
パスネット協議会参加表明施設 (12.03)

1 愛全病院
2 石狩幸惺病院
3 美しが丘病院
4 江別谷藤病院
5 柏葉脳神経外科病院
6 北広島病院
7 記念塔病院
8 勤医協札幌西区病院
9 勤医協札幌病院
10 勤医協中央病院
11 KKR札幌医療センター 脳神経外科
12 クラーク病院
13 渓和会江別病院
14 恵愛会茨戸病院
15 国立病院機構北海道医療センター
16 五輪橋整形外科病院
17 済生会小樽病院
18 札樽病院
19 札幌麻生脳神経外科病院
20 札幌医科大学 神経内科
21 札幌医科大学 脳神経外科
22 札幌医科大学 リハビリテーション科
23 札幌江仁会病院
24 札幌秀友会病院
25 札幌しらかば台病院
26 札幌第一病院
27 札幌田中病院
28 札幌東徳洲会病院
29 札幌西円山病院
30 札幌ひばりが丘病院
31 札幌平岡病院
32 札幌南一条病院
33 札幌宮の沢病院
34 札幌優翔館病院
35 札幌百合の会病院
36 札幌ライラック病院
37 札幌緑誠病院
38 定山渓病院
39 小樽市立脳・循環器・こころの医療センター
40 市立札幌病院 脳神経外科
41 市立札幌病院 リハビリテーション科
42 白石江仁会病院
43 白石脳神経外科病院
44 真栄病院
45 新さっぽろ脳神経外科病院



46 新札幌パウロ病院
47 高橋脳神経外科病院
48 禎心会病院
49 手稲渓仁会病院
50 手稲脳神経外科クリニック
51 手稲ロイヤル病院
52 道央病院
53 時計台記念病院
54 中村記念病院
55 中村記念南病院
56 野幌病院
57 花川病院
58 東苗穂病院
59 平和リハビリテーション病院
60 北海道がんセンター 脳神経外科
61 北海道循環器病院
62 北海道大学病院 神経外科
63 北海道大学病院 リハビリテーション科
64 北海道脳神経外科記念病院
65 北樹会病院
66 北武会北都病院
67 宮の森記念病院
68 恵み野病院
69 輪厚三愛病院
70 ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院



名称 所属 Fax 職名 氏名 アドレス Tel
1 愛全病院 手稲・KKR jimubu@aizenkai.or.jp
2 美しが丘病院 moto.kei@theia.ocn.ne.jp
3 江別谷藤病院 事務部 011-382-5113 手稲・KKR MSW 小田　ちひろ pass.ebetsu@tokakai.jp 011-382-5135

地域医療福祉科　医療相談室 011-851-2162 医療ソーシャルワーカー 辻　清芽 n_pass@kashiwaba-nougeka.or.jp 011-852-2260
地域医療福祉科 011-851-2162 医療ソーシャルワーカー 玉井　夏紀 n_pass@kashiwaba-nougeka.or.jp 011-852-2260
地域医療福祉科　医療相談室 011-851-2162 医療ソーシャルワーカー 飯尾　芙美 n_pass@kashiwaba-nougeka.or.jp 011-852-2260

5 勤医協札幌西区病院 地域連携室 011-666-3975 ソーシャルワーカー 行沢　剛 nishiku-ifuku@kin-ikyo.or.jp 011-666-3975
6 勤医協札幌病院 satu-riha@kin-ikyo.or.jp
7 勤医協中央病院 医療連携室 011-784-2735 手稲・KKR 事務 佐藤　圭永 renkeisitu@kin-ikyo-chuo.jp 011-787-7037
8 KKR札幌医療センター 医療社会事業相談室 011-832-9624 ソーシャルワーカー 西川　みゆき m-nishikawa@kkr-smc.com 011-832-3260

医療相談室 011-382-1118 保健師 西野　芳子 011-382-1111

脳外科病棟 011-382-1118 脳外科病棟師長 小林　洋子 soumu@keiwakai-ebetsu.or.jp 011-382-1111
医療福祉科 011-782-4850 医療ソーシャルワーカー (MSW) 太田　富茂 soudanshitu_clark@sansoukai.or.jp 011-782-6160
医療福祉科 011-782-4850 MSW 鈴木　美貴子 soudanshitu_clark@sansoukai.or.jp 011-782-6160

11 恵愛会茨戸病院 0133-74-3013 なし
12 北広島病院 73-1432
13 記念塔病院 外来 011-898-2821 看護師 浅野　陽子 info@kinentou.or.jp 011-898-1521
14 国立病院機構札幌南病院 医事課 011-596-3122 事務 佐藤　栄治 eijisato@sapporos.hosp.go.jp 011-596-2211
15 独立行政法人国立病院機構西札幌病院 事務部　地域医療連携室 011-611-8112 手稲・KKR 岩淵　正明 iwabuchi@nws.hosp.go.jp 011-611-8116
16 五輪橋整形外科病院 572-6131

事務部　医事課 0134-25-2888 手稲 MSW 本間　明日美 ijika@saiseikai-otaru.jp 0134-25-4321
事務部　医事課 0134-25-2888 MSW 伝法　俊和 ijika@saiseikai-otaru.jp 0134-25-4321
リハビリテーション科 0134-25-2888 理学療法士 野村　信平 rihabiri@saiseikai-otaru.jp 0134-25-4321
地域連携室 0134-62-0226 手稲 事務 鎌田　典子 himawari3298@aurora.ocn.ne.jp 0134-62-0226

相談室・地域連携室 0134-62-0226 医療相談員 日達　泉 himawari3298@aurora.ocn.ne.jp 0134-62-0226

相談室・地域連携室 0134-62-0226 医療相談員 本堂　恭子 himawari3298@aurora.ocn.ne.jp 0134-62-0226

医療生活相談室 011-731-2323 医療ソーシャルワーカー 中村　美由紀 azabu-msw@ab.inbox.ne.jp 011-731-2323
医療生活相談室 011-731-2323 医療ソーシャルワーカー 中島　麻里 azabu-msw@ab.inbox.ne.jp 011-731-2323
医療生活相談室 011-731-2323 医療ソーシャルワーカー 星野　由利子 azabu-msw@ab.inbox.ne.jp 011-731-2323

20 札幌医科大学 神経内科 hisahara@sapmed.ac.jp
21 札幌医科大学 脳神経外科 msaitoh@sapmed.ac.jp
22 札幌医科大学 リハビリテーション科 ishiai@sapmed.ac.jp
23 札幌江仁会病院 事務部 011-643-2420 MSW 鳴海　萌恵 m.narumi@asuka-gp.or.jp 011-641-8813
24 札幌秀友会病院 医療福祉相談室 011-685-3380 手稲 MSW 高橋　敦子 f902@shuyukai.or.jp 011-685-3380

地域医療連携室 011-858-6315 医療ソーシャルワーカー 川原　朋生 s-soudansitsu@kouwakai.or.jp 011-852-8866
地域医療連携室 011-858-6315 医療ソーシャルワーカー 坂田　麻衣子 s-soudansitsu@kouwakai.or.jp 011-852-8866
地域医療連携室 011-858-6315 医療ソーシャルワーカー 笠原　綾乃 s-soudansitsu@kouwakai.or.jp 011-852-8866
医療相談室 011-611-6215 手稲・KKR ソーシャルワーカー (MSW) 八反田　浩弓 sd1sw.hy@eagle.ocn.ne.jp 011-611-6201
医療相談室 (地域連携室) 011-611-6215 医療ソーシャルワーカー 山崎　由美子 renkeisitu@sapporo-daiichi.com 011-611-6201
医療相談室 011-611-6215 MSW 赤澤　千佳子 sd1sw.hy@eagle.ocn.ne.jp 011-611-6201
医療相談室 011-685-3201 MSW 奥野　恭弘 stnkhp@crocus.ocn.ne.jp 011-683-2888
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済生会小樽病院17
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25 札幌しらかば台病院
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札樽病院

札幌田中病院

柏葉脳神経外科病院

渓和会江別病院

クラーク病院

札幌麻生脳神経外科病院
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26 札幌第一病院
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医療相談室 011-685-3201 MSW 西岡　政和 stnkhp@crocus.ocn.ne.jp 011-683-2888
28 札幌西岡病院 医療福祉課 011-853-7975 手稲・KKR 医療ソーシャルワーカー 岡村　紀宏 okamura@keiwakai.jp 011-853-8322
29 札幌東徳洲会病院 rihabiri@higashi-tokushukai.or.jp

地域医療連携室 011-894-7657 医療ソーシャルワーカー 倉田　佳奈子 011-894-7070

地域医療連携室 011-894-7657 MSW 乾　公彦 011-894-7070
医療相談室 011-881-3918 主任MSW 勝浦　詩 conf@hiraoka-hospital.com 011-881-3711
医療相談室 011-881-3918 MSW 青井　康太 info@hiraoka-hospital.com 011-881-3711

32 札幌南一条病院 地域連携室 011-271-3711 手稲・KKR 科長 中尾　映子 e_nakao@h-keiaikai.or.jp

011-685-2131 相談員 (MSW) 阿部　兼吾 smyahp@crocus.ocn.ne.jp 011-685-3838

相談員 (MSW) 吉田　隆 smyahp@crocus.ocn.ne.jp
34 札幌山の上病院 地域医療連携室 011-640-1038 手稲・KKR 保健師 押田　美和子 medicnwk@alles.or.jp 011-621-1200
35 札幌優翔館病院 sphc2r69@citrus.ocn.ne.jp
36 札幌百合の会病院 takekoshi-y@yurinokai.or.jp
37 札幌ライラック病院 hokusi-16@lilac.or.jp
38 札幌緑誠病院 事務局 011-685-0620 事務部長 満山　洋丈 ryokusei@crocus.ocn.ne.jp 011-683-1199

経営管理部　医療福祉課 011-598-3385 手稲 MSW 金山　晶子 kanayama-a@keijinkai.or.jp 011-598-3214
医療福祉課 011-598-3385 医療ソーシャルワーカー 橋本　のり子 hashimoto-no@keijinkai.or.jp 011-598-3214

40 市立小樽第二病院 地域医療連携室 0134-24-0080 看護師 佐藤　節子 renkei@sand.ocn.ne.jp 0134-33-4151
41 市立札幌病院 脳神経外科

42 市立札幌病院 リハビリテーション科
43 白石江仁会病院 事務部 011-823-8290 医療ソーシャルワーカー 佐藤　菜々恵 siroishi@asuka-gp.or.jp 011-823-5151
44 白石脳神経外科病院 医療福祉課 011-863-5161 ソーシャルワーカー 岩館　誠 ht-honda@mbd.nifty.com 011-863-5151

医療福祉科 011-883-8060 医療ソーシャルワーカー 齋藤　幸 msw@syoujinkai.or.jp 011-883-8060
医療福祉科 011-883-8060 MSW 山口　修史 msw@syoujinkai.or.jp 011-883-8060
医療相談室 011-891-7531 医療ソーシャルワーカー 佐藤　洋 h-satoh@snh.or.jp 011-891-7531
医療相談室 011-891-7531 主任 上田　学 ueda@snh.or.jp 011-891-7531
地域医療部 011-897-4114 手稲・KKR MSW 池上　智子 ikegami@byo-in.com 011-897-4111
地域医療部 011-897-4114 MSW 柴田　敦子 shibata@byo-in.com 011-897-4111

48 高橋脳神経外科病院 地域医療連携室 011-667-0128 手稲 医療ソーシャルワーカー 永石　信介 msw@takahashi-nouge.or.jp 011-664-7111
49 禎心会病院 iwanai@hmsw.jp

地域連携福祉センター 011-685-2908 地域医療連携担当 MSW 清水　信明 shimizu-no@keijinkai.or.jp 011-681-8111
地域連携福祉センター 011-685-2954 MSW 一戸　健作 011-685-2976
病棟 011-685-7769 手稲 看護師 五十嵐　令子 hieda@teine-neuro.com 011-682-1212
リハビリテーション室 011-682-1214 理学療法士 森谷　茂樹 hieda@teine-neuro.com 011-682-1212

52 手稲ロイヤル病院 医療相談室 01-683-5400 手稲 MSW 佐藤　未奈 teine.soudan@ims.gr.jp 011-681-2105
53 道央病院 医療福祉課 011-377-5622 手稲・KKR MSW 佐久間　聡 douou@r3.dion.ne.jp 011-377-3301
54 時計台記念病院 地域連携センター 011-251-2677 手稲・KKR MSW 木村　府佐子 011-261-8910

医療相談課 011-231-8385 相談員 今　眞美子 soudan@nmh.or.jp 011-231-8555

医療相談課 011-231-8385 MSW 若松　昌樹 kpgc110@nmh.or.jp 011-231-8555
医療相談課 011-231-8385 MSW 谷内　圭 2175xxk@nmh.or.jp 011-231-8555
医療相談課 011-231-8385 MSW 福岡　崇 fuckey@nmh.or.jp 011-231-8555
医療相談課 011-573-8385 手稲・KKR 医療ソーシャルワーカー 関口　麻衣 sekki@nmh.or.jp 011-573-8555

47 新札幌パウロ病院
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真栄病院

中村記念病院

手稲渓仁会病院

定山渓病院

札幌田中病院

中村記念南病院

札幌ひばりが丘病院

札幌宮の沢病院

akito.koyama@citysapporo.jp
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札幌平岡病院
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手稲脳神経外科クリニック

46 新さっぽろ脳神経外科病院
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医療相談課 011-573-8385 MSW 近江谷　忍 shinobi@nmh.or.jp 011-573-8555
医療福祉課 011-642-4347 手稲 MSW 対馬　聖子 tsushima-ma@keijinkai.or.jp 011-644-1380
経営管理部　医療福祉課 011-642-4347 社会福祉士 河原　広明 kawahara-hi@keijinkai.or.jp 011-644-1380
経営管理部　医療福祉課 011-642-4347 MAW (社会福祉士) 稲村　洋子 inamura-yo@keijinkai.or.jp 011-644-1380

58 野幌病院 医療相談室 011-383-7965 医療相談員 (看護師、介護支援専門員) 北出　洋子 q1602240@maple.ocn.ne.jp 011-382-3483
59 花川病院 手稲・KKR ayabe@kyouseikai.jp
60 東苗穂病院 医療相談室 011-780-2058 手稲・KKR MSW 坂東　貴志 bandou@houseikai.or.jp 011-784-1121

地域医療連携室 011-662-1779 手稲・KKR 医療ソーシャルワーカー 田中　雅美 jimu1-rihaheiwa@seiwa-kai.or.jp 011-662-1771

地域医療連携室 011-662-1779 医療ソーシャルワーカー 高桑　恵美 011-662-1771
62 北海道がんセンター 脳神経外科 医療連携室・がん相談支援情報室 011-811-9110 MSW 上田　裕美 yumiueda@sap-cc.go.jp 011-811-9118
63 北海道循環器病院 地域医療課 011-551-3109 メディカルソーシャルワーカー 佐藤　与志子 info@hokujun.or.jp 011-563-3911
64 北海道大学病院 神経外科 skuroda@med.hokudai.ac.jp
65 北海道大学病院 リハビリテーション科

66 北海道脳神経外科記念病院 看護部 011-717-2688 MSW 湯山　晶子 011-717-2131
医療福祉科 011-856-0552 医療ソーシャルワーカー 巻　康弘 maki@hokujyukai.jp 011-856-1111
医療福祉科 011-856-0552 医療ソーシャルワーカー 山田　英人 h-yamada@hokujyukai.jp 011-856-1111
医療福祉科 011-856-0552 医療ソーシャルワーカー 長野　正康 nagano@hokujyukai.jp 011-856-1111
医療福祉科 011-856-0552 医療ソーシャルワーカー 前田　陽子 maeda@hokujyukai.jp 011-856-1111
医療福祉科 011-856-0552 医療ソーシャルワーカー 小南　友香 kominami@hokujyukai.jp 011-856-1111

68 北武会北都病院
69 宮の森記念病院 地域連携室 011-644-8288 手稲 MSW 太田　基 ohta@miyanomori.or.jp 011-641-7077

地域医療連携室 0123-37-2660 医療ソーシャルワーカー 松井　靖 msw@megumino.or.jp 0123-36-7555
地域医療連携室 0123-37-2660 医療ソーシャルワーカー 菊池　美里 msw@megumino.or.jp 0123-36-7555
地域医療連携室 0123-37-2660 医療ソーシャルワーカー 高橋　学 msw@megumino.or.jp 0123-36-7555

71 輪厚三愛病院 地域医療連携室 011-376-3526 手稲・KKR 医療ソーシャルワーカー 清水　貴博 t.shimizu@shojinkai.or.jp 011-377-3911
地域医療連携室 0136-23-2185 科長 伊藤幸子 renkei06@ja-hokkaidoukouseiren.or.jp 0136-23-2185
医事課 0136-23-3142 課長 大槻　自然 s.ohtsuki@ja-hokkaidoukouseiren.or.jp 0136-22-1141(1950)

JA北海道厚生連倶知安厚生病院72
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67 北樹会病院
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70 恵み野病院

中村記念南病院

平和リハビリテーション病院

西円山病院
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