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鍼灸あん摩マッサージ受領委任開始保険者一覧（北海道）

全国健康保険協会
保険者番号 保険者等の名称 委任開始年月日
01010016 全国健康保険協会　北海道支部 平成31年1月1日

国民健康保険組合
保険者番号 保険者等の名称 委任開始年月日
00013011 北海道歯科医師国民健康保険組合 平成31年1月1日
00013029 北海道薬剤師国民健康保険組合 平成31年1月1日
00013045 北海道建設国民健康保険組合 平成31年4月1日

後期高齢者広域連合
保険者番号 保険者等の名称 委任開始年月日
39010004 北海道後期高齢者医療広域連合 平成31年4月1日

市町村
保険者番号 保険者等の名称 委任開始年月日
00010025 函館市 平成31年4月1日
00010033 小樽市 平成31年1月1日
00010041 旭川市 平成31年4月1日
00010058 室蘭市 平成31年4月1日
00010066 釧路市 平成31年1月1日
00010074 帯広市 平成31年1月1日
00010082 北見市 平成31年1月1日
00010090 夕張市 平成31年1月1日
00010108 岩見沢市 平成31年4月1日
00010116 網走市 平成31年1月1日
00010124 留萌市 平成31年1月1日
00010132 苫小牧市 平成31年4月1日
00010140 稚内市 平成31年1月1日
00010157 美唄市 平成31年1月1日
00010165 芦別市 平成31年1月1日
00010173 江別市 平成31年4月1日
00010181 赤平市 平成31年1月1日
00010199 紋別市 平成31年1月1日
00010207 士別市 平成31年1月1日
00010215 名寄市 平成31年1月1日
00010223 三笠市 平成31年1月1日
00010231 根室市 平成31年4月1日
00010249 千歳市 平成31年4月1日
00010256 滝川市 平成31年4月1日
00010264 砂川市 平成31年1月1日
00010280 深川市 平成31年1月1日
00010298 富良野市 平成31年4月1日
00010306 登別市 平成31年4月1日
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00010314 恵庭市 平成31年4月1日
00010322 伊達市 平成31年1月1日
00010348 北斗市 平成31年4月1日
00010512 北広島市 平成31年1月1日
00010520 石狩市 平成31年1月1日
00010538 当別町 平成31年1月1日
00010546 新篠津村 平成31年1月1日
00010579 松前町 平成31年1月1日
00010587 福島町 平成31年1月1日
00010595 知内町 平成31年1月1日
00010603 木古内町 平成31年1月1日
00010637 七飯町 平成31年1月1日
00010686 鹿部町 平成31年1月1日
00010702 森町 平成31年4月1日
00010710 八雲町 平成31年1月1日
00010728 長万部町 平成31年1月1日
00010736 江差町 平成31年4月1日
00010744 上ノ国町 平成31年1月1日
00010751 厚沢部町 平成31年4月1日
00010769 乙部町 平成31年4月1日
00010793 奥尻町 平成31年1月1日
00010819 せたな町 平成31年4月1日
00010827 今金町 平成31年1月1日
00010843 寿都町 平成31年4月1日
00010926 後志広域連合 平成31年1月1日
00010942 岩内町 平成31年4月1日
00011007 余市町 平成31年1月1日
00011049 南幌町 平成31年1月1日
00011056 空知中部広域連合 平成31年1月1日
00011072 由仁町 平成31年1月1日
00011080 長沼町 平成31年4月1日
00011098 栗山町 平成31年1月1日
00011106 月形町 平成31年1月1日
00011130 妹背牛町 平成31年1月1日
00011148 秩父別町 平成31年4月1日
00011163 北竜町 平成31年4月1日
00011171 沼田町 平成31年1月1日
00011189 幌加内町 平成31年1月1日
00011197 鷹栖町 平成31年4月1日
00011213 当麻町 平成31年4月1日
00011221 比布町 平成31年1月1日
00011239 愛別町 平成31年4月1日
00011247 上川町 平成31年1月1日
00011254 大雪地区広域連合 平成31年1月1日
00011270 上富良野町 平成31年1月1日
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00011288 中富良野町 平成31年1月1日
00011296 南富良野町 平成31年1月1日
00011304 占冠村 平成31年1月1日
00011312 和寒町 平成31年6月1日
00011320 剣淵町 平成31年4月1日
00011353 下川町 平成31年1月1日
00011361 美深町 平成31年1月1日
00011379 音威子府村 平成31年1月1日
00011387 中川町 平成31年1月1日
00011395 増毛町 平成31年1月1日
00011403 小平町 平成31年1月1日
00011411 苫前町 平成31年1月1日
00011429 羽幌町 平成31年4月1日
00011437 初山別村 平成31年1月1日
00011445 遠別町 平成31年4月1日
00011452 天塩町 平成31年1月1日
00011460 幌延町 平成31年1月1日
00011478 猿払村 平成31年1月1日
00011486 浜頓別町 平成31年1月1日
00011494 中頓別町 平成31年4月1日
00011502 枝幸町 平成31年1月1日
00011528 豊富町 平成31年1月1日
00011536 礼文町 平成31年1月1日
00011544 利尻町 平成31年1月1日
00011551 利尻富士町 平成31年4月1日
00011577 大空町 平成31年4月1日
00011585 美幌町 平成31年5月1日
00011593 津別町 平成31年1月1日
00011601 斜里町 平成31年4月1日
00011619 清里町 平成31年1月1日
00011627 小清水町 平成31年4月1日
00011643 訓子府町 平成31年1月1日
00011650 置戸町 平成31年1月1日
00011676 佐呂間町 平成31年1月1日
00011700 遠軽町 平成31年4月1日
00011742 湧別町 平成31年1月1日
00011759 滝上町 平成31年4月1日
00011767 興部町 平成31年1月1日
00011775 西興部村 平成31年1月1日
00011783 雄武町 平成31年1月1日
00011791 豊浦町 平成31年1月1日
00011809 洞爺湖町 平成31年4月1日
00011833 壮瞥町 平成31年1月1日
00011841 白老町 平成31年4月1日
00011866 安平町 平成31年4月1日
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00011874 厚真町 平成31年4月1日
00011882 むかわ町 平成31年1月1日
00011916 平取町 平成31年1月1日
00011924 日高町 平成31年1月1日
00011932 新冠町 平成31年1月1日
00011940 新ひだか町 平成31年1月1日
00011965 浦河町 平成31年1月1日
00011973 様似町 平成31年1月1日
00011981 えりも町 平成31年1月1日
00011999 音更町 平成31年4月1日
00012005 士幌町 平成31年4月1日
00012013 上士幌町 平成31年1月1日
00012021 鹿追町 平成31年1月1日
00012039 新得町 平成31年1月1日
00012047 清水町 平成31年4月1日
00012054 芽室町 平成31年1月1日
00012062 中札内村 平成31年1月1日
00012070 更別村 平成31年1月1日
00012096 大樹町 平成31年1月1日
00012104 広尾町 平成31年1月1日
00012112 幕別町 平成31年1月1日
00012120 池田町 平成31年1月1日
00012138 豊頃町 平成31年1月1日
00012146 本別町 平成31年1月1日
00012153 足寄町 平成31年1月1日
00012161 陸別町 平成31年1月1日
00012179 浦幌町 平成31年1月1日
00012187 釧路町 平成31年4月1日
00012195 厚岸町 平成31年1月1日
00012203 浜中町 平成31年4月1日
00012211 標茶町 平成31年1月1日
00012229 弟子屈町 平成31年1月1日
00012245 鶴居村 平成31年1月1日
00012252 白糠町 平成31年4月1日
00012278 別海町 平成31年1月1日
00012286 中標津町 平成31年4月1日
00012294 標津町 平成31年4月1日
00012302 羅臼町 平成31年4月1日
00014001 札幌市 平成31年4月1日




