
No. 病院名 勤務地 備考
1 医療法人社団正心会　岡本病院 中央区
2 社会医療法人　医仁会　中村記念病院 中央区
3 医療法人大空　札幌ススキノ病院 中央区
4 札幌中央病院 中央区
5 医療法人社団銀杏会　川西内科胃腸科病院 中央区
6 医療法人社団札幌外科記念病院 中央区
7 札幌西円山病院 中央区
8 長生会病院 北区
9 社会医療法人北楡会　開成病院 北区

10 医療法人社団　北札幌病院 北区
11 晴生会さっぽろ病院 北区
12 社会医療法人延山会　北成病院 北区
13 医療法人社団　五稜会病院 北区
14 医療法人社団　札幌優翔館病院 北区
15 北光記念病院 東区
16 医療法人啓生会病院　 東区
17 医療法人社団大蔵会　札幌佐藤病院 東区
18 医療法人社団同仁会　長野病院 白石区

19 札幌白石記念病院 白石区
新卒者の准看護師
進学希望者は検討

20 医療福祉センター札幌あゆみの園 白石区
21 勇気会医療法人　北央病院 厚別区
22 医療法人社団悠仁会　羊ヶ丘病院 厚別区
23 新札幌循環器病院 厚別区
24 医療法人潤和会　札幌ひばりが丘病院 厚別区
25 医療法人社団翔嶺館　新札幌聖陵ホスピタル 厚別区
26 医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院 厚別区
27 医療法人新札幌整形外科病院 厚別区
28 医療法人柏葉脳神経外科病院 豊平区
29 社会医療法人康和会　札幌しらかば台病院 豊平区
30 医療法人北志会　札幌ライラック病院 豊平区
31 社会医療法人　札幌清田整形外科病院 清田区
32 医療法人社団エス・エス・ジェイ　札幌整形循環器病院 清田区
33 医療法人社団林下病院 南区
34 社会医療法人医仁会　中村記念南病院 南区
35 晴生会さっぽろ南病院 南区
36 定山渓病院 南区
37 医療法人耕仁会　札幌太田病院 西区
38 北海道内科リウマチ科病院 西区
39 医療法人社団　明生会　イムス札幌消化器中央総合病院 西区
40 医療法人社団研仁会　北海道脳神経外科記念病院 西区
41 医療法人勉仁会　中垣病院 手稲区
42 医療法人秀友会　札幌秀友会病院 手稲区
43 社会医療法人　アルデバラン　手稲いなづみ病院 手稲区

44 社会福祉法人 北海道社会事業 協会小樽病院 小樽市
45 社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部 北海道済生会小樽病小樽市
46 小樽掖済会病院 小樽市
47 医療法人 北光会 朝里中央病院 小樽市
48 医療法人 ひまわり会 札樽病院 小樽市
49 医療法人社団 三ツ山病院 小樽市
50 医療法人渓和会江別病院 江別市
51 医療法人風のすずらん会江別すずらん病院　 江別市

追加 医療法人社団藤花会江別谷藤病院 江別市
52 医療法人社団恵愛会茨戸病院 石狩市
53 医療法人喬成会花川病院 石狩市
54 石狩病院 石狩市
55 医療法人社団豊友会千歳豊友会病院 千歳市 採用後1年以降
56 医療法人同仁会千歳第一病院 千歳市
57 医療法人同仁会向陽台病院 千歳市
58 恵庭第一病院 恵庭市

道　央（札幌市内）

道　央（札幌市外）



59 医療法人社団我汝会えにわ病院 恵庭市
60 医療法人社団銀杏会北広島希望ヶ丘病院 北広島市
61 市立三笠総合病院 三笠市
62 医療法人社団慶北会花田病院 美唄市
63 医療法人北武会野口病院 芦別市
64 医療法人翔陽会滝川脳神経外科病院 滝川市
65 医療法人圭仁会佐藤病院 滝川市
66 社会医療法人製鉄記念室蘭病院 室蘭市
67 大川原脳神経外科病院 室蘭市
68 医療法人社団千寿会三愛病院 登別市
69 ミネルバ病院 伊達市

追加 医療法人社団北陽会　牧病院 岩見沢市
70 医療法人社団玄洋会道央佐藤病院 苫小牧市
71 医療法人同樹会苫小牧病院 苫小牧市
72 社会福祉法人北海道社会事業協会余市病院 余市町
73 社会福祉法人北海道社会事業協会岩内病院 岩内町
74 医療法人交雄会そうべつ温泉病院 壮瞥町
75 医療法人社団洞仁会洞爺温泉病院 洞爺湖町
76 社会福祉法人北海道社会事業協会洞爺病院 洞爺湖町
77 日高町立門別国民健康保険病院 日高町
78 新ひだか町立静内病院 ひだか町

79 医療法人静仁会静仁会静内病院 ひだか町

80 医療法人社団静和会石井病院 ひだか町

81 社会福祉法人北海道社会事業協会函館病院 函館市
82 医療法人聖仁会森病院 函館市
83 社会医療法人高橋病院 函館市
84 社会医療法人仁生会西堀病院 函館市
85 医療法人社団函館脳神経外科病院 函館市
86 秋山記念病院 函館市
87 木古内町国民健康保険病院 木古内町
88 ななえ新病院 七飯町

89 医療法人社団立青会なるかわ病院 七飯町

90 森町国民健康保険病院 森町

91 大西病院 旭川市
92 医療法人整形外科進藤病院 旭川市
93 医療法人唐澤病院 旭川市
94 道北勤医協一条通病院 旭川市
95 医療法人清陵会藤井病院 旭川市
96 医療法人社団旭川圭泉会病院 旭川市
97 医療法人元生会森山メモリアル病院 旭川市
98 医療法人社団はらだ病院 旭川市
99 医療法人社団慶友会吉田病院 旭川市

100 旭川十条病院 旭川市
101 医療法人元生会愛生病院 旭川市
102 旭川リハビリテーション病院 旭川市
103 医療法人社団杏仁会大雪病院 旭川市
104 社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院 富良野市
105 医療法人社団ふらの西病院 富良野市 通信制のみ可
106 ＪＡ北海道厚生連美深厚生病院 美深町

107 天塩町立国民健康保険病院 天塩町

108 浜頓別町国民健康保険病院 浜頓別町

109 医療法人社団刀圭会協立病院 帯広市
110 公益財団法人北海道医療団帯広西病院 帯広市
111 社会医療法人恵和会黒澤病院 帯広市
112 医療法人社団博愛会開西病院 帯広市
113 社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院 帯広市 ※条件付
114 社会福祉法人真宗協会帯広光南病院 帯広市
115 医療法人社団芳誠会十勝脳神経外科病院 帯広市

道　南

道　北
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116 広尾町国民健康保険病院 広尾町

117 医療法人社団翔嶺館十勝の杜病院 幕別町

118 独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院 釧路市
119 医療法人扶恵会釧路中央病院 釧路市
120 医療法人豊慈会釧路北病院 釧路市
121 釧央脳神経外科病院  釧路市
122 町立厚岸病院 厚岸町

123 町立中標津病院 中標津町

124 町立別海病院 別海町

125 小林病院 北見市
126 ＪＡ北海道厚生連網走厚生病院 網走市
127 医療法人社団朗愛会こが病院 網走市
128 医療法人社団耕仁会曽我クリニック 紋別市
129 美幌療育病院 美幌町
130 美幌町立国民健康保険病院 美幌町
131 斜里町国民健康保険病院 斜里町
132 医療法人恵池会遠軽学田病院 遠軽町
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