 066-0281 千歳市支笏湖温泉3番地 中谷　純 内 0123-25-2241 －

16 市立千歳市民病院泉郷診療所 066-0004 千歳市泉郷78番地の10 蠣﨑　廣信 内,外 0123-29-2181 －

17 特別養護老人ホーム暢寿園医務室 066-0034 千歳市富丘2丁目7-5 小出　眞二 内 0123-24-7922 －

18 特別養護老人ホームやまとの里医務室 066-0066 千歳市大和4丁目2番1号 硲　瑞代 内 0123-49-6805 －

19 地域密着型特別養護老人ホーム千歳ふくろうの園診療所 066-0034 千歳市大和4丁目2-4 大久保　尚 内 0123-40-1165 －

20 医療法人社団北斗会北斗内科小児科医院 066-0073 千歳市北斗6丁目1番1号 中村　光成 内,呼,消,循,小 0123-23-4320 －

21 医療法人社団廣仁会浅沼皮膚科医院 066-0064 千歳市錦町1丁目11番地1 小野塚　貴 皮 0123-26-2331 －

22 医療法人社団平仁会こにし小児科医院 066-0035 千歳市高台4丁目2番4号 小西　祥平 小 0123-23-1195 －

23 医療法人社団誠仁会梅ヶ丘クリニック 066-0025 千歳市梅ヶ丘1丁目4番1号 西園　康文 内 0123-22-3755 －

24 医療法人社団尾谷内科新千歳空港クリニック 066-0012 千歳市美々 新千歳空港ﾋﾞﾙ1Ｆ 服部　裕一 内 0123-45-7553 －

25 医療法人社団開耳会松浦耳鼻咽喉科 066-0062 千歳市千代田町4丁目18番1号 松浦　聖一 耳 0123-24-0234 －

27 医療法人社団住吉こどもクリニック 066-0026 千歳市住吉3丁目16番10号 石坂　明人 小,アレ 0123-40-2344 －

28 新千歳クリニック 066-0026 千歳市住吉4丁目2番地 宮井　保尚 内,整,リハ 0123-22-8600 －

29 社会医療法人北腎会坂泌尿器科千歳クリニック 066-0038 千歳市信濃2丁目1番地 しなのﾋﾞﾙ2階 山崎　清仁 泌 0123-40-2727 －

30 医療法人社団新千歳眼科 066-0076 千歳市あずさ2丁目2番2号 兵藤　俊樹 眼 0123-40-2255 －

31 医療法人社団恵聖会クリニック 066-0061 千歳市栄町4丁目12番1号 吉田　栄一 内,神内,外,脳 0123-40-2020 －

32 医療法人社団廣仁会千歳皮膚科形成外科クリニック 066-0021 千歳市東郊1丁目4番18 東郊ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2階 間山　淳 皮,形 0123-40-1234 －

33 医療法人社団開耳会千歳耳鼻咽喉科 066-0021 千歳市東郊1丁目4番18号 東郊ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ2階 寺倉　直明 耳 0123-26-7737 －

34 医療法人社団三上内科呼吸器科クリニック 066-0021 千歳市東郊1丁目4番18号 東郊ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ1階 三上　洋 内,呼,消 0123-40-0350 －

35 医療法人社団くみたこどもクリニック 066-0038 千歳市信濃2丁目2番1号 汲田　喜宏 小,循,アレ 0123-40-8001 －

36 医療法人社団加藤内科クリニック 066-0062 千歳市千代田町7丁目1789番地3 千歳ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ5階 加藤　政和 内 0123-40-1110 －

37 医療法人社団髙橋整形外科クリニック 066-0062 千歳市千代田町7丁目1789番地3 千歳ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ5階 髙橋　貢 整,リウ,リハ 0123-24-1971 －

38 医療法人社団たけやま腎・泌尿器科クリニック 066-0062 千歳市千代田町7丁目1789番地3 千歳ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ5階 竹山　吉博 泌(人工透析）,性感染症内科 0123-40-1145 －

39 はせがわ内科クリニック 066-0032 千歳市北陽1丁目5番3号 長谷川　敦 内,糖尿病内科,
代謝内科,内分泌内科 0123-23-1000 －

40 麒麟麦酒株式会社北海道千歳工場診療室 066-8711 千歳市上長都949-1番地 遠藤　昭 内 0123-24-3101 －

41 さとう眼科 066-0062 千歳市千代田町4丁目18 佐藤　義成 眼 0123-27-4445 －

42 神谷医院 066-0028 千歳市花園5丁目1-2 神谷　洪基 小 0123-23-3395 －

43 長都内科クリニック 066-0078 千歳市勇舞8丁目2番2号 三島　俊 内,消 0123-23-7701 －

44 千歳循環器クリニック 066-0022 千歳市豊里2丁目8番1号 坂本　孝志 内,循 0123-27-6676 －

45 医療法人社団鎌田眼科 066-0038 千歳市信濃2丁目1番地 しなのﾋﾞﾙ1F 鎌田　昌俊 眼 0123-26-7771 －

46 千歳アイクリニック 066-0026 千歳市住吉町4-14-11 栗原　伸久 眼 0123-26-6728 －

47 千歳インター消化器・内科 066-0047 千歳市本町4丁目2番2 木田　雅也 内,消化器内科 0123-25-5541 －

48 千歳駅北クリニック 066-0027 千歳市末広4丁目8番10-2号 大久保　尚 内,消化器内科,外 0123-27-8000 －

49 医療法人社団古泉循環器内科クリニック 066-0062 千歳市千代田町3丁目5番地三丁目ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ４F 古泉　圭透 呼吸器内科,循環器内科,代謝内科,人工透析内科 0123-40-0022 －

50 ペウレ耳鼻咽喉科 066-0062 千歳市千代田町7丁目1789番地3 千歳ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ5階 朝倉　光司 耳 0123-40-1187 －

51 千歳しなの内科 066-0038 千歳市信濃2丁目1 しなのﾋﾞﾙ2F 網塚　久人 内,消化器内科,内視鏡内科 0123-40-7140 －

52 千歳まつもと眼科 066-0062 千歳市千代田町7丁目1789番地3 千歳ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ5階 松本　佳浩 眼 0123-25-9595 －

53 向陽台ファミリークリニック 066-0054 千歳市柏陽4丁目3番地5 中島　徹 内,小 0123-48-5151 －

54 しののめクリニック 066-0042 千歳市東雲町2丁目14-2 熊木　史幸 内 0123-22-6511 －

55 北陽ファミリークリニック 066-0032 千歳市北陽6丁目1-7 帯金　克行 内,小 0123-29-3388 －

56 緑町診療所 066-0074 千歳市緑町1丁目3-30　めでるちとせ 稲熊　良仁 内,外 0123-29-3383 －

57 医療法人社団粋活き粋在宅クリニック千歳診療所 066-0027 千歳市末広4丁目2番11号アルファレジデンス末広1階 田中　孝直 内,泌,緩和ケア内科 0123-21-8787 －

58 ちとせおひさまこどもクリニック 066-0032 千歳市北陽8丁目12番5号 北村　宏之 内,小,アレ 0123-40-1232 －

59 髙橋整形外科リハビリテーションクリニック 066-0031 千歳市長都駅前3丁目1-31 小山　健司 呼,整,内,リハ 0123-27-1971 －

60 医療法人社団創成千歳駅前乳腺クリニック 066-0062 千歳市千代田町7丁目1789番地3 千歳ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ5階 湯山　友一 乳腺外科 0123-29-7301 －
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千歳市（歯科診療所）

名　　　　　称 郵便番号 所在地 管理者 標榜科目 電話番号

1 医療法人社団北楡会ファミリー歯科クリニック 066-0062 千歳市千代田町6丁目22番地 小畑　彰 歯,小歯,矯歯 0123-26-2293

2 医療法人社団尾島歯科医院 066-0034 千歳市富丘4丁目5番22号 飯山　明子 歯 0123-22-6648

3 渡辺歯科クリニック 066-0038 千歳市信濃3丁目28番13号 渡邊　一史 歯,小歯 0123-26-1733

4 医療法人社団向陽台歯科 066-0056 千歳市白樺2丁目2番地の1 柏田　英人 歯 0123-28-3518

5 医療法人社団わかつき歯科医院 066-0027 千歳市末広8丁目79番4号 若槻　憲明 歯 0123-22-2288

6 医療法人社団北楡会青葉公園歯科 066-0047 千歳市本町2丁目28番地2 加藤　滋 歯,小歯 0123-23-1182

7 医療法人社団マナベ矯正歯科 066-0062 千歳市千代田町6丁目41番地 真鍋　淳 歯,矯歯 0123-42-0187

8 医療法人社団弘仁会住吉歯科医院 066-0026 千歳市住吉3丁目14番14号 政所　明弘 歯,小歯,矯歯,歯外 0123-23-7005

9 医療法人社団小出歯科医院 066-0037 千歳市新富2丁目1番28号 小出　清孝 歯,小歯 0123-22-5655

10 医療法人社団ささき歯科医院 066-0062 千歳市千代田町4丁目10番地1 佐々木　敏博 歯 0123-26-3090

11 医療法人社団健志会リーフ歯科 066-0029 千歳市稲穂4丁目3番10号 藤井　博志 歯,小歯 0123-40-3333

12 医療法人社団律英会ペウレ歯科クリニック 066-0062 千歳市千代田町7丁目1787番地3 ﾍﾟｳﾚ千歳5階 池田　真明 歯,小歯,矯歯 0123-26-4182

13 医療法人社団白歯会スマイルデンタルクリニック 066-0081 千歳市清流6丁目1番1号 佐藤　恒太郎 歯,小歯,矯歯 0123-42-2525

14 第1歯科 066-0028 千歳市花園5丁目5-7 隅田　潤ノ助 歯 0123-24-5442

15 赤堀歯科医院 066-0061 千歳市栄町5丁目10-3 赤堀　氾昌 歯 0123-26-2021

17 諸岡歯科医院 066-0036 千歳市北栄2丁目8番4号 諸岡　勝重 歯 0123-23-4380

18 おがわ歯科医院 066-0065 千歳市春日町1丁目4番1号 小川　直樹 歯,小歯 0123-22-3533

19 富丘歯科医院 066-0034 千歳市富丘2丁目18番7号 佐竹　将玄 歯,小歯,歯外 0123-23-1365

20 池田歯科クリニック 066-0017 千歳市日の出町3丁目1-1 池田　至優 歯,小歯 0123-27-1031

21 宮川歯科医院 066-0073 千歳市北斗2丁目10番8号 宮川　比呂志 歯 0123-22-5544

22 佑愛歯科医院 066-0037 千歳市新富3丁目20番10号 内海　治 歯 0123-24-4181

23 菅野歯科医院 066-0031 千歳市長都駅前1丁目6番12号 菅野　保 歯 0123-22-8115

24 みぞぐち歯科クリニック 066-0035 千歳市高台2丁目7-16 溝口　千秋 歯 0123-23-7131

25 栗山歯科クリニック 066-0052 千歳市文京3丁目2番2 栗山　秀之 歯 0123-28-1844

26 なんぶ歯科医院 066-0033 千歳市北光6丁目1-1 南部　吉伸 歯 0123-22-2234

27 おおはし歯科医院 066-0047 千歳市本町1丁目17番地3 大橋　正彦 歯 0123-26-8148

28 ユー歯科 066-0025 千歳市梅ヶ丘1丁目7番18号 梅本　幸男 歯,小歯 0123-26-8881

29 いなば歯科医院 066-0041 千歳市清水町4丁目1-11 稲場　昭人 歯 0123-24-1781

30 すもり歯科・矯正歯科クリニック 066-0061 千歳市栄町6丁目51番地 ｲｵﾝ千歳店2Ｆ 壽盛　真 歯,小歯,矯歯 0123-22-8181

31 あおき歯科クリニック 066-0032 千歳市北陽4丁目10-21 青木　英兒 歯,矯歯 0123-24-8148

32 だんじょう歯科医院 066-0033 千歳市北光1丁目4番14号 壇上　達 歯 0123-40-4888

33 たかぎ歯科 066-0028 千歳市花園7丁目13番地の13 髙木　昌人 歯,矯歯 0123-42-8020

34 自由ヶ丘歯科医院 066-0072 千歳市自由ヶ丘3丁目3番5号 深井　剛 歯 0123-42-6480

35 川端デンタルオフィス 066-0027 千歳市末広3丁目1番5号 川端　秀治 歯,小歯 0123-26-8241

36 ポプラ歯科クリニック 066-0064 千歳市錦町2丁目22-1，2 岡村　謙 歯,小歯 0123-23-3000

37 あずさ歯科クリニック 066-0076 千歳市あずさ5丁目1-9 相田　高幸 歯,小歯,矯歯,歯外 0123-22-4618

38 おさつ歯科クリニック 066-0078 千歳市勇舞8丁目6-8 荒井　誠 歯,歯外 0123-40-2311

39 みどり台歯科医院 066-0084 千歳市みどり台南2丁目9-9 佐藤　泰祥 歯,小歯,歯外 0123-25-6801

40 たむら歯科クリニック 066-0055 千歳市里美2丁目3-11 田村　基 歯,小歯 0124-48-4618

41 ちとせモール歯科クリニック 066-0078 千歳市勇舞8丁目1-1 ちとせﾓｰﾙ2Ｆ 山﨑　厚 歯,矯歯,小歯,歯外 0123-42-5888

42 やよい歯科クリニック 066-0024 千歳市弥生2丁目8番10-1号 村田　勝幸 歯,小歯 0123-25-8471

43 あすなろ歯科クリニック 066-0065 千歳市春日町3丁目3番14号 横山　美那子 歯,小歯,歯外 0123-26-8000

44 医療法人社団口福会清流デンタルクリニック 066-0081 千歳市清流3丁目1-7 堀川　元 歯,小歯,歯外 0123-27-2222

45 医療法人社団ほくよう歯科クリニック 066-0032 千歳市北陽6丁目18-3 村上　秀輔 歯,小歯,矯歯 0123-40-1818

令和４年（２０２２年）４月１日現在


