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上出脳神経外科クリニック 

平成 25 年 8 月 15 日(木)～ 

平成 25 年 8 月 17 日(土) 

札幌マタニティ･ウイメンズ 

ＪＲタワークリニック 

平成 25 年 8 月 12 日(月)～ 

平成 25 年 8 月 15 日(木) 

愛心循環器クリニック 

平成 25 年 8 月 19 日(月)～ 

平成 25 年 8 月 24 日(土) 

くらかみ整形外科クリニック 

平成 25 年 8 月 15 日(木)～ 

平成 25 年 8 月 17 日(土) 

札幌ワーカーズクリニック 

平成 25 年 8 月 13 日(火)～ 

平成 25 年 8 月 15 日(木) 

みやざき外科･ヘルニアクリニック 平常通り診療 

愛心内科･消化器科 

クリニック 

平成 25 年 8 月 12 日(月)～ 

平成 25 年 8 月 17 日(土) 

あびこ眼科クリニック 

平成 25 年 7 月 29 日(月) 

平成 25 年 8 月 3 日(土) 

メディカルプラザ札幌健診クリニック 

平成 25 年 8 月 13 日(火)～ 

平成 25 年 8 月 16 日(金) 

ＭＰＳレディース健診クリニック 

歯科オムニデンティックス 

ＪＲタワー 

平常通り診療 

    


