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愛別町立診療所 愛別町字本町 6-5031 沼﨑病院 ８条通８丁目 23-2090 あおぞらクリニック 東光９条６丁目 33-8600 春光台クリニック 春光台４条３丁目 59-2828 緑が丘クリニック 緑が丘東４条１丁目 66-2002

旭川十条病院 ９条通２１丁目 35-2111 ながのこどもクリニック 東光１１条３丁目 39-1154
丘のうえ
こどもクリニック

緑が丘南１条２丁目 66-6006

上川医療センター 上川町花園町 2-1231
旭川脳神経外科
循環器内科病院

10条通21丁目 33-2311 なかむら耳鼻咽喉科医院 東光１３条２丁目 33-3387 旭川医療センター 花咲町７丁目 51-3161 リバータウンクリニック 旭神２条３丁目 66-0766

おうみや内科クリニック 東光１４条５丁目 39-3636 池田内科医院 末広１条５丁目 52-1241

サクラ咲くクリニック 宮前１条４丁目 39-3488
もみの木アレルギー科
こども医院

東光１７条９丁目 35-6761
松本呼吸器・
内科クリニック

末広１条１０丁目 76-6167 うすき医院 神居２条１丁目 63-1025

森山病院 宮前２条１丁目 45-2020 とびせ小児科内科医院 末広２条１丁目 52-0111 滝山内科医院 神居２条１２丁目 61-0988

旭川圭泉会病院 東旭川町下兵村 36-1559 佐野病院 末広３条３丁目 52-2552 サンビレッジクリニック 神居２条１８丁目 61-5500

比布町立ぴっぷクリニック 比布町中町1丁目 85-2222
たかはし耳鼻咽喉科・
アレルギー科クリニック 宮下通７丁目 23-4133 東旭川病院 東旭川町下兵村 36-2240 いまだ耳鼻咽喉科 末広４条１丁目 53-3387

やまもと
こどもクリニック

神居２条２１丁目 60-4976

あけ美肌クリニック 宮下通９丁目 23-7101
大田内科消化器科
クリニック

東旭川南１条１丁目 36-8338 フクダクリニック 末広５条７丁目 57-8810
内科循環器科
はやしクリニック

神居３条５丁目 61-3414

いいだメンタルペイン
クリニック 宮下通９丁目 21-7011 林医院 東旭川南１条５丁目 36-1021 吉野耳鼻咽喉科 末広６条４丁目 55-1000 神居やわらぎ泌尿器科 神居３条９丁目 63-2225

クリスタル橋内科
クリニック １条通６丁目 22-9600 北彩都病院 宮下通９丁目 26-6411 東旭川クリニック 東旭川北１条６丁目 36-1077

みやざき内科
小児科クリニック

末広東１条１丁目 54-7171 みうら小児科クリニック 神居３条１０丁目 60-1313

はらだ病院 １条通１６丁目 23-2780 くまいクリニック 宮下通９丁目
24-8733
旭川消化器
肛門クリニック

末広東１条３丁目 54-1788 かむいクリニック 神居３条１７丁目 76-7407

なかの呼吸器科
内科クリニック

１条通１８丁目 34-1159 しんとみ内科クリニック 新富２条１丁目 21-3600 五十嵐クリニック 東鷹栖１条１丁目 57-2120 鈴木内科クリニック 神居７条１２丁目 61-6663

平澤循環器・内科
クリニック

１条通２３丁目 33-2270 旭川赤十字病院 曙１条１丁目 22-8111 長南クリニック 東５条６丁目 24-4494
いわはら整形外科
クリニック

忠和４条５丁目 69-2330

旭川厚生病院 １条通２４丁目 33-7171 だてクリニック 曙１条５丁目 22-1515 市立旭川病院 金星町１丁目 24-3181
永山腎泌尿器科
クリニック

永山２条７丁目 46-5500
寺澤内科・胃腸科
クリニック

忠和４条６丁目 60-3855

清水内科医院 １条通２５丁目 34-2617
あけぼの循環器科
内科クリニック 曙１条５丁目 25-2102 博愛内科クリニック 永山２条１６丁目 48-5111 忠和クリニック 忠和５条６丁目 69-2500

高木小児科医院 ３条通２丁目 22-7831
もとまち皮ふ科
クリニック 本町３丁目 55-4112 今本内科医院 永山２条２０丁目 48-2562 旭川高砂台病院 高砂台１丁目 61-5700

坪倉循環器科
内科クリニック ３条通３丁目 22-6515

呼吸器内科・内科
とおるクリニック

豊岡２条７丁目 38-8088 藤井病院 旭町１条３丁目 51-1411 永山ペインクリニック 永山３条４丁目 49-2775

整形外科内科
吉田医院 ３条通９丁目 29-1021

豊岡内科整形外科
クリニック

豊岡３条６丁目 35-0561 しだ内科医院 旭町１条１５丁目 51-1717 大雪病院 永山３条７丁目 48-6661

小倉内科医院 ３条通１３丁目 23-4697 豊岡産科婦人科医院 豊岡４条１丁目 31-6801 森山メモリアル病院 旭町２条１丁目 55-2000
ながやまキッズ
ファミリークリニック

永山３条１３丁目 49-7770

銀座通内科クリニック ３条通１５丁目 24-2233 やまがた内科クリニック 豊岡４条６丁目 32-3461 あさひまちクリニック 旭町２条４丁目 51-3330 永山池田クリニック 永山３条２２丁目 40-1230

くにもと病院 ４条通５丁目 25-2241 及川医院 豊岡４条８丁目 35-2661
三上神経科
内科クリニック

旭町２条６丁目 54-8121 旭川三愛病院 永山4条6丁目 47-6666

唐沢病院 ４条通９丁目 23-3165 豊岡中央病院 豊岡７条２丁目 32-8181 土田こどもクリニック 旭町２条１０丁目 55-0202
永山内科・呼吸器内科
クリニック

永山4条10丁目 46-5511

大西病院 ４条通１１丁目 26-2171 豊岡小児クリニック 豊岡８条４丁目 35-3303 若山クリニック 旭町２条１３丁目 51-3686 道北勤医協ながやま医院 永山５条１１丁目 46-2211

大橋耳鼻咽喉科医院 ４条通１２丁目 23-1770 はしづめクリニック 豊岡９条７丁目 38-3210 相川記念病院 大町２条１５丁目 51-3421
グリート永山循環器・
むくみクリニック

永山７条４丁目 47-3838

岩田病院 ４条通１３丁目 23-2201
介護老人保健施設
フェニックス

豊岡１３条１丁目 34-8181 株本整形外科医院 川端町６条１０丁目 53-1116
杉本こども・内科
クリニック 永山7条5丁目 46-0003

和田産婦人科医院 ４条通１５丁目 23-3521
はやし内科胃腸科
小児科医院

豊岡１３条５丁目 33-2277 たちばなクリニック 錦町１５丁目 55-2240 都丸内科クリニック 永山７条１０丁目 46-0038

中島病院 ４条通１６丁目 24-1211 錦町おおしま耳鼻咽喉科 錦町１５丁目 50-3387
パワーズ内科胃腸科
クリニック

永山１１条４丁目 46-1919

森本内科医院 ４条通１６丁目 23-5732
道北勤医協
一条クリニック

東光１条１丁目 34-1136
にしきまち通り
クリニック 錦町１６丁目 46-8100

旭川ペイン
クリニック病院

４条通１７丁目 22-2003 道北勤医協一条通病院 東光１条１丁目 34-2111
北星ファミリー
クリニック 錦町１９丁目 53-0011 神楽神経科内科医院 神楽3条2丁目 62-3311

四条はらだ医院 ４条通１８丁目 32-1810 千代田クリニック 東光１条６丁目 31-7821 真口内科小児科医院 緑町１７丁目 54-1221 道北勤医協旭川医院 神楽３条４丁目 61-1117

整形外科進藤病院 ４条通１９丁目 31-1221
さとう整形外科
胃腸科医院

東光３条３丁目 32-6322 神楽岡医院 神楽岡５条６丁目 66-3003

寺島耳鼻咽喉科医院 ４条通１９丁目 33-6051 東光やわらぎ泌尿器科 東光３条６丁目 37-0300 佐藤内科小児科医院 住吉４条２丁目 51-0962
山下内科・循環器科
クリニック

神楽岡６条５丁目 66-1800

吉田病院 ４条西４丁目 25-1115 脇坂内科医院 東光６条２丁目 39-3900 並木通りクリニック 春光３条７丁目 59-7390 旭川南病院 神楽岡１４条７丁目 65-2220

Keiクリニック ４条西４丁目 24-1551 石川内科 東光６条３丁目 35-8811 柴田医院 春光３条８丁目 51-3067 まつい内科クリニック 緑が丘３条３丁目 65-1629

おおしま内科 ４条西７丁目 24-3888 大山内科医院 東光７条６丁目 33-7676 春光腎クリニック 春光４条７丁目 74-7470 旭川リハビリテーション病院 緑が丘東１条１丁目 65-0101

佐久間病院 ５条通７丁目 22-1111
ひしやま外科皮膚科
クリニック

東光８条１０丁目 35-8888 旭川神経内科クリニック 春光４条９丁目 46-8511
のむらひふ科耳鼻咽喉科
甲状腺クリニック

緑が丘東３条１丁目 60-8712

昭和通りメンタル
クリニック ６条通７丁目 76-6875 東光クリニック 東光９条３丁目 37-4800 おおき内科クリニック 春光５条５丁目 51-5445 やまきた内科 緑が丘東３条１丁目 73-7075

【　豊岡　】

【　東光　】

令和４年度　高齢者等の肺炎球菌予防接種 実施機関一覧

令和4年4月19日

【　中央部　】

【　神居・忠和・高砂台　】

【　花咲町・末広・末広東・東鷹栖　】

【　永山　】

【　宮前　】

【　宮下通　】

【　曙　】

【　住吉・春光・春光台　】

【　東旭川　】

【　新富・東・金星町　】

【本町・旭町・大町・川端町・錦町・緑町】

【　神楽・神楽岡・緑が丘・旭神　】

愛 別 町

旭 川 市

＊市外局番の記入がない

病院については、

【0166】

を省略しています。

上 川 町

＊以下の医療機関に電話をかける際に

は、市外局番【０１６６】をつけてください。

比 布 町


