
北海道地方部会 198名

（平成28年5月31日現在）

氏　名 郵便番号 所在地 施設名 電話番号

相澤　寛志 070-8610 旭川市金星町1丁目1-65 市立旭川病院 耳鼻咽喉科 0166-24-3181

赤澤　　茂 040-8585 函館市本町33-2 函館中央病院 耳鼻咽喉科 0138-52-1231

秋田　信人 053-0006 苫小牧市新中野町3-9-8
医療法人社団頭頸会 苫小牧耳鼻咽喉科クリ
ニック

0144-34-4133

浅野目　充 085-0008 釧路市入江町6-20 あさのめ耳鼻咽喉科クリニック 0154-25-3387

朝日　淳仁 080-0014 帯広市西4条南15丁目17-3 帯広第一病院　総合内科 0155-25-3121

東　　英二 060-0002
札幌市中央区北2条西1丁目1番地
マルイト札幌ビル2F

札幌耳鼻咽喉科アレルギークリニック 011-223-8787

愛宕　義浩 064-0915
札幌市中央区南15条西19丁目1-7
緑新興産ビル2Ｆ

あたご耳鼻咽喉科 011-552-3387

安達　俊秀 053-0833
苫小牧市日新町2丁目6-43
 にっしんメディカルセンター

にっしん耳鼻咽喉科クリニック 0144-71-1000

安達　正明 061-1278 北広島市大曲幸町3丁目4-4　KMRビル1F あだち耳鼻咽喉科・アレルギー科クリニック 011-370-3341

安部　裕介 065-0031 札幌市東区北31条東16丁目1-2 あべ耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック 011-785-5533

荒　ひろみ 065-0011 札幌市東区北11条東1丁目2-11 あら耳鼻咽喉科医院 011-711-1497

荒川　卓哉 095-0048
士別市東11条6丁目2309-2
士別クリニックビル2Ｆ

しべつ耳鼻咽喉科あらかわクリニック 0165-29-8733

安藤　敬子 070-8610 旭川市金星町1丁目1-65 市立旭川病院　耳鼻咽喉科 0166-24-3181

飯塚　桂司 085-0822 釧路市春湖台1-12 市立釧路総合病院　耳鼻咽喉科 0154-41-6121

池谷　　淳 007-0840 札幌市東区北40条東1丁目1-7 耳鼻咽喉科麻生病院 011-731-4133

砂金　秀充 004-0051
札幌市厚別区厚別中央1条6丁目2-15
新札幌センタービル2階

新札幌耳鼻咽喉科医院 011-893-1133

石井　香澄 003-0003
札幌市白石区東札幌3条3丁目13-1
シヴァビル2Ｆ

さくら耳鼻咽喉科 011-811-0390

石井　　歓 089-0537 中川郡幕別町札内北栄町2-15 さつない耳鼻咽喉科 0155-21-4187

石井　秀幸 085-8533 釧路市中園町13-23 釧路労災病院　耳鼻咽喉科 0154-22-7191

石川　和郎 007-0840 札幌市東区北40条東1丁目1-7 耳鼻咽喉科麻生病院 011-731-4133

石田　芳也 090-8666 北見市北6条東2丁目1 北見赤十字病院　頭頸部・耳鼻咽喉科 0157-24-3115

市川　良之 078-8239 旭川市豊岡9条7丁目1番1号 いちかわ耳鼻咽喉科医院 0166-33-2922

伊藤　順一 069-0852 江別市大麻東町13-17 いとう耳鼻咽喉科医院 011-387-1133

稲村　直哉 004-8618 札幌市厚別区厚別中央2条6丁目2-1 ＪＣＨＯ札幌北辰病院　耳鼻咽喉科 011-893-3000

今井　良吉 062-0931 札幌市豊平区平岸1条6丁目3-40 KKR札幌医療センター　耳鼻咽喉科 011-822-1811

今田　正信 071-8134 旭川市末広4－1－1－6 いまだ耳鼻咽喉科 0166-53－3387

岩切　裕昌 056-0019 日高郡新ひだか町静内青柳町1-12-5 医療法人社団しずない耳鼻咽喉科医院 0146-45-2300

上埜　博史 060-0002
札幌市中央区北2条西2丁目29-2
ウエノビル2階

上埜耳鼻咽喉科医院 011-221-1445

植原　元晴 084-0909 釧路市昭和南3丁目10番12号 うえはら耳鼻咽喉科クリニック 0154-55-4187

榎本　啓一 092-0004 網走郡美幌町字仲町1丁目101-3 びほろ耳鼻咽喉科クリニック 0152-73-3900
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氏　名 郵便番号 所在地 施設名 電話番号

及川　敬太 065-8611 札幌市東区北12条東3丁目1-1 天使病院 耳鼻咽喉科 011-711-0101

大黒　慎二 067-0032 江別市元江別743-8 おおぐろ耳鼻咽喉科 011-382-3387

大崎　隆士 051-8501 室蘭市新富町1丁目5-13 日鋼記念病院　耳鼻咽喉科 0143-24-1331

大島　　收 070-0824 旭川市錦町15丁目2903-20、22 錦町おおしま耳鼻咽喉科 0166-50-3387

太田　　亮 162-8618 札幌市豊平区中の島1条8丁目3-18 ＪＣＨＯ北海道病院 耳鼻咽喉科 011-831-5151

大橋　伸也 070-0034 旭川市4条通12丁目左8 大橋耳鼻咽喉科医院 0166-23-1770

大原　賢三 078-8510 旭川市緑が丘東2条1丁目1-1 旭川医科大学 耳鼻咽喉科･頭頸部外科 0166-68-2554

大渡 隆一郎 073-0163
砂川市西2条北3丁目1-1
SUNAGAWAエヌタワービル2階

すながわ耳鼻咽喉科 0125-55-3387

荻野　　武 050-0074 室蘭市中島町1丁目3-8 おぎの耳鼻咽喉科・アレルギー科クリニック 0143-41-3317

長内　洋史 052-8511 伊達市末永町81番地 伊達赤十字病院　耳鼻咽喉科 0142-23-2211

小野寺　哲 060-0042
札幌市中央区大通西10丁目
大通メディカルビル3Ｆ

医療法人社団大通メディカルクリニック 011-261-1187

小原　修幸 060-8604 札幌市中央区北11条西13丁目1 市立札幌病院　耳鼻咽喉科・甲状腺外科 011-726-2211

柏村　正明 065-0024
札幌市東区北24条東21丁目5-1
グリーンメディカルモール１F

医療法人社団　かしわむら耳鼻咽喉科クリ
ニック

011-785-2421

片田　彰博 078-8510 旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号 旭川医科大学 耳鼻咽喉科･頭頸部外科 0166-68-2554

片山　昭公 003-0021 札幌市白石区栄通18丁目4-10 札幌徳洲会病院　耳鼻咽喉科 011-851-1110

加藤　明夫 073-0196 砂川市西4条北2丁目1番1号 砂川市立病院　耳鼻咽喉科 0125-54-2131

金関　延幸 079-8417 旭川市永山7条5丁目 かなせき耳鼻咽喉科医院 0166-46-1133

上戸　敏彦 050-0083 室蘭市東町2丁目16-4 医療法人社団かみと耳鼻咽喉科クリニック 0143-41-3387

唐崎　玲子 062-8618 札幌市豊平区中の島1条8丁目3-18 ＪＣＨＯ北海道病院　耳鼻咽喉科 011-831-5151

川口　竜一 073-0034 滝川市空知町2丁目5-23 滝川耳鼻咽喉科 0125-26-1133

川瀬　　尚 040-0011 函館市本町30-20 川瀬耳鼻咽喉科医院 0138-51-1326

川浪　　貢 068-0030 岩見沢市10条西4丁目1番地１ 医療法人社団かわなみ耳鼻咽喉科 0126-32-3387

川畑　武裕 041-0841 函館市日吉町3丁目9-20 川畑耳鼻咽喉科医院 0138-51-3151

川原　弘匡 068-8555 岩見沢市9条西7丁目2番地 岩見沢市立病院　耳鼻咽喉科 0126-22-1650

菊地　秀樹 001-0902 札幌市北区新琴似2条11丁目7-1 新川耳鼻咽喉科 011-765-3387

岸部　　幹 078-8510 旭川市緑が丘東2条1丁目1-1 旭川医科大学 耳鼻咽喉科･頭頸部外科 0166-68-2554

木村　　裕 003-0801 札幌市白石区菊水１条１丁目3-33 医療法人社団木村医院 011-811-4403

久々湊　靖 007-0842
札幌市東区北42条東16丁目1-1
N42ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ

医療法人社団くく耳鼻咽喉科クリニック 011-789-3387

國部　勇 065-0033 札幌市東区北33条東14丁目3-1 札幌東徳洲会病院　耳鼻咽喉科 011-722-1110

熊井　惠美 070-0030
旭川市宮下通9丁目396-1
たまメディカルビル3Ｆ

医療法人社団くまいクリニック 0166-24-8733

熊谷　雅彦 060-0061
札幌市中央区南1条西2丁目
らんたんビル７Ｆ

熊谷耳鼻咽喉科めまいクリニック 011-222-5003

黒瀬　誠 060-8543 札幌市中央区南1条西16丁目 札幌医科大学医学部 耳鼻咽喉科 011-611-2111

黒田　　徹 059-1303 苫小牧市拓勇東町3丁目3-6 たくゆう耳鼻咽喉科クリニック 0144-53-5800
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氏　名 郵便番号 所在地 施設名 電話番号

郷　　　充 063-0827
札幌市西区発寒7条12丁目3-46
発寒クリニックビル2Ｆ

ごう耳鼻咽喉科クリニック 011-669-4133

小海　弘美 065-0023
札幌市東区北23条東16丁目1-11
元町ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ3F

こかい耳鼻咽喉科 011-786-1833

小澤　貴行 060-0010
札幌市中央区北10条西15丁目1-4
ブランズ札幌桑園駅前イースト1Ｆ

桑園みみ・はな・のどクリニック 011-618-3387

小島　　正 062-0907
札幌市豊平区豊平7条8丁目2-1
東光ストア豊平店西館A棟2F

医療法人社団こじま耳鼻咽喉科クリニック 011-833-8833

児玉　広幸 004-0862 札幌市清田区北野2条2丁目11番15号 こだま耳鼻科 011-884-3341

小西　正訓 060-8570 札幌市中央区南1西14丁目 中村記念病院　耳鼻咽喉科 011-231-8555

小林　一豊 062-0931 札幌市豊平区平岸1条6丁目3-40 ＫＫＲ札幌医療センター　耳鼻咽喉科 011-822-1811

小林　　洋 064-0820
札幌市中央区大通西25丁目1-2
ハートランド円山ビル2Ｆ

小林耳鼻咽喉科 011-644-3387

小林　吉史 079-8417 旭川市永山7条10丁目2-1 ながやま1番通りクリニック 0166-49-1771

駒林　優樹 078-8510 旭川市緑が丘東2条1丁目1-1 旭川医科大学 耳鼻咽喉科･頭頸部外科 0166-68-2554

才川　悦子 004-0065 札幌市厚別区厚別西5条1丁目16-22 厚別耳鼻咽喉科病院 011-894-7003

斉藤　純一 053-0045 苫小牧双葉町3-26-12 斉藤耳鼻咽喉科医院 0144-33-3341

坂田　　文 064-0825
札幌市中央区北5条西27丁目
メディック28ビル4F

耳鼻咽喉科麻生28 011-641-4133

佐竹　　究 085-0031 釧路市共栄大通7-2-5 佐竹耳鼻咽喉科医院 0154-22-6555

佐藤　信清 042-0941 函館市深堀町26-2 医療法人社団佐藤耳鼻咽喉科医院 0138-51-7850

佐藤　公輝 070-8610 旭川市金星町1丁目1-65 市立旭川病院 耳鼻咽喉科 0166-24-3181

佐伯　昌彦 067-0014 江別市4条5丁目15番地2
医療法人社団伯仁会 佐伯耳鼻咽喉科クリ
ニック

011-382-5051

三部　重雄 063-0812 札幌市西区琴似2条4丁目1番15号 さんべ耳鼻咽喉科医院 011-643-8968

執行　　寛 004-0041 札幌市厚別区大谷地東1丁目1-1 札幌徳洲会病院 耳鼻咽喉科 011-890-1110

志津木　健 053-8567 苫小牧市清水町1-5-20 苫小牧市立病院 耳鼻咽喉科 0144-33-3131

志藤　文明 053-0006 苫小牧市新中野町3-9-8
医療法人社団頭頸会 苫小牧耳鼻咽喉科クリ
ニック

0144-34-4133

下田　和夫 006-0851 札幌市手稲区星置1条4丁目6-3 医療法人社団久和会 下田耳鼻科クリニック 011-215-4187

白崎　英明 060-8543 札幌市中央区南1条西16丁目 札幌医科大学医学部 耳鼻咽喉科 011-611-2111

白取　謙一 003-8510 札幌市白石区菊水4条1-9-22 勤医協札幌病院 耳鼻咽喉科 011-811-2246

新谷　朋子 060-0061
札幌市中央区南1条西16丁目1-246
ANNEレーベンビル2F

とも耳鼻科クリニック 011-616-2000

末永　　通 047-0152 小樽市新光1-21-2 医療法人社団すみえ医院 耳鼻咽喉科 0134-52-3100

菅沼　俊哉 004-0882
札幌市清田区平岡公園東5丁目12-10
ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ平岡公園東2F

医療法人社団すがぬま耳鼻科クリニック 011-884-4133

鈴木　清護 004-0833 札幌市清田区真栄3条2丁目18-35 すずきＥＮＴクリニック 011-888-3387

鈴木　敏夫 047-0036 小樽市長橋2-17-16 おたるイアクリニック 0134-33-0301

関　伸彦 006-0022 札幌市手稲区手稲本町2条4丁目2-22 手稲クローバー耳鼻咽喉科 011-684-9680

相馬　新也 047-0032 小樽市稲穂2-22-8 駅前第１ビル 医療法人社団そうま耳鼻咽喉科 0134-29-3737

染川　幸裕 060-0033 札幌市中央区北3条東1丁目 JR札幌病院 耳鼻咽喉科 011-208-7150

平　　篤史 065-0023 札幌市東区北23条東8丁目2-2-1 たいら耳鼻咽喉科クリニック 011-723-5555
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高木　摂夫 064-0808 札幌市中央区南8条西18丁目1-15 耳鼻咽喉科・アレルギー科 高木医院 011-561-0019

髙須　　毅 003-0023 札幌市白石区南郷通14丁目北1-12 なんごう耳鼻咽喉科 011-862-3333

髙田　竜多 006-0815 札幌市手稲区前田5条6丁目3-23 ていね耳鼻咽喉科クリニック 011-699-9987

高橋　国広 061-1443
恵庭市栄恵町126
アルファメディカルビル2Ｆ

医療法人社団高橋耳鼻咽喉科 0123-34-3387

高橋　光明 070-0030 旭川市宮下通７丁目　駅前ビル4階
たかはし耳鼻咽喉科・アレルギー科クリニッ
ク

0166-23-4133

高林　宏輔 070-8530 旭川市曙1条1丁目 旭川赤十字病院 耳鼻咽喉科 0166-22-8111

高原　　幹 078-8510 旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号 旭川医科大学 耳鼻咽喉科･頭頸部外科 0166-68-2554

滝沢　昌彦 063-0841
札幌市西区八軒1条西1丁目
ザ・タワープレイス２F

琴似タワープレイス耳鼻咽喉科 011-613-3311

  武市　紀人 002-8022
札幌市北区篠路2条4丁目
メディコア篠路2Ｆ

しのろ耳鼻咽喉科クリニック 011-773-3387

竹澤　裕之 080-2469 帯広市西19条南3丁目35-4 たけざわ耳鼻咽喉科 0155-41-2001

太宰　昌文 040-0064 函館市大手町13-5 太宰耳鼻咽喉科医院 0138-22-6030

田中　　研 005-0841
札幌市南区石山1条6丁目
石山ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ 3F

いしやま耳鼻咽喉科クリニック 011-593-7004

谷口　雅信 003-0027 札幌市白石区本通14丁目北1-1 恵佑会札幌病院　耳鼻咽喉科 011-863-2101

田渕　伴秀 088-0615 釧路郡釧路町睦2-1-3 田渕耳鼻咽喉科医院 0154-37-8733

千田　英二 063-0051
札幌市西区宮の沢1条1丁目1-3
宮の沢1条ビル3Ｆ

ちだ耳鼻咽喉科 011-669-3387

対馬　那由多 277-8577 千葉県柏市柏の葉6-5-1 国立がん研究センター東病院　頭頸部外科 04-7133-1111

津布久　崇 006-8555 札幌市手稲区前田1条12丁目1-40 手稲渓仁会病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 011-681-8111

寺島　邦男 078-8214 旭川市4条通19丁目右1号 医療法人社団 寺島耳鼻咽喉科医院 0166-33-6051

堂坂　善弘 065-8518
札幌市東区北7条東9丁目2-20
アリオ札幌2Ｆ

アリオ札幌耳鼻咽喉科クリニック 011-752-3387

土田　伸子 001-0021 札幌市北区北21条西4丁目1番8号 土田耳鼻咽喉科クリニック 011-756-1233

富山　知隆 070-0810 旭川市本町2丁目 富山耳鼻咽喉科医院 0166-51-0515

中川　雅文 080-0302 河東郡音更町木野西通16丁目1-28 耳鼻咽喉科おとふけクリニック 0155-32-2288

中島　　築 061-1448
 恵庭市相生町133番地 なかじま耳鼻科クリニック 0123-39-3387

長島　　勉 060-0033 札幌市中央区北3条東1丁目 ＪＲ札幌病院　耳鼻咽喉科 011-208-7150

長門　利純 078-8510 旭川市緑ヶ丘東2条１丁目1番1号 旭川医科大学 耳鼻咽喉科･頭頸部外科 0166-68-2554

永沼　久夫 003-8510 札幌市白石区菊水4条1-9-22 勤医協札幌病院 耳鼻咽喉科 011-811-2246

長野　悦治 078-8237 旭川市豊岡7条2丁目1-5 医療法人歓生会 豊岡中央病院 耳鼻咽喉科 0166-32-8181

祢津　宏昭 064-0821 札幌市中央区北3条東1丁目8丁目5 札幌厚生病院　耳鼻咽喉科 011-261-5331

中野　勇治 003-0021 札幌市白石区栄通21丁目22-35 なかの耳鼻咽喉科医院 011-854-4133

長峯　正泰 070-8530 旭川市曙1条1丁目 旭川赤十字病院 耳鼻咽喉科 0166-22-8111

中村　　晃 078-8353 旭川市東光13条2丁目1-22 なかむら耳鼻咽喉科医院 0166-33-3387

中村　興治 068-0023 岩見沢市3条西5丁目7-2 医療法人社団中村耳鼻咽喉科・呼吸器科 0126-22-3321

中村　義敬 068-0023 岩見沢市3条西5丁目7-2 医療法人社団中村耳鼻咽喉科・呼吸器科 0126-22-3321
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長屋　朋典 060-8543 札幌市中央区南1条西16丁目 札幌医科大学医学部 耳鼻咽喉科 011-611-2111

鍋島 みどり 065-0043 札幌市東区苗穂町２丁目4-20 鍋島医院 011-711-8691

成田 慎一郎 005-0801 札幌市南区川沿1条5丁目1番20号 なりた耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック 011-578-3387

西澤　伸志 068-0027 岩見沢市7条西6丁目9番地
医療法人社団 にしざわ耳鼻咽喉科クリニッ
ク

0126-25-2438

西澤　典子 002-8072 札幌市北区あいの里2条5丁目 北海道医療大学病院　耳鼻咽喉科 011-778-7575

根本　聰彦 062-0934
札幌市豊平区平岸4条14丁目2-3
池上ビル２Ｆ

医）根本耳鼻咽喉科クリニック 011-815-3387

野澤 はやぶさ 096-8511 名寄市西7条南8丁目1 名寄市立総合病院　耳鼻咽喉科 01654-3-3101

野中　　聡 070-8005 旭川市神楽5条13丁目1番6号 医療法人社団のなか気管食道耳鼻咽喉科 0166-60-3333

野村 研一郎 078-8510 旭川市緑が丘東2条1丁目1-1 旭川医科大学 耳鼻咽喉科･頭頸部外科 0166-68-2554

橋場　功夫 078-8345 旭川市東光5条5丁目3-3 東光耳鼻咽喉科アレルギー科 0166-35-3317

秦　　正人 061-1133 北広島市美沢2丁目1-7 北広島耳鼻咽喉科 011-376-8133

浜本　　誠 062-0007
札幌市豊平区美園７条４丁目2-15
美園7-4メディカルビル

医療法人社団 はまもと耳鼻咽喉科クリニッ
ク

011-820-4187

早川　博樹 044-0004 虻田郡倶知安町北4条東1丁目2番地 倶知安厚生病院 耳鼻咽喉科 0136-22-1141

林　　達哉 078-8510 旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号 旭川医科大学 耳鼻咽喉科･頭頸部外科 0166-68-2554

林　　光夫 060-0003
札幌市中央区北3条西4丁目1番地１
日本生命ビル3F

道庁前はやし耳鼻咽喉科 011-200-4133

林　　　浩 076-0056 富良野市瑞穂町1番1号 医療法人社団 はやし耳鼻咽喉科クリニック 0167-23-8733

原　　敏浩 005-8798 札幌市南区川沿14条1丁目5-1 札幌逓信病院 耳鼻咽喉科 011-571-5103

半谷　公彦 080-0026 帯広市西16条南1丁目18-2 はんがい耳鼻咽喉科クリニック 0155-41-0300

坂東　伸幸 080-0833 帯広市稲田町基線7-5 北斗病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 0155-48-8000

樋口　栄作 060-0061 札幌市西区山の手1条6丁目4番8号 医療法人社団ひぐち耳鼻咽喉科 011-633-3387

氷見　徹夫 060-8543 札幌市中央区南1条西16丁目 札幌医科大学医学部 耳鼻咽喉科 011-611-2111

百島　尚樹 060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目 斗南病院　耳鼻咽喉科 011-231-2121

平井　敏文 063-0032
札幌市西区西野2条3丁目4-25
渡辺ビル２Ｆ

ひらい耳鼻咽喉科医院 011-664-5533

平尾　元康 060-0807
札幌北区北7条西5丁目7-1
札幌北スカイビル９階

ひらお耳鼻咽喉科クリニック 011-746-3387

福田　　篤 060-8638 札幌市北区北15条西7丁目
北海道大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科･頭
頸部外科学分野

011-716-1161

福田　　諭 060-8638 札幌市北区北15条西7丁目
北海道大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科･頭
頸部外科学分野

011-716-1161

藤田　　香 006-0834 札幌市手稲区曙4条3丁目15-30 あけぼの耳鼻咽喉科クリニック 011-688-3387

藤田　豪紀 070-8530 旭川市曙1条1丁目 旭川赤十字病院 耳鼻咽喉科 0166-22-8111

藤村　　裕 004-0876
札幌市豊平区平岡6条2丁目
平岡メディカルセンター

藤村耳鼻咽喉科クリニック 011-886-8733

藤原　圭志 060-8638 札幌市北区北15条西7丁目
北海道大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科･頭
頸部外科学分野

011-716-1161

古澤　愼一 062-0020 札幌市豊平区月寒中央通9丁目1-13 医療法人社団古澤耳鼻咽喉科医院 011-851-4772

古田　　康 006-8555 札幌市手稲区前田1条12丁目1-40 手稲渓仁会病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 011-681-8111

干野　季美子 060-8638 札幌市北区北15条西7丁目
北海道大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科･頭
頸部外科学分野

011-716-1161
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保立　武雄 040-0012
函館市時任町8番5号
サンクリニックビル3Ｆ

ほたてクリニックみみ・はな・のど 0138-54-3387

本間　　朝 066-0062
千歳市千代田町7丁目1789番地
ペウレ千歳5階

ペウレ耳鼻咽喉科 0123-22-1000

前田　　浩 045-0003 岩内郡岩内町字万代5-5 医療法人社団 前田医院 0135-62-1293

正木　智之 060-0033 札幌市中央区北3条東1丁目 ＪＲ札幌病院　耳鼻咽喉科 011-208-7150

松浦　聖一 066-0062
千歳市千代田町4丁目18-1
千歳メディカルビル2Ｆ

松浦耳鼻咽喉科医院 0123-24-0234

松島　純一 062-0922
札幌市豊平区中の島2条2丁目1-26
エメラルドグリーンビルⅡ2Ｆ

まつしま耳鼻咽喉科 011-816-3387

松宮　弘 060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目 斗南病院　耳鼻咽喉科 011-231-2121

松村　道哉 006-8555 札幌市手稲区前田1条12丁目1-40 手稲渓仁会病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 011-681-8111

三國　尚志 080-0848 帯広市自由が丘1丁目1番地11 自由が丘みくに耳鼻咽喉科 0155-38-3387

光澤　博昭 006-0041 札幌市手稲区金山1条1丁目240-6
北海道立子ども医療療育センター　耳鼻咽喉
科

011-691-5696

村形　寿郎 064-0921 札幌市中央区南21条西14丁目1-22 村形耳鼻咽喉科 011-562-8733

村田　保博 007-0840 札幌市東区北40条東1丁目1-7 耳鼻咽喉科麻生病院 011-731-4133

村松　裕子 065-0012
札幌市東区北12条東7丁目1番35号
メディカルセンター光星（2階）

光星耳鼻咽喉科クリニック 011-741-8740

森　　美果 003-0029 札幌市白石区平和通5丁目北11番20号 平和の森耳鼻咽喉科クリニック 011-846-3387

森合　重誉 099-0404 紋別郡遠軽町大通北3丁目1-5 遠軽厚生病院　耳鼻咽喉科 0158-42-4101

森田　真也 060-8638 札幌市北区北15条西7丁目
北海道大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科･頭
頸部外科学分野

011-716-1161

森本　賢治 067-0074
江別市高砂町25-11
江別メディカル2Ｆ

もりもと耳鼻咽喉科クリニック 011-381-3333

山川　　聡 080-0011 帯広市西1条南12丁目10番地
山川耳鼻咽喉科医院

0155-22-1928

山口　治浩 049-0122 北斗市東浜2丁目14-14 治耳鼻咽喉科 0138-74-4133

山崎　徳和 040-8611 函館市五稜郭町38-3 函館五稜郭病院　耳鼻咽喉科 0138-51-2295

山田　恭子 004-0065 札幌市厚別区厚別西5条1丁目16-22 厚別耳鼻咽喉科病院 011-894-7003

山本　　潤 053-0811 苫小牧市光洋町1丁目17-19 山本耳鼻咽喉科みみ・はな・のどクリニック 0144-72-7722

山本　哲夫 005-0003
札幌市南区澄川3条2丁目4-15
澄川メディカル

やまもと耳鼻咽喉科医院 011-831-9885

山谷　浩信 049-0121
北斗市久根別1丁目26-8
かみいそメディカルビル3階

北斗耳鼻咽喉科クリニック 0138-74-3387

横山　貴康 059-0014 登別市富士町2-11-11 よこやま耳鼻咽喉科・眼科クリニック 0148-81-3336

吉岡　　巌 080-0016 帯広市西6条南8丁目1番地 帯広厚生病院 耳鼻咽喉科 0155-24-4161

吉田　　肇 096-8585 名寄市西3条南6丁目8-2 医療法人臨生会 吉田病院 01654-3-3381

吉田　瑞生 060-8543 札幌市中央区南1条西16丁目 札幌医科大学医学部 耳鼻咽喉科 011-611-2111

吉鶴　博生 053-0054 苫小牧市明野新町5-13-18 明野よしつる耳鼻咽喉科 0144-57-3387

吉野　和美 071-8136 旭川市末広6条4丁目1-4 吉野耳鼻咽喉科 0166-55-1000

吉村　　理 060-8604 札幌市中央区北11条西13丁目1 市立札幌病院 耳鼻咽喉科・甲状腺外科 011-726-2211

依田　明治 007-0840 札幌市東区北40条東1丁目1-7 耳鼻咽喉科麻生病院 011-731-4133

劉　澤周 060-0061 札幌市中央区南1条西15丁目 ＮＴＴ東日本札幌病院　耳鼻咽喉科 011-623-7230
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和田　哲治 090-8666 北見市北6条東2丁目1 北見赤十字病院 頭頸部・耳鼻咽喉科 0157-24-3115

渡邉　一正 066-8550 千歳市北光2丁目1-1 市立千歳市民病院　耳鼻咽喉科 0123-24-3000

渡邉　弘樹 077-0042 留萌市開運町2丁目73
医療法人社団皮膚科耳鼻咽喉科 わたなべク
リニック

0164-42-4411
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