北広島市 市内医療機関
東部 地区
医療機関名
医療法人社団 耳幸会
浅井耳鼻咽喉科医院

あさひ整形外科医院

平成30年4月1日現在
住 所
〒 ０６１－１１２１
中央６－８－９
ｽﾃｰｼｮﾝｻｲﾄﾞ赤坂１F

〒 ０６１－１１２３
朝日町４－４－７

電話番号・FAX番号
診療科目
TEL ３７３－８７３３ 耳鼻咽喉科
FAX ３７３－１１７７

ＴＥＬ ３７３－２２２９ 整形外科
ＦＡＸ ３７３－７００５ リハビリテーション科

診療時間
月・水 ９：００～１２：００
１４：００～１８：３０
火・金 ９：００～１２：００
１４：００～１７：００
木・土 ９：００～１２：００
休診：日祝祭日
平日 ９：００～１２：００
１７：００～２０：００
土
９：００～１２：００
休診：日祝祭日

医療法人社団 北碩会
北の台クリニック

〒 ０６１－１１１３
共栄町１－１３－２

ＴＥＬ ３７２－８８１１ 内科
ＦＡＸ ３７２－８８１２ 外科
循環器科
消化器科
胃腸科
肛門外科
呼吸器内科
リハビリテーション科

（診療受付時間）
午前診療（月～土）
８：４５～１１：３０
午後診療（月・火・木・金）
１３：３０～１６：３０
夜間診療（火・木）
１６：３０～１９：００
（火・木 運動療法は１８：３０まで受付）

医療法人社団
北広島小児科

〒 ０６１－１１２１
中央６－３－１
ＪＲ北広島駅
（東口直結）

ＴＥＬ ３７３－７３３１ 小児科
ＦＡＸ ３７３－５０５１

月・火・木・金
９：００～１２：００
１３：３０～１７：００
夜間 １８：００～１９：００
水・土 ９：００～１２：００
休診：日祝祭日
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東部 地区
医療機関名
医療法人社団
北広島中央クリニック

住 所
〒 ０６１－１１２１
中央１－２－７

電話番号・FAX番号
診療科目
ＴＥＬ ３７３－３９００ 内科
ＦＡＸ ３７３－３９９１ 呼吸器科
消化器科
循環器科

診療時間
月・火・木・金
８：００～１２：００
１３：００～１７：００
水・土 ８：００～１２：００
休診：日祝祭日

きたひろ内科呼吸器科

〒 ０６１－１１２１
中央５－７－１

ＴＥＬ ３７３－１１００ 内科
ＦＡＸ ３７３－１０９１ 呼吸器科

月・火・木・金
９：００～１２：３０
１４：００～１７：３０
水・土 ９：００～１２：００
休診：日祝祭日

東部さくら眼科医院

〒 ０６１－１１２１
中央５－１－３

ＴＥＬ＆ＦＡＸ
３７３－４１００

眼科

月・火・金 ９：００～１２：００
１４：００～１７：００
木
９：００～１２：００
１４：００～１８：００
土
９：００～１２：００
休診：水、日祝祭日

きたひろしま整形外科
リハビリクリニック

〒 ０６１－１１１３
共栄町４－１－２

ＴＥＬ ３７２－３７８１ 整形外科
専門外来（足・肩）
リハビリテーション科

月～水・金 ９：００～１２：００
１４：００～１７：３０
木・土
９：００～１２：００
休診：日祝祭日

医療法人社団
北広島緑ヶ丘内科

〒 ０６１－１１３１
美沢２－１－９

ＴＥＬ ３７６－８５００ 内科
ＦＡＸ ３７６－８５０１ 呼吸器科
糖尿病
循環器科
内分泌内科

月・火・水・金
９：００～１１：４５
１３：３０～１８：００
木・土 ９：００～１１：４５
休診：日祝祭日
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東部 地区
医療機関名
医療法人社団
Ｈ・Ｎ・メディック北広島

住 所
〒０６１－１１１３
共栄町５－６－１

電話番号・FAX番号
診療科目
ＴＥＬ ３７２－６６６０ 内科
ＦＡＸ ３７２－６６６５ 人工透析内科
腎臓内科

診療時間
（電話受付）
月・水・金 ９：００～２１：００
火・木
８：３０～１６：００
土
９：００～１２：００
（外来）
火・木 １０：００～１１：３０

久保外科胃腸科

〒 ０６１－１１２７
新富町西１－１－１５

ＴＥＬ ３７３－０５０５ 胃腸科
ＦＡＸ ３７２－２２３２ 外科
整形外科
肛門科
リハビリテーション科

医療法人 風のすずらん会
北広島メンタルクリニック

〒 ０６１－１１３３
栄町１－５－５

ＴＥＬ ３７６－７３７３ 心療内科
ＦＡＸ ３７６－７３７８ 精神科
（訪問診療有）

月・火・金 ９：００～１２：００
１３：００～１７：００
木
９：００～１２：００
１３：００～１９：００
水・土
９：００～ １２：００
休診：日祝祭日
月
１４：００～２０：００
火～金 ９：００～１２：００
１３：３０～１７：００

→詳細はお問合せください。

休診：土、日祝祭日
北広島耳鼻咽喉科

社会医療法人 即仁会
北広島病院

〒 ０６１－１１３１
美沢２－１－７

〒 ０６１－１１２１
中央６－２－２

ＴＥＬ ３７６－８１３３ 耳鼻咽喉科
ＦＡＸ ３７６－８７３３ アレルギー科

ＴＥＬ ３７３－５８１１ 内科
ＦＡＸ ３７３－１４３２ 呼吸器科
消化器科
循環器科
整形外科
脳神経外科
（訪問診療有）
→詳細はお問合せください。
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月

９：３０～１２：３０
１４：００～１９：００
火・木・金 ９：３０～１２：３０
１４：００～１７：３０
水・土
９：３０～１２：３０
休診：日祝祭日
平日
９：００～１２：００
１３：３０～１７：００
土
９：００～１２：００
休診：日祝祭日

北広島団地 地区

医療機関名
やまと皮膚科クリニック

医療法人社団
北広島眼科医院

住 所
〒 ０６１－１１２１
中央６－１－３
北広島メディカルプラ
ザ３階

〒 ０６１－１１３３
栄町１－５－３
北広島ビル１階

電話番号・FAX番号
診療科目
ＴＥＬ ３７６－８６１２ 皮膚科
ＦＡＸ ３７６－８６１１

ＴＥＬ ３７３－１０２３ 眼科

診療時間
月・火・水・金
９：００～１２：００
１４：００～１８：３０
木・土 ９：００～１２：００
休診：日祝祭日
月・火・金 ９：００～１２：３０
１４：００～１７：００
１７：３０～１９：００
水
９：００～１２：３０
１４：００～１７：００
木・土
９：００～１２：３０
休診：日祝祭日

北広島おぎの眼科

〒 ０６１－１１３２
ＴＥＬ ３７０－１０１０ 眼科
北進町１－２－２
ＦＡＸ ３７０－１２１２
北広島ターミナルビル
１階

平日

９：００～１２：００
１４：００～１７：００
土
９：００～１２：００
（火曜の午後は手術、木曜の午後は検査）
休診：第２・４土曜日、日祝祭日

社会医療法人 即仁会
広葉クリニック
(在宅支援診療所）

〒 ０６１－１１３４
広葉町３－９

ＴＥＬ ３７２－３９００ 内科
ＦＡＸ ３７２－４５００ （訪問診療有）

月・水・金 ９：００～１２：００
１４：００～１８：３０
→詳細はお問合せください。 火
１０：００～１２：３０
木
９：００～１２：３０
休診：土、日祝祭日

さいとうクリニック

〒 ０６１－１１４７
里見町４－５－１

ＴＥＬ ３７２－２２８８ 内科
ＦＡＸ ３７３－５７３４ 小児科
皮膚科
循環器科
呼吸器科
消化器科
放射線科
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月・火・水・金
９：００～１２：００
１３：００～１７：００
木・土 ９：００～１２：００
休診：第３土曜日、日祝祭日

北広島団地 地区

医療機関名
医療法人社団 広仁会
高台内科クリニック

住 所
〒 ０６１－１１４５
泉町１－２－６

電話番号・FAX番号
診療科目
ＴＥＬ ３７２－１００１ 内科
ＦＡＸ ３７３－３３９２ 胃腸科

医療法人社団 北進会
北進内科胃腸科クリニック

〒 ０６１－１１４１
青葉町３－１１－４

ＴＥＬ ３７３－１１２２ 内科
ＦＡＸ ３７３－１１４４ 消化器科
循環器科
（訪問診療有）

診療時間
月・火・金
９：００～１２：００
１３：３０～１９：００
木・土 ９：００～１２：００
水
９：００～１２：００
１３：３０～１７：００
休診：日祝祭日
月・火・水・金
８：３０～１２：００
１３：３０～１７：００
木・土 ８：３０～１２：００

→詳細はお問合せください。

休診：日祝祭日
みよしレディースクリニック

〒 ０６１－１１３３
栄町１－５－３
北広島ビル２階

ＴＥＬ ３７３－８５００ 婦人科
ＦＡＸ ３７３－８５０１

月

９：００～１２：３０
１４：００～１８：００
火・水・金 ９：００～１２：３０
１４：００～１７：００
木・土
９：００～１２：００
休診：日祝祭日

北広島市夜間急病センター

〒 ０６１－１１３２
北進町１－５－２

ＴＥＬ ３７２－１１０１ 内科
ＦＡＸ ３７２－１４０１ 小児科
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年中無休
１９：００～７：００

大曲 地区
医療機関名
小児科 大曲こどもクリニック

大曲皮フ科

大曲ファミリークリニック

住 所
〒 ０６１－１２７２
大曲末広１－２－１
セリオおおまがり２階

〒 ０６１－１２７２
大曲末広１－２－１
セリオおおまがり１階

電話番号・FAX番号
診療科目
ＴＥＬ ３７７－２３６６ 小児科
ＦＡＸ ３７７－２４７７

診療時間
月・火・木・金
９：００～１２：００
１３：３０～１７：１５
水
９：００～１１：４５
土
９：００～１１：４５

休診：日祝祭日
ＴＥＬ ３７６－２０００ 皮膚科
平日 ９：００～１２：３０
ＦＡＸ ３７６－２４００ （訪問診療有）
１４：００～１８：３０
→詳細はお問合せください。 土
９：００～１２：３０

〒 ０６１－１２７６
ＴＥＬ＆ＦＡＸ
大曲緑ヶ丘１－１２－１ ３７７－６６２１

内科
小児科
外科
（訪問診療有）

休診：日祝祭日
年中無休
９：００～１２：３０
１４：００～２０：００

→詳細はお問合せください。

医療法人社団
川島内科クリニック

〒 ０６１－１２７１
大曲中央２－２－２４

医療法人社団哲栄会
〒 ０６１－１２７０
順天病院
大曲６９５
（居宅介護支援事業所を併設）

ＴＥＬ ３７７－２０７０ 内科
ＦＡＸ ３７７－２０７１ 消化器科
循環器科
呼吸器科
ＴＥＬ ３７６－３４５１ 内科
ＦＡＸ ３７６－３４７７ リハビリテーション科
歯科

月・水・金 ７：００～１２：００
１４：００～１９：００
火・木・土 ７：００～１２：００
休診：日祝祭日
（医科）
平日 ９：００～１２：００
１３：３０～１７：００
（歯科）
平日
９：００～１２：３０
１３：３０～ １７：００
水
９：００～１２：３０
１３：３０～ １４：３０
休診：土、日祝祭日
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大曲 地区
医療機関名
住 所
医療法人社団
〒 ０６１－１２７８
あだち耳鼻咽喉科アレルギー 大曲幸町３－４－４
科クリニック
ＫＭＲビル１階

電話番号・FAX番号
診療科目
ＴＥＬ ３７０－３３４１ 耳鼻咽喉科
ＦＡＸ ３７０－３３４０ アレルギー科

診療時間
月・火・水・金
９：００～１２：３０
１４：００～１８：００
木・土 ９：００～１２：３０
休診：日祝祭日

医療法人社団
よしき内科消化器クリニック

〒 ０６１－１２７８
大曲幸町３－４－４
ＫＭＲビル２階

ＴＥＬ ３７０－３３５５ 内科
ＦＡＸ ３７０－３３４５ 消化器科
胃腸科
（訪問診療有）

月・木 ９：００～１２：００
１４：００～２０：００
火・金 ９：００～１２：００
１４：００～１８：００
→詳細はお問合せください。 水・土
９：００～１２：３０
休診：日祝祭日

医療法人社団
整形外科ひとしクリニック

〒 ０６１－１２７８
大曲幸町３－４－４
ＫＭＲビル３階

ＴＥＬ ３７７－３８８８ 整形外科
ＦＡＸ ３７７－２５５５ リハビリテーション科

月・火・水・金
９：００～１２：３０
１４：００～１７：３０
木・土 ９：００～１２：３０
休診：第２・４土曜日、日祝祭日

医療法人社団
北広島希望ヶ丘病院
（旧 道央病院）

〒 ０６１－１２７０
大曲８０４

ＴＥＬ ３７７－３３０１ 内科
ＦＡＸ ３７７－５６２２ 循環器科
リハビリテーション科

医療法人社団向日葵
活き粋在宅クリニック

〒 ０６１－１２７７
大曲光３－１－１

ＴＥＬ ３７０－３８８８ 内科
ＦＡＸ ３７０－３８８９ 緩和ケア内科
（訪問診療有）

月・火・木・金
９：００～１１：３０
１３：３０～１６：００
水・土 ９：００～１１：３０
休診：日祝祭日
平日
９：３０～１２：００
１４：００～１７：３０
水
９：３０～１２：００

→詳細はお問合せください。

休診：土、日祝祭日
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西の里 地区
医療機関名
医療法人社団
西の里恵仁会病院

住 所
〒 ０６１－１１０２
西の里５０６

電話番号・FAX番号
診療科目
ＴＥＬ ３７５－３２２５ 内科
ＦＡＸ ３７５－３３２５ リハビリテーション科
歯科
小児歯科

平日

診療時間
８：４５～１１：４５
１３：００～１６：００

休診：土、日祝祭日

西部 地区
医療機関名
医療法人社団 翔仁会
輪厚三愛病院

住 所
〒 ０６１－１２６４
輪厚７０４－１６

電話番号・FAX番号
診療科目
ＴＥＬ ３７７－３９１１ 内科
ＦＡＸ ３７６－３５２６ 消化器科
整形外科
呼吸器科
リハビリテーション科
皮膚科
循環器科
歯科
（訪問診療有）

診療時間
（皮膚科以外）
平日
９：００～１２：００
１３：００～１７：００
（皮膚科）
月・木・金 ９：００～１２：００
１３：００～１７：００
休診：土、日祝祭日

→詳細はお問合せください。

※診療科目・診療時間等については、変更されている場合がありますので、各医療機関にご確認ください。
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