
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1342,0 札幌中央病院 〒064-0809 一般       180（人工腎臓）第179号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南９西１０丁目１番 慢性維持透析を行った場合１
     ５０号
     011-513-0111  (011-531-9746)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1368,5 社会医療法人北海道恵〒060-0061 一般       147（人工腎臓）第103号       平成30年 4月 1日
     愛会　札幌南一条病院札幌市中央区南１条西１３丁目３ 慢性維持透析を行った場合１
     １７番地１
     011-271-3711  (011-281-0275)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1371,9 ＮＴＴ東日本　札幌病〒060-0061 一般       301（人工腎臓）第228号       平成30年 4月 1日
     院 札幌市中央区南１条西１５丁目２ 慢性維持透析を行った場合１
     ９０番地
     011-623-7000  (011-623-7527)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1438,6 ＪＲ札幌病院 〒060-0033 一般       312（人工腎臓）第122号       平成30年 4月 1日
     (01,3407,5) 札幌市中央区北３条東１丁目１番 慢性維持透析を行った場合１
     地
     011-208-7150  (011-222-9260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1463,4 社会医療法人　北海道〒064-8622 一般        95（人工腎臓）第123号       平成30年 4月 1日
     循環器病院 札幌市中央区南２７条西１３丁目 慢性維持透析を行った場合１
     １番３０号
     011-563-3911  (011-551-3109)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1479,0 社会医療法人　医仁会〒060-8570 一般       499（人工腎臓）第254号       平成30年 6月 1日
     　中村記念病院 札幌市中央区南１条西１４丁目２ 慢性維持透析を行った場合１
     ９１番地１９０
     011-231-8555  (011-231-8385)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,1581,3 医療法人　萬田記念病〒060-0062 一般        89（人工腎臓）第65号        平成30年 4月 1日
     院 札幌市中央区南２条西１丁目１番 慢性維持透析を行った場合１
     地
     011-231-4032  (011-210-4351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1611,8 医療法人社団北辰　ク〒064-0919 一般         5（人工腎臓）第229号       平成30年 4月 1日
     リニック１・９・８札札幌市中央区南１９条西８丁目２ 慢性維持透析を行った場合１
     幌 番３８号
     011-512-1216  (011-512-8437)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1625,8 ＪＡ北海道厚生連　札〒060-0033 一般       519（人工腎臓）第157号       平成30年 4月 1日
     幌厚生病院 札幌市中央区北３条東８丁目５番 慢性維持透析を行った場合１
     地
     011-261-5331  (011-271-5320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1001,1638,1 市立札幌病院 〒060-8604 一般       701（人工腎臓）第19号        平成30年 4月 1日
     (01,3594,0) 札幌市中央区北１１条西１３丁目一般（感染） 慢性維持透析を行った場合１
     １番１号              8
     011-726-2211  (011-726-7912) 精神        38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,1651,4 医療法人　讃生会　宮〒064-8570 一般        92（人工腎臓）第66号        平成30年 4月 1日
     の森記念病院 札幌市中央区宮の森３条７丁目５ 慢性維持透析を行った場合１
     番２５号
     011-641-6641  (011-644-8285)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,1658,9 医療法人　桑園中央病〒060-0008 一般        38（人工腎臓）第105号       平成30年 4月 1日
     院 札幌市中央区北８条西１６丁目２療養        30 慢性維持透析を行った場合１
     ８－３５
     011-621-1023  (011-621-1028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,1749,6 医療法人社団　恵水会〒064-0821 （人工腎臓）第102号       平成30年 4月 1日
     　田島クリニック 札幌市中央区北１条西２１丁目２ 慢性維持透析を行った場合１
     ー１５フジタビル
     011-643-2553  (011-643-2578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,1770,2 医療法人社団　清和会〒064-0809 一般        94（人工腎臓）第246号       平成30年 4月 1日
     　南札幌病院 札幌市中央区南９条西７丁目１番 慢性維持透析を行った場合１
     ２３号
     011-511-3368  (011-511-1862)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,1864,3 札幌循環器病院 〒060-0011 一般        89（人工腎臓）第86号        平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北１１条西１４丁目 慢性維持透析を行った場合１
     ２９－１５
     011-747-5821  (011-758-1452)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,1894,0 時計台記念病院 〒060-0031 一般       250（人工腎臓）第158号       平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北１条東１丁目２番 慢性維持透析を行った場合１
     ３号
     011-251-1221  (011-219-1405)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,1901,3 医療法人社団　新井田〒064-0915 （人工腎臓）第101号       平成30年 4月 1日
     医院 札幌市中央区南１５条西７丁目２ 慢性維持透析を行った場合１
     番１号
     011-511-9009  (011-511-9059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,1938,5 札幌医科大学附属病院〒060-8543 一般       890（人工腎臓）第100号       平成30年 4月 1日
     (01,3817,5) 札幌市中央区南１条西１６丁目２精神        42 慢性維持透析を行った場合１
     ９１番地 結核         6
     011-611-2111  (011-621-8059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1901,1970,8 医療法人社団北辰　札〒060-0004 （人工腎臓）第230号       平成30年 4月 1日
     幌セントラルクリニッ札幌市中央区北４条西５丁目１番 慢性維持透析を行った場合１
     ク 地アスティ４５　７階
     011-205-6161  (011-205-6045)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2002,1332,9 医療法人社団　翔嶺館〒002-8042 一般        96（人工腎臓）第99号        平成30年 4月 1日
     　札幌優翔館病院 札幌市北区東茨戸２条２丁目８番療養        48 慢性維持透析を行った場合１
     ２５号
     011-772-9211  (011-772-9213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2102,1387,3 医療法人　徳洲会　札〒065-0033 一般       325（人工腎臓）第106号       平成30年 4月 1日
     (03,3287,7) 幌東徳洲会病院 札幌市東区北３３条東１４丁目３ 慢性維持透析を行った場合１
     －１
     011-722-1110  (011-723-5631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2202,1406,1 医療法人社団　北栄会〒007-0848 一般        19（人工腎臓）第107号       平成30年 4月 1日
     　宮岸医院 札幌市東区北４８条東８丁目１番 慢性維持透析を行った場合１
     １号
     011-753-2101  (011-753-5011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2302,1551,4 医療法人社団　布施川〒001-0907 一般        19（人工腎臓）第59号        平成30年 4月 1日
     内科医院 札幌市北区新琴似７条１４丁目４ 慢性維持透析を行った場合１
     番２３号
     011-764-2411  (011-764-2412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2402,1589,4 医療法人社団　北腎会〒001-0030 一般        40（人工腎臓）第98号        平成30年 4月 1日
     　坂泌尿器科病院 札幌市北区北３０条西１４丁目３ 慢性維持透析を行った場合１
     番１号
     011-709-1212  (011-758-5570)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2502,1621,5 医療法人社団　豊生会〒007-0803 一般        60（人工腎臓）第60号        平成30年 4月 1日
     (03,3386,7) 　東苗穂病院 札幌市東区東苗穂３条１丁目２番療養       101 慢性維持透析を行った場合１
     １８号
     011-784-1121  (011-780-2058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2602,1634,8 北光記念病院 〒065-0027 一般       145（人工腎臓）第52号        平成30年 4月 1日
     札幌市東区北２７条東８丁目１番 慢性維持透析を行った場合１
     ６号
     011-722-1133  (011-722-0501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2702,1647,0 川嶋泌尿器科 〒002-0856 （人工腎臓）第2号         平成30年 4月 1日
     札幌市北区屯田６条１０丁目７番 慢性維持透析を行った場合１
     ２５号
     011-775-1330  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2802,1654,6 社会医療法人社団愛心〒065-0027 一般        71（人工腎臓）第97号        平成30年 4月 1日
     館　愛心メモリアル病札幌市東区北２７条東１丁目１番 慢性維持透析を行った場合１
     院 １５号
     011-752-3535  (011-752-1058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2902,1707,2 医療法人社団　和仁会〒001-0024 （人工腎臓）第57号        平成30年 4月 1日
     　平田内科クリニック札幌市北区北２４条西１４丁目３ 慢性維持透析を行った場合１
     番１５号
     011-756-2220  (011-756-2239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3002,1750,2 医療法人社団　元町泌〒065-0020 一般        19（人工腎臓）第116号       平成30年 4月 1日
     尿器科 札幌市東区北２０条東２０丁目１ 慢性維持透析を行った場合１
     番１５号
     011-785-7771  (011-786-0500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3102,1773,4 社会医療法人　北楡会〒001-0033 一般       108（人工腎臓）第29号        平成30年 4月 1日
     　開成病院 札幌市北区北３３条西６丁目２番 慢性維持透析を行った場合１
     ３５号
     011-757-2201  (011-758-1453)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3202,1775,9 天使病院 〒065-8611 一般       260（人工腎臓）第236号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区北１２条東３丁目１番 慢性維持透析を行った場合１
     １号
     011-711-0101  (011-751-1708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3302,1793,2 医療法人社団　Ｈ・Ｎ〒065-0019 （人工腎臓）第46号        平成30年 4月 1日
     ・メディックさっぽろ札幌市東区北１９条東７丁目１番 慢性維持透析を行った場合１
     東 ２６号
     011-723-6660  (011-723-6665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3402,1835,1 医療法人　はまなす　〒002-8024 一般        10（人工腎臓）第117号       平成30年 4月 1日
     篠路はまなすクリニッ札幌市北区篠路４条９丁目１２番 慢性維持透析を行った場合１
     ク ４５号
     011-776-3030  (011-776-3001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3502,1933,4 医療法人社団東桑会　〒001-0018 （人工腎臓）第56号        平成30年 4月 1日
     札幌北クリニック 札幌市北区北１８条西２丁目１番 慢性維持透析を行った場合１
     １０号
     011-747-7157  (011-716-9745)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3602,1978,9 勤医協中央病院 〒007-8505 一般       450（人工腎臓）第159号       平成30年 4月 1日
     札幌市東区東苗穂５条１丁目９番 慢性維持透析を行った場合１
     １号
     011-782-9111  (011-781-0680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3702,1986,2 医療法人社団豊生会　〒065-0025 （人工腎臓）第61号        平成30年 4月 1日
     元町ひまわり消化器内札幌市東区北２５条東２０丁目７ 慢性維持透析を行った場合１
     科・腎透析クリニック番１号
     011-783-5100  (011-783-5123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3803,1040,6 ＫＫＲ札幌医療センタ〒062-0931 一般       450（人工腎臓）第242号       平成30年 4月 1日
     ー 札幌市豊平区平岸１条６丁目３番 慢性維持透析を行った場合１
     ４０号
     011-822-1811  (011-841-4572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3903,1053,9 独立行政法人地域医療〒062-8618 一般       312（人工腎臓）第113号       平成30年 4月 1日
     機能推進機構　北海道札幌市豊平区中の島１条８丁目３結核        46 慢性維持透析を行った場合１
     病院 番１８号
     011-831-5151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4003,1339,2 広田医院 〒062-0007 一般        14（人工腎臓）第67号        平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区美園７条６丁目５番 慢性維持透析を行った場合１
     ３号
     011-811-8188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4103,1513,2 社会医療法人　恵佑会〒003-0027 一般       229（人工腎臓）第160号       平成30年 4月 1日
     (05,3192,4) 　札幌病院 札幌市白石区本通１４丁目北１番 慢性維持透析を行った場合１
     １号
     011-863-2101  (011-864-1032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4203,1525,6 医療法人社団　札幌朗〒062-0021 一般        70（人工腎臓）第118号       平成30年 4月 1日
     愛会　札幌朗愛会病院札幌市豊平区月寒西１条１０丁目療養        28 慢性維持透析を行った場合１
     ３番３０号
     011-853-2111  (011-855-6755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4303,1619,7 新札幌循環器病院 〒004-0052 一般        99（人工腎臓）第3号         平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別中央２条４丁目 慢性維持透析を行った場合１
     ９番２５号
     011-892-1556  (011-894-5220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4403,1712,0 独立行政法人地域医療〒004-8618 一般       276（人工腎臓）第108号       平成30年 4月 1日
     機能推進機構　札幌北札幌市厚別区厚別中央２条６丁目 慢性維持透析を行った場合１
     辰病院 ２番１号
     011-893-3000  (011-893-4001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4503,1815,1 医療法人為久会　札幌〒005-0802 一般       188（人工腎臓）第161号       平成30年 4月 1日
     共立五輪橋病院 札幌市南区川沿２条１丁目２番５ 慢性維持透析を行った場合１
     ４号
     011-571-8221  (011-571-7405)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4603,1835,9 社会医療法人　北楡会〒003-0006 一般       281（人工腎臓）第119号       平成30年 4月 1日
     (05,3314,4) 　札幌北楡病院 札幌市白石区東札幌６条６丁目５ 慢性維持透析を行った場合１
     番１号
     011-865-0111  (011-865-9634)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4703,1937,3 医療法人菊郷会　札幌〒003-0825 一般       150（人工腎臓）第162号       平成30年 4月 1日
     センチュリー病院 札幌市白石区菊水元町５条３丁目 慢性維持透析を行った場合１
     ５番１０号
     011-871-1121  (011-871-0047)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4803,1942,3 社会医療法人　康和会〒062-0052 一般       162（人工腎臓）第109号       平成30年 4月 1日
     　札幌しらかば台病院札幌市豊平区月寒東２条１８丁目療養       100 慢性維持透析を行った場合１
     ７番２６号
     011-852-8866  (011-852-8194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4903,1969,6 仁楡会病院 〒005-0002 一般       100（人工腎臓）第12号        平成30年 4月 1日
     札幌市南区澄川２条１丁目３番８ 慢性維持透析を行った場合１
     号
     011-814-9911  (011-814-9895)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5003,1975,3 医療法人社団　兼古循〒062-0051 一般        19（人工腎臓）第232号       平成30年 4月 1日
     環器クリニック 札幌市豊平区月寒東１条１０丁目 慢性維持透析を行った場合１
     １番１号
     011-857-4141  (011-857-4140)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5103,1985,2 医療法人社団　札幌東〒003-0023 一般         6（人工腎臓）第41号        平成30年 4月 1日
     クリニック 札幌市白石区南郷通１丁目北２番 慢性維持透析を行った場合１
     ２５号第２カネサビル
     011-863-2131  (011-862-6001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5203,1987,8 医療法人社団　芸術の〒005-0850 一般        19（人工腎臓）第110号       平成30年 4月 1日
     森泌尿器科 札幌市南区石山東３丁目１番３１ 慢性維持透析を行った場合１
     号
     011-591-8686  (011-591-7969)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5303,2000,9 医療法人　北志会　札〒062-0906 一般       131（人工腎臓）第120号       平成30年 4月 1日
     幌ライラック病院 札幌市豊平区豊平６条８丁目２番療養        36 慢性維持透析を行った場合１
     １８号
     011-812-8822  (011-831-2015)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5404,1245,9 医療法人社団明生会　〒063-0842 一般       183（人工腎臓）第163号       平成30年 4月 1日
     イムス札幌消化器中央札幌市西区八軒２条西１丁目１－ 慢性維持透析を行った場合１
     総合病院 １
     011-611-1391  (011-621-1100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5504,1431,5 手稲渓仁会病院 〒006-8555 一般       670（人工腎臓）第121号       平成30年 4月 1日
     (04,3319,6) 札幌市手稲区前田１条１２丁目１ 慢性維持透析を行った場合１
     番４０号
     011-681-8111  (011-685-2998)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5604,1596,5 医療法人社団信和会　〒063-0034 一般        19（人工腎臓）第45号        平成30年 4月 1日
     石川泌尿器科・腎臓内札幌市西区西野４条２丁目１番２ 慢性維持透析を行った場合１
     科 ０号
     011-661-1100  (011-663-0991)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5704,1597,3 医療法人社団　伸孝会〒006-0816 一般        19（人工腎臓）第125号       平成30年 4月 1日
     　ていね泌尿器科 札幌市手稲区前田６条７丁目１番 慢性維持透析を行った場合１
     １２号
     011-695-1100  (011-695-3181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5804,1652,6 医療法人社団　手稲ネ〒006-0812 （人工腎臓）第17号        平成30年 4月 1日
     フロクリニック 札幌市手稲区前田２条１１丁目３ 慢性維持透析を行った場合１
     番５号
     011-686-2121  (011-686-0770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5904,1782,1 社会医療法人　アルデ〒006-0813 一般        95（人工腎臓）第68号        平成30年 4月 1日
     バラン　手稲いなづみ札幌市手稲区前田３条４丁目２番 慢性維持透析を行った場合１
     病院 ６号
     011-685-2200  (011-685-2244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6004,1787,0 稲積公園駅前クリニッ〒061-0011 （人工腎臓）第164号       平成30年 4月 1日
     ク 札幌市手稲区富丘１条４丁目３番 慢性維持透析を行った場合１
     ２０号
     011-695-0033  (011-695-8444)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6104,1788,8 さっぽろ内科・腎臓内〒063-0061 （人工腎臓）第10号        平成30年 4月 1日
     科クリニック 札幌市西区西町北２０丁目２番１ 慢性維持透析を行った場合１
     ２号
     011-666-3377  (011-666-5511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6204,1792,0 医療法人社団萌生舎　〒063-0812 （人工腎臓）第14号        平成30年 4月 1日
     琴似腎臓内科泌尿器科札幌市西区琴似２条１丁目２－１ 慢性維持透析を行った場合１
     ５５８８ＫＯＴＯＮＩ５階
     011-633-5102  (011-633-5123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6304,1818,3 さっぽろ内科・腎臓内〒063-0826 （人工腎臓）第239号       平成30年 4月 1日
     科サテライトクリニッ札幌市西区発寒６条９丁目２番１ 慢性維持透析を行った場合１
     ク ５号
     011-668-3377  (011-668-3366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6404,1827,4 医療法人社団隆恵会　〒006-0041 （人工腎臓）第55号        平成30年 4月 1日
     わだ内科外科クリニッ札幌市手稲区金山１条２丁目１番 慢性維持透析を行った場合１
     ク １６号
     011-699-1500  (011-699-1501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6504,1831,6 医療法人菊郷会　富丘〒006-0011 （人工腎臓）第165号       平成30年 4月 1日
     腎クリニック 札幌市手稲区富丘１条４丁目５番 慢性維持透析を行った場合１
     ３３号マックスビル３Ｆ
     011-686-5005  (011-686-5006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6604,1833,2 医療法人社団　萌生舎〒063-0051 （人工腎臓）第30号        平成30年 4月 1日
     　宮の沢腎泌尿器科ク札幌市西区宮の沢１条１丁目１番 慢性維持透析を行った場合１
     リニック ３０号宮の沢ターミナルビル　２
     Ｆ
     011-666-0123  (011-676-1131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6704,1836,5 琴似ハート内科・透析〒063-0804 （人工腎臓）第9号         平成30年 4月 1日
     クリニック 札幌市西区二十四軒４条２丁目８ 慢性維持透析を行った場合１
     ４番
     011-688-8810  (011-676-7810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6804,1844,9 社会医療法人　アルデ〒063-0802 一般        40（人工腎臓）第124号       平成30年 4月 1日
     バラン　さっぽろ二十札幌市西区二十四軒２条４丁目７ 慢性維持透析を行った場合１
     四軒病院 番２０号
     011-641-2281  (011-613-7811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6904,1875,3 社会医療法人孝仁会　〒063-0052 一般       276（人工腎臓）第114号       平成30年 4月 1日
     北海道大野記念病院 札幌市西区宮の沢２条１丁目１６ 慢性維持透析を行った場合１
     番１号
     011-665-0020  (011-665-0242)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7005,1023,7 医療法人社団　Ｈ・Ｎ〒004-0055 一般        13（人工腎臓）第47号        平成30年 4月 1日
     ・メディック 札幌市厚別区厚別中央５条６丁目療養         6 慢性維持透析を行った場合１
     １ー５
     011-801-6660  (011-801-6665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7105,1049,2 澄腎クリニック 〒062-0933 （人工腎臓）第13号        平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区平岸３条１８丁目１ 慢性維持透析を行った場合１
     番２４号
     011-841-9005  (011-841-9006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7205,1108,6 医療法人大地小笠原記〒005-0012 （人工腎臓）第40号        平成30年 4月 1日
     念外来プラザ 札幌市南区真駒内上町１丁目１番 慢性維持透析を行った場合１
     ２５号
     011-582-1200  (011-582-1215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7305,1138,3 医療法人社団　翔嶺館〒004-0004 一般        60（人工腎臓）第166号       平成30年 4月 1日
     　新札幌聖陵ホスピタ札幌市厚別区厚別東４条２丁目１ 慢性維持透析を行った場合１
     ル 番３０号
     011-898-2151  (011-898-2171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7405,1148,2 医療法人社団　福住泌〒062-0043 一般        18（人工腎臓）第38号        平成30年 4月 1日
     尿器科クリニック 札幌市豊平区福住３条１丁目６番 慢性維持透析を行った場合１
     １２号
     011-836-8881  (011-836-0108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7505,1155,7 医療法人社団　ゆうあ〒062-0921 （人工腎臓）第4号         平成30年 4月 1日
     いクリニック 札幌市豊平区中の島１条１丁目７ 慢性維持透析を行った場合１
     －２０ＦＯＲＧＥＤ　ＮＡＫＡＮ
     ＯＳＨＩＭＡ６階，７階
     011-820-2244  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7605,1187,0 しらかば泌尿器科クリ〒062-0052 （人工腎臓）第8号         平成30年 4月 1日
     ニック 札幌市豊平区月寒東２条１８丁目 慢性維持透析を行った場合１
     ７－２３松本メディカル２Ｆ
     011-855-1100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7705,1294,4 医療法人菊郷会　石橋〒003-0863 一般        76（人工腎臓）第112号       平成30年 4月 1日
     胃腸病院 札幌市白石区川下３条４丁目２番療養        30 慢性維持透析を行った場合１
     １号
     011-872-5811  (011-872-5814)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7805,1306,6 医療法人社団群仁会　〒004-0814 （人工腎臓）第167号       平成30年 4月 1日
     保坂内科クリニック 札幌市清田区美しが丘４条５丁目 慢性維持透析を行った場合１
     ３番１５号
     011-884-7868  (011-888-1555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7905,1345,4 新札幌駅前内科循環器〒004-0052 （人工腎臓）第69号        平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別中央２条５丁目 慢性維持透析を行った場合１
     ３番４０号新札幌駅前ビル３階
     011-801-1000  (011-801-1001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8005,1349,6 医療法人大地小笠原記〒005-0013 一般        80（人工腎臓）第20号        平成30年 4月 1日
     念札幌病院 札幌市南区真駒内緑町１丁目２番 慢性維持透析を行った場合１
     １号
     011-583-2000  (011-583-1600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8105,1357,9 医療法人大空　札幌南〒005-0850 一般        50（人工腎臓）第70号        平成30年 4月 1日
     (07,3222,5) 病院 札幌市南区石山東７丁目１番２８療養        50 慢性維持透析を行った場合１
     号
     011-591-1200  (011-591-1271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8205,1379,3 腎臓内科めぐみクリニ〒062-0921 （人工腎臓）第54号        平成30年 4月 1日
     ック 札幌市豊平区中の島１条７丁目５ 慢性維持透析を行った場合１
     －１０
     011-817-1300  (011-817-1305)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8305,1400,7 医療法人徳洲会　札幌〒004-0041 一般       301（人工腎臓）第130号       平成30年 4月 1日
     (05,3475,3) 徳洲会病院 札幌市厚別区大谷地東１丁目１番 慢性維持透析を行った場合１
     １号
     011-890-1110  (011-896-2202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8405,1464,3 医療法人社団　にれの〒003-0814 一般 （人工腎臓）第126号       平成30年 4月 1日
     杜クリニック 札幌市白石区菊水上町４条２丁目　　一般    19 慢性維持透析を行った場合１
     ３５９番１
     011-833-1120  (011-833-4120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8505,1465,0 医療法人豊和会　新札〒004-0041 一般       140（人工腎臓）第168号       平成30年 4月 1日
     幌豊和会病院 札幌市厚別区大谷地東２丁目５番 慢性維持透析を行った場合１
     １２号
     011-893-7000  (011-893-8808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8605,1478,3 北野循環器クリニック〒004-0866 （人工腎臓）第248号       平成30年 4月 1日
     札幌市清田区北野６条２丁目１４ 慢性維持透析を行った場合１
     －１０
     011-886-2626  (011-886-2600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8705,1506,1 医療法人社団もなみ　〒005-0805 一般        19（人工腎臓）第37号        平成30年 4月 1日
     もなみクリニック 札幌市南区川沿５条３丁目２番１ 慢性維持透析を行った場合１
     号
     011-578-5775  (011-578-5776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8805,1535,0 医療法人徳洲会　札幌〒004-0801 一般        88（人工腎臓）第127号       平成30年 4月 1日
     南徳洲会病院 札幌市清田区里塚１条２丁目２０ 慢性維持透析を行った場合１
     番１号
     011-883-0602  (011-883-0642)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8906,1184,5 医療法人大空　札幌ス〒064-0806 一般        50（人工腎臓）第71号        平成30年 4月 1日
     スキノ病院 札幌市中央区南６条西８丁目５番 慢性維持透析を行った場合１
     地
     011-512-2000  (011-512-2001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9007,1000,1 さわむら脳神経・透析〒060-0807 （人工腎臓）第6号         平成30年 4月 1日
     クリニック 札幌市北区北７条西５丁目７番１ 慢性維持透析を行った場合１
     号札幌北スカイビル１、２、３、
     ４、９階
     011-727-4500  (011-727-4501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9107,1015,9 北海道泌尿器科記念病〒007-0841 一般        40（人工腎臓）第82号        平成30年 4月 1日
     院 札幌市東区北４１条東１丁目１番 慢性維持透析を行った場合１
     ２５号
     011-711-1717  (011-711-1723)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9210,1027,8 江別市立病院 〒067-8585 一般       278（人工腎臓）第169号       平成30年 4月 1日
     江別市若草町６番地 精神        59 慢性維持透析を行った場合１
     011-382-5151  (011-384-1321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9310,1341,3 医療法人社団　さくら〒069-0831 一般        19（人工腎臓）第90号        平成30年 4月 1日
     会　江別泌尿器科 江別市野幌若葉町１３番地の５ 慢性維持透析を行った場合１
     011-381-8228  (011-381-8338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9410,1345,4 医療法人　渓和会　江〒069-0817 一般       200（人工腎臓）第131号       平成30年 4月 1日
     別病院 江別市野幌代々木町８１番地の６ 慢性維持透析を行った場合１
     011-382-1111  (011-382-1118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9510,1356,1 医療法人社団　藤花会〒069-0812 一般       122（人工腎臓）第170号       平成30年 4月 1日
     　江別谷藤病院 江別市幸町２２番地 慢性維持透析を行った場合１
     011-382-5111  (011-382-5135)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9610,1371,0 医療法人社団　箍　田〒061-0235 （人工腎臓）第171号       平成30年 4月 1日
     園通りさわざき医院 石狩郡当別町北栄町１７ー１３ 慢性維持透析を行った場合１
     0133-25-2055  (0133-22-1551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9710,1455,1 医療法人社団　北孔会〒069-0803 （人工腎臓）第32号        平成30年 4月 1日
     　のっぽろクリニック江別市野幌屯田町３３－２０ 慢性維持透析を行った場合１
     011-398-5511  (011-398-6622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9811,1165,4 市立千歳市民病院 〒066-8550 一般       190（人工腎臓）第132号       平成30年 4月 1日
     千歳市北光２丁目１番１号 慢性維持透析を行った場合１
     0123-24-3000  (0123-24-3005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9911,1173,8 千歳循環器クリニック〒066-0022 （人工腎臓）第172号       平成30年 4月 1日
     千歳市豊里２丁目８番１号 慢性維持透析を行った場合１
     0123-27-6676  (0123-27-6686)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10011,1193,6 医療法人社団　たけや〒066-0062 （人工腎臓）第1号         平成30年 4月 1日
     ま腎・泌尿器科クリニ千歳市千代田町７丁目１７８９番 慢性維持透析を行った場合１
     ック 地３千歳ステーションプラザ５階
     0123-40-1145  (0123-40-1150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10111,1208,2 医療法人社団古泉循環〒066-0062 （人工腎臓）第87号        平成30年 4月 1日
     器内科クリニック 千歳市千代田町３丁目５番地三丁 慢性維持透析を行った場合１
     目セントラルビル４Ｆ
     0123-40-0022  (0123-40-0023)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10211,1210,8 医療法人社団豊友会豊〒066-0037 一般        19（人工腎臓）第173号       平成30年 4月 1日
     友会クリニック 千歳市新富１丁目７番２０号 慢性維持透析を行った場合１
     0123-22-0111  (0123-22-1233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10312,1042,3 医療法人　北晨会　恵〒061-1395 一般       199（人工腎臓）第133号       平成30年 4月 1日
     み野病院 恵庭市恵み野西２丁目３番地５ 慢性維持透析を行った場合１
     0123-36-7555  (0123-33-7359)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10412,1085,2 医療法人北晨会　恵み〒061-1409 （人工腎臓）第249号       平成30年 4月 1日
     野病院附属恵庭クリニ恵庭市黄金南４丁目１番地１ 慢性維持透析を行った場合１
     ック 0123-33-0011  (0123-33-6008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10512,1100,9 恵庭第一病院 〒061-1447 一般       159（人工腎臓）第115号       平成30年 4月 1日
     恵庭市福住町１丁目６番６ 療養        40 慢性維持透析を行った場合１
     0123-34-1155  (0123-32-5740)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10613,1055,3 医療法人社団　Ｈ・Ｎ〒061-1113 （人工腎臓）第48号        平成30年 4月 1日
     ・メディック北広島 北広島市共栄町５丁目６番１号 慢性維持透析を行った場合１
     011-372-6660  (011-372-6665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10714,1003,1 社会福祉法人　函館厚〒040-8611 一般       480（人工腎臓）第174号       平成30年 4月 1日
     (14,3001,9) 生院　函館五稜郭病院函館市五稜郭町３８番３号 慢性維持透析を行った場合１
     0138-51-2295  (0138-56-2695)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10814,1004,9 函館中央病院 〒040-8585 一般       527（人工腎臓）第51号        平成30年 4月 1日
     (14,3004,3) 函館市本町３３番２号 慢性維持透析を行った場合１
     0138-52-1231  (0138-54-7520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10914,1141,9 共愛会病院 〒040-8577 一般       245（人工腎臓）第175号       平成30年 4月 1日
     (14,3151,2) 函館市中島町７番２１号 療養       133 慢性維持透析を行った場合１
     0138-51-2111  (0138-51-2631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11014,1476,9 医療法人社団　たんだ〒040-0073 一般        19（人工腎臓）第129号       平成30年 4月 1日
     泌尿器科 函館市宮前町３０番１７号 慢性維持透析を行った場合１
     0138-45-7366  (0138-45-7367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11114,1563,4 医療法人社団　すどう〒041-0821 一般        19（人工腎臓）第33号        平成30年 4月 1日
     腎・泌尿器クリニック函館市港町１丁目２１番２２号 慢性維持透析を行った場合１
     0138-40-3131  (0138-40-9331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11214,1598,0 医療法人　雄心会　函〒041-0802 一般       155（人工腎臓）第176号       平成30年 4月 1日
     (14,3724,6) 館新都市病院 函館市石川町３３１番地１ 慢性維持透析を行った場合１
     0138-46-1321  (0138-47-3420)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11314,1675,6 市立函館病院 〒041-8680 一般       582（人工腎臓）第177号       平成30年 4月 1日
     (14,3664,4) 函館市港町１丁目１０番１号 精神        50 慢性維持透析を行った場合１
     0138-43-2000  (0138-43-4434) 結核        10
     一般（感染）
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11414,1738,2 市立函館恵山病院 〒041-0525 療養        60（人工腎臓）第252号       平成30年 5月 1日
     函館市日ノ浜町１５番地１ 慢性維持透析を行った場合１
     0138-85-2001  (0138-85-2501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11514,1755,6 医療法人社団　守一会〒041-0802 （人工腎臓）第89号        平成30年 4月 1日
     　北美原クリニック 函館市石川町３５０番地１８ 慢性維持透析を行った場合１
     0138-34-6677  (0138-34-6006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11614,1783,8 五稜郭ネフロクリニッ〒041-0851 （人工腎臓）第245号       平成30年 4月 1日
     ク 函館市本通１丁目７番２０号 慢性維持透析を行った場合１
     0138-31-1717  (0138-31-1788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11714,1785,3 医療法人社団　美原腎〒041-0806 （人工腎臓）第31号        平成30年 4月 1日
     泌尿器科 函館市美原２丁目１３番８号函館 慢性維持透析を行った場合１
     メディカルビル
     0138-46-5657  (0138-47-5912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11814,1789,5 医療法人　雄心会　函〒040-0064 （人工腎臓）第53号        平成30年 4月 1日
     館おおてまちクリニッ函館市大手町１番２１号 慢性維持透析を行った場合１
     ク 0138-23-1062  (0138-23-3382)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11914,1813,3 医療法人社団　浩正会〒041-0801 一般        19（人工腎臓）第247号       平成30年 4月 1日
     　函館泌尿器科 函館市桔梗町４１８番地１４２ 慢性維持透析を行った場合１
     0138-47-7711  (0138-47-7701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12014,1828,1 やまだクリニック 〒042-0932 （人工腎臓）第250号       平成30年 4月 1日
     函館市湯川町１丁目１７番２７号 慢性維持透析を行った場合１
     0138-59-5800  (0138-59-5851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12114,1855,4 医療法人社団三桜会む〒041-0841 （人工腎臓）第253号       平成30年 5月 1日
     とう日吉が丘クリニッ函館市日吉町２丁目１番２号 慢性維持透析を行った場合１
     ク 0138-30-6011  (0138-30-6012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12215,1070,7 八雲総合病院 〒049-3197 一般       203（人工腎臓）第178号       平成30年 4月 1日
     (14,3384,9) 二海郡八雲町東雲町５０番地 精神       100 慢性維持透析を行った場合１
     0137-63-2185  (0137-62-2753) 一般（感染）
                  4
     療養        40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12315,1304,0 医療法人社団　三木内〒041-1121 （人工腎臓）第238号       平成30年 4月 1日
     科泌尿器科クリニック亀田郡七飯町大中山３丁目２５３ 慢性維持透析を行った場合１
     －６
     0138-65-5000  (0138-65-5800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12415,1315,6 医療法人　雄心会　新〒049-2222 一般        41（人工腎臓）第180号       平成30年 4月 1日
     都市砂原病院 茅部郡森町字砂原１丁目３０番地療養        42 慢性維持透析を行った場合１
     ５９
     01374-8-3131  (01374-8-3134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12515,1348,7 木古内町国民健康保険〒049-0422 一般        99（人工腎臓）第181号       平成30年 4月 1日
     (14,3769,1) 病院 上磯郡木古内町字本町７１０番地 慢性維持透析を行った場合１
     01392-2-2079  (01392-2-6025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12616,1089,5 北海道立江差病院 〒043-0022 一般       146（人工腎臓）第7号         平成30年 4月 1日
     檜山郡江差町字伏木戸町４８４番精神        48 慢性維持透析を行った場合１
     地 一般（感染）
     0139-52-0036  (0139-52-0098)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12717,1036,4 医療法人　財団　明理〒049-4501 療養       120（人工腎臓）第182号       平成30年 4月 1日
     会　道南ロイヤル病院久遠郡せたな町北檜山区北檜山３一般        54 慢性維持透析を行った場合１
     ２２の４
     01378-4-5011  (01378-4-6911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12820,1336,2 医療法人　ひまわり会〒047-0261 一般       142（人工腎臓）第88号        平成30年 4月 1日
     　札樽病院 小樽市銭函３丁目２９８番地 療養        28 慢性維持透析を行った場合１
     0134-62-5851  (0134-62-5889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12920,1343,8 医療法人社団　三ツ山〒047-0032 療養        40（人工腎臓）第72号        平成30年 4月 1日
     病院 小樽市稲穂１丁目９番２号 介護        41 慢性維持透析を行った場合１
     0134-23-1289  (0134-24-0293)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13020,1344,6 医療法人社団　桜台ク〒047-0156 （人工腎臓）第11号        平成30年 4月 1日
     リニック 小樽市桜２丁目３２番２２号 慢性維持透析を行った場合１
     0134-52-1616  (0134-52-3391)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13120,1419,6 医療法人　うのクリニ〒047-0015 一般        14（人工腎臓）第183号       平成30年 4月 1日
     ック 小樽市住吉町７番５号 慢性維持透析を行った場合１
     0134-33-6586  (0134-24-4439)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13220,1483,2 医療法人社団北光会　〒047-0152 一般        95（人工腎臓）第184号       平成30年 4月 1日
     (20,3303,6) 朝里中央病院 小樽市新光１丁目２１番５号 療養        60 慢性維持透析を行った場合１
     0134-54-6543  (0134-52-3951)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13320,1495,6 社会福祉法人恩賜財団〒047-0008 一般       258（人工腎臓）第185号       平成30年 4月 1日
     済生会支部　北海道済小樽市築港１０番１号 慢性維持透析を行った場合１
     生会小樽病院 0134-25-4321  (0134-25-2888)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13420,1496,4 医療法人社団辰悦会小〒047-0024 療養        15（人工腎臓）第15号        平成30年 4月 1日
     樽ライフクリニック 小樽市花園２丁目１番８号 慢性維持透析を行った場合１
     0134-25-3585  (0134-25-3586)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13520,1501,1 小樽市立病院 〒047-8550 一般       302（人工腎臓）第191号       平成30年 4月 1日
     小樽市若松１丁目１番１号 精神        80 慢性維持透析を行った場合１
     0134-25-1211  (0134-32-6424) 結核         4
     一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13622,1006,7 ＪＡ北海道厚生連　倶〒044-0004 一般       172（人工腎臓）第186号       平成30年 4月 1日
     知安厚生病院 虻田郡倶知安町北４条東１丁目２精神        60 慢性維持透析を行った場合１
     番地 一般（感染）
     0136-22-1141  (0136-23-3142)              2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13723,1079,2 社会福祉法人　北海道〒045-0013 一般        96（人工腎臓）第187号       平成30年 4月 1日
     社会事業協会　岩内病岩内郡岩内町字高台２０９番２ 療養        76 慢性維持透析を行った場合１
     院 0135-62-1021  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13823,1091,7 医療法人　岩内大浜医〒045-0001 一般        19（人工腎臓）第22号        平成30年 4月 1日
     院 岩内郡岩内町字大浜６番地１ 慢性維持透析を行った場合１
     0135-61-2081  (0135-61-2085)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13925,1068,0 医療法人社団　田中内〒046-0021 （人工腎臓）第237号       平成30年 4月 1日
     科医院 余市郡余市町浜中町２０５番地３ 慢性維持透析を行った場合１
     0135-22-6125  (0135-23-3388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14025,1076,3 社会福祉法人　北海道〒046-0003 一般       120（人工腎臓）第135号       平成30年 4月 1日
     社会事業協会　余市病余市郡余市町黒川町１９丁目１番療養        52 慢性維持透析を行った場合１
     院 地１
     0135-23-3126  (0135-22-6445)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14129,1006,2 旭川赤十字病院 〒070-8530 一般       480（人工腎臓）第136号       平成30年 4月 1日
     (29,3519,8) 旭川市曙１条１丁目１番１号 精神        40 慢性維持透析を行った場合１
     0166-22-8111  (0166-24-4648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14229,1099,7 市立旭川病院 〒070-0029 一般       316（人工腎臓）第188号       平成30年 4月 1日
     (29,3826,7) 旭川市金星町１丁目１番６５号 精神       100 慢性維持透析を行った場合１
     0166-24-3181  (0166-27-8505) 一般（感染）
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14329,1457,7 ＪＡ北海道厚生連　旭〒078-8211 一般       539（人工腎臓）第189号       平成30年 4月 1日
     川厚生病院 旭川市１条通２４丁目１１１番地 慢性維持透析を行った場合１
     ３
     0166-33-7171  (0166-33-6075)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14429,1483,3 医療法人社団　腎愛会〒070-0061 一般        14（人工腎臓）第35号        平成30年 4月 1日
     　だてクリニック 旭川市曙１条５丁目１番２号 慢性維持透析を行った場合１
     0166-22-1515  (0166-22-1549)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14529,1568,1 医療法人社団　慶友会〒070-0054 一般       263（人工腎臓）第190号       平成30年 4月 1日
     (29,3613,9) 　吉田病院 旭川市４条西４丁目１番２号 慢性維持透析を行った場合１
     0166-25-1115  (0166-25-4650)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14629,1583,0 医療法人社団　旭川泌〒071-8131 一般        19（人工腎臓）第73号        平成30年 4月 1日
     尿器科クリニック 旭川市末広１条４丁目１番３号 慢性維持透析を行った場合１
     0166-53-7007  (0166-59-2213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14729,1650,7 医療法人社団　幾晃会〒078-8214 一般        19（人工腎臓）第128号       平成30年 4月 1日
     　木原循環器科内科医旭川市４条通２２丁目１１８番地 慢性維持透析を行った場合１
     院 0166-35-5555  (0166-35-0428)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14829,1663,0 旭川リハビリテーショ〒078-8801 一般       146（人工腎臓）第198号       平成30年 4月 1日
     (29,3824,2) ン病院 旭川市緑が丘東１条１丁目１番１療養       120 慢性維持透析を行った場合１
     号
     0166-65-0101  (0166-65-1211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14929,1695,2 医療法人　恒貴会　神〒070-8013 （人工腎臓）第26号        平成30年 4月 1日
     居やわらぎ泌尿器科 旭川市神居３条９丁目１番３号 慢性維持透析を行った場合１
     0166-63-2225  (0166-62-5848)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15029,1717,4 医療法人社団　恩和会〒070-8061 一般        54（人工腎臓）第74号        平成30年 4月 1日
     (29,3754,1) 　旭川高砂台病院 旭川市高砂台１丁目１番２２号 療養        42 慢性維持透析を行った場合１
     0166-61-5700  (0166-61-5089) 介護        97
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15129,1761,2 医療法人　仁友会　永〒079-8412 （人工腎臓）第83号        平成30年 4月 1日
     山腎泌尿器科クリニッ旭川市永山２条７丁目６０番 慢性維持透析を行った場合１
     ク 0166-46-5500  (0166-46-5510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15229,1783,6 医療法人　恒貴会　東〒078-8343 （人工腎臓）第44号        平成30年 4月 1日
     光やわらぎ泌尿器科 旭川市東光３条６丁目１番１号 慢性維持透析を行った場合１
     0166-37-0300  (0166-37-0301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15329,1839,6 医療法人社団　及川医〒078-8234 一般        19（人工腎臓）第137号       平成30年 4月 1日
     院 旭川市豊岡４条８丁目３番１号 慢性維持透析を行った場合１
     0166-35-2661  (0166-35-2661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15429,1851,1 医療法人仁友会　北彩〒070-0030 一般       116（人工腎臓）第138号       平成30年 4月 1日
     都病院 旭川市宮下通９丁目２番１号 慢性維持透析を行った場合１
     0166-26-6411  (0166-26-1047)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15529,1920,4 医療法人クリスタル橋〒070-0031 （人工腎臓）第243号       平成30年 4月 1日
     内科クリニック 旭川市１条通６丁目７８番地１ク 慢性維持透析を行った場合１
     リスタルビル２階、３階
     0166-22-9600  (0166-23-7112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15630,1093,8 医療法人社団　ふらの〒076-0038 一般        58（人工腎臓）第104号       平成30年 4月 1日
     西病院 富良野市桂木町２番７７号 療養        61 慢性維持透析を行った場合１
     0167-23-6600  (0166-22-3508) 介護        23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15730,1110,0 社会福祉法人　北海道〒076-8765 一般       195（人工腎臓）第192号       平成30年 4月 1日
     社会事業協会富良野病富良野市住吉町１番３０号 一般（感染） 慢性維持透析を行った場合１
     院 0167-23-2181  (0167-22-4256)              4
     療養        56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15831,1107,4 比布町立ぴっぷクリニ〒078-0343 一般        15（人工腎臓）第91号        平成30年 4月 1日
     ック 上川郡比布町中町１丁目２番１０療養         4 慢性維持透析を行った場合１
     号
     0166-85-2222  (0166-58-9120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15931,1112,4 医療法人社団　美瑛循〒071-0206 （人工腎臓）第18号        平成30年 4月 1日
     環器・内科クリニック上川郡美瑛町北町２丁目２番１７ 慢性維持透析を行った場合１
     号
     0166-68-7711  (0166-68-7722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16032,1131,2 士別市立病院 〒095-0044 一般        60（人工腎臓）第75号        平成30年 4月 1日
     士別市東１１条５丁目３０２９番療養        88 慢性維持透析を行った場合１
     地１
     0165-23-2166  (0165-22-1827)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16132,1143,7 名寄市立総合病院 〒096-8511 一般       300（人工腎臓）第140号       平成30年 4月 1日
     名寄市西７条南８丁目１番地 精神        55 慢性維持透析を行った場合１
     01654-3-3101  (01654-2-0567) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16232,1144,5 医療法人社団　三愛会〒096-0031 療養        46（人工腎臓）第139号       平成30年 4月 1日
     (29,3664,2) 　名寄三愛病院 名寄市西１条北５丁目１番１９ 一般        44 慢性維持透析を行った場合１
     01654-3-3911  (01654-2-1555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16335,1204,0 社会医療法人　母恋　〒051-8501 一般       387（人工腎臓）第193号       平成30年 4月 1日
     (35,3178,0) 日鋼記念病院 室蘭市新富町１丁目５番１３号 療養        92 慢性維持透析を行った場合１
     0143-24-1331  (0143-22-5296)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16435,1251,1 社会医療法人　製鉄記〒050-0076 一般       347（人工腎臓）第28号        平成30年 4月 1日
     念室蘭病院 室蘭市知利別町１丁目４５番地 慢性維持透析を行った場合１
     0143-44-4650  (0143-47-4355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16535,1256,0 東室蘭サテライトクリ〒050-0083 一般         1（人工腎臓）第76号        平成30年 4月 1日
     ニック 室蘭市東町５丁目３番地５号 療養        16 慢性維持透析を行った場合１
     0143-41-2121  (0143-41-2120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16635,1279,2 市立室蘭総合病院 〒051-8512 一般       401（人工腎臓）第77号        平成30年 4月 1日
     室蘭市山手町３丁目８番１号 結核        24 慢性維持透析を行った場合１
     0143-25-3111  (0143-22-6867) 精神       120
     一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16735,1317,0 登別記念病院 〒059-0012 療養       120（人工腎臓）第92号        平成30年 4月 1日
     登別市中央町１丁目１番地４ 慢性維持透析を行った場合１
     0143-81-3000  (0143-88-3000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16835,1331,1 サテライトクリニック〒050-0076 （人工腎臓）第240号       平成30年 4月 1日
     知利別 室蘭市知利別町１丁目８番１号 慢性維持透析を行った場合１
     0143-47-3500  (0143-47-3502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16935,1354,3 伊丹腎クリニック 〒059-0026 （人工腎臓）第39号        平成30年 4月 1日
     登別市若山町４丁目４３番２ 慢性維持透析を行った場合１
     0143-84-4321  (0143-84-4334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17036,1224,6 苫小牧日翔病院 〒053-0803 一般       168（人工腎臓）第194号       平成30年 4月 1日
     苫小牧市矢代町２丁目１８番１号 慢性維持透析を行った場合１
     0144-72-7000  (0144-72-7244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17136,1286,5 医療法人社団　苫小牧〒053-0054 一般        19（人工腎臓）第251号       平成30年 5月 1日
     泌尿器科・循環器内科苫小牧市明野新町２丁目１番１２ 慢性維持透析を行った場合１
     号
     0144-57-0455  (0144-57-8855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17236,1293,1 王子総合病院 〒053-0021 一般       440（人工腎臓）第195号       平成30年 4月 1日
     (36,3234,9) 苫小牧市若草町３丁目４番８号 慢性維持透析を行った場合１
     0144-32-8111  (0144-32-7119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17336,1299,8 医療法人社団　江夏泌〒053-0033 （人工腎臓）第93号        平成30年 4月 1日
     尿器科医院 苫小牧市木場町２丁目８番１号 慢性維持透析を行った場合１
     0144-33-3855  (0144-33-3856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17436,1365,7 苫小牧市立病院 〒053-8567 一般       378（人工腎臓）第141号       平成30年 4月 1日
     (36,3286,9) 苫小牧市清水町１丁目５番２０号一般（感染） 慢性維持透析を行った場合１
     0144-33-3131  (0144-34-7511)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17536,1402,8 医療法人社団朋裕会と〒053-0005 （人工腎臓）第142号       平成30年 4月 1日
     よた腎泌尿器科クリニ苫小牧市元中野町２丁目１７番１ 慢性維持透析を行った場合１
     ック ２号
     0144-31-2000  (0144-31-2121)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17637,1001,6 総合病院　伊達赤十字〒052-8511 一般       270（人工腎臓）第231号       平成30年 4月 1日
     病院 伊達市末永町８１番地 精神        60 慢性維持透析を行った場合１
     0142-23-2211  (0142-23-5249) 療養        44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17737,1149,3 社会福祉法人北海道社〒049-5605 一般        60（人工腎臓）第111号       平成30年 4月 1日
     (35,3331,5) 会事業協会　洞爺病院虻田郡洞爺湖町高砂町１２６番地療養       232 慢性維持透析を行った場合１
     0142-74-2555  (0142-74-2665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17837,1155,0 医療法人社団　いぶり〒052-0022 一般        19（人工腎臓）第25号        平成30年 4月 1日
     腎泌尿器科クリニック伊達市梅本町２番地１５ 慢性維持透析を行った場合２
     0142-21-1400  (0142-21-1401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17938,1008,9 総合病院　浦河赤十字〒057-0007 一般       141（人工腎臓）第81号        平成30年 4月 1日
     病院 浦河郡浦河町東町ちのみ１丁目２療養        51 慢性維持透析を行った場合１
     番１号 一般（感染）
     0146-22-5111  (0146-22-0337)              4
     精神        50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18038,1027,9 日高町立門別国民健康〒059-2121 一般        34（人工腎臓）第196号       平成30年 4月 1日
     保険病院 沙流郡日高町門別本町２９番地の 慢性維持透析を行った場合１
     ９
     01456-2-5311  (01456-2-5812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18138,1134,3 医療法人　静仁会　静〒056-0005 一般       110（人工腎臓）第197号       平成30年 4月 1日
     仁会　静内病院 日高郡新ひだか町静内こうせい町療養        89 慢性維持透析を行った場合１
     １丁目１０番２７号
     0146-42-0701  (0146-43-2168)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18241,1067,9 総合病院　釧路赤十字〒085-8512 一般       431（人工腎臓）第42号        平成30年 4月 1日
     (41,3322,2) 病院 釧路市新栄町２１番１４号 精神        58 慢性維持透析を行った場合１
     0154-22-7171  (0154-24-7880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18341,1068,7 独立行政法人労働者健〒085-8533 一般       450（人工腎臓）第199号       平成30年 4月 1日
     (41,3280,2) 康安全機構　釧路労災釧路市中園町１３番２３号 慢性維持透析を行った場合１
     病院 0154-22-7191  (0154-25-7308)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18441,1183,4 道東勤医協　釧路協立〒085-0055 一般       135（人工腎臓）第200号       平成30年 4月 1日
     病院 釧路市治水町３番１４号 療養        45 慢性維持透析を行った場合１
     0154-24-6811  (0154-25-8500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18541,1185,9 市立釧路総合病院 〒085-0822 一般       535（人工腎臓）第201号       平成30年 4月 1日
     (41,3270,3) 釧路市春湖台１番１２号 精神        94 慢性維持透析を行った場合１
     0154-41-6121  (0154-41-4080) 一般（感染）
                  4
     結核        10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18641,1209,7 釧路泌尿器科クリニッ〒085-0821 一般    （人工腎臓）第62号        平成30年 4月 1日
     ク 釧路市鶴ケ岱２丁目８番１１号 慢性維持透析を行った場合１
     0154-41-1113  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18741,1237,8 社会医療法人孝仁会　〒084-0912 一般        42（人工腎臓）第202号       平成30年 4月 1日
     星が浦病院 釧路市星が浦大通３丁目９番１３療養        93 慢性維持透析を行った場合１
     号
     0154-54-2500  (0154-54-2510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18841,1308,7 社会医療法人孝仁会　〒085-0062 一般       235（人工腎臓）第233号       平成30年 4月 1日
     釧路孝仁会記念病院 釧路市愛国１９１番２１２号 慢性維持透析を行った場合１
     0154-39-1222  (0154-39-0330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18941,1312,9 医療法人社団　三慈会〒085-0836 一般       126（人工腎臓）第143号       平成30年 4月 1日
     　釧路三慈会病院 釧路市幣舞町４番３０号 慢性維持透析を行った場合１
     0154-41-2299  (0154-41-2263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19041,1315,2 医療法人社団　林田ク〒085-0004 一般        10（人工腎臓）第78号        平成30年 4月 1日
     リニック 釧路市新富町１番７号 慢性維持透析を行った場合１
     0154-24-7173  (0154-25-2959)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19141,1337,6 社会福祉法人扶躬会鶴〒085-0214 （人工腎臓）第79号        平成30年 4月 1日
     の園クリニック 釧路市阿寒町富士見２丁目５番４ 慢性維持透析を行った場合１
     ３号
     0154-66-1717  (0154-66-1718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19242,1010,7 市立根室病院 〒087-8686 一般       131（人工腎臓）第203号       平成30年 4月 1日
     根室市有磯町１丁目２番地 一般（感染） 慢性維持透析を行った場合１
     0153-24-3201  (0153-24-9693)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19342,1083,4 町立中標津病院 〒086-1110 一般       199（人工腎臓）第144号       平成30年 4月 1日
     標津郡中標津町西１０条南９丁目 慢性維持透析を行った場合１
     １番地１
     0153-72-8200  (0153-73-5398)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19442,1093,3 知床らうす国民健康保〒086-1823 一般        14（人工腎臓）第256号       平成30年 6月 1日
     険診療所 目梨郡羅臼町栄町１００番地８３ 慢性維持透析を行った場合１
     0153-87-2116  (0153-87-3550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19543,1069,1 町立厚岸病院 〒088-1119 一般        55（人工腎臓）第145号       平成30年 4月 1日
     厚岸郡厚岸町住の江１丁目１番地 慢性維持透析を行った場合１
     0153-52-3145  (0153-52-6137)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19643,1141,8 ＪＡ北海道厚生連　摩〒088-3212 一般        55（人工腎臓）第204号       平成30年 4月 1日
     周厚生病院 川上郡弟子屈町泉２丁目３番１号療養        24 慢性維持透析を行った場合１
     01548-2-2241  介護        20



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19746,1041,3 ＪＡ北海道厚生連　帯〒080-0016 一般       672（人工腎臓）第205号       平成30年 4月 1日
     広厚生病院 帯広市西６条南８丁目１番地 精神        70 慢性維持透析を行った場合１
     0155-24-4161  (0155-25-7851) 一般（感染）
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19846,1253,4 医療法人進和会　西２〒080-0012 一般        28（人工腎臓）第94号        平成30年 4月 1日
     条腎泌尿器科病院 帯広市西２条南２丁目１０番地 慢性維持透析を行った場合１
     0155-27-2301  (0155-22-6776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19946,1301,1 医療法人　新緑通りは〒080-0026 （人工腎臓）第234号       平成30年 4月 1日
     やし内科 帯広市西１６条南４丁目４４番１ 慢性維持透析を行った場合１
     号
     0155-33-0077  (0155-36-0077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20046,1307,8 社会医療法人　北斗　〒080-0833 一般       221（人工腎臓）第206号       平成30年 4月 1日
     (47,3415,1) 北斗病院 帯広市稲田町基線７番地５ 療養        46 慢性維持透析を行った場合１
     0155-48-8000  (0155-49-2121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20146,1320,1 公益財団法人北海道医〒080-0014 一般       247（人工腎臓）第209号       平成30年 4月 1日
     (47,3430,0) 療団　帯広第一病院 帯広市西４条南１５丁目１７番地 慢性維持透析を行った場合１
     ３
     0155-25-3121  (0155-25-1172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20246,1321,9 医療法人社団典俊会　〒080-2471 一般        18（人工腎臓）第34号        平成30年 4月 1日
     帯広泌尿器科 帯広市西２１条南５丁目１５番１ 慢性維持透析を行った場合１
     0155-38-2000  (0155-41-4111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20346,1329,2 社会福祉法人　北海道〒080-0805 一般       300（人工腎臓）第155号       平成30年 4月 1日
     社会事業協会　帯広病帯広市東５条南９丁目２番地 慢性維持透析を行った場合１
     院 0155-22-6600  (0155-24-7076)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20446,1332,6 医療法人社団　高山泌〒080-0015 一般        12（人工腎臓）第5号         平成30年 4月 1日
     尿器科 帯広市西５条南３６丁目３番８号 慢性維持透析を行った場合１
     0155-47-1117  (0155-47-1119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20546,1355,7 さわい内科循環器科ク〒080-0020 （人工腎臓）第244号       平成30年 4月 1日
     リニック 帯広市西１０条南１７丁目１番地 慢性維持透析を行った場合１
     0155-21-0381  (0155-21-3801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20646,1370,6 帯広東内科循環器科ク〒080-0813 （人工腎臓）第95号        平成30年 4月 1日
     リニック 帯広市東１３条南６丁目１番地２ 慢性維持透析を行った場合１
     ５
     0155-27-0808  (0155-27-0809)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20746,1440,7 おおた内科循環器クリ〒080-0057 （人工腎臓）第255号       平成30年 6月 1日
     ニック 帯広市柏林台中町２丁目２番地８ 慢性維持透析を行った場合１
     0155-66-7152  (0155-66-7132)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20847,1027,0 清水赤十字病院 〒089-0195 一般        92（人工腎臓）第63号        平成30年 4月 1日
     上川郡清水町南２条２丁目１ 慢性維持透析を行った場合１
     0156-62-2513  (0156-62-4460)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20947,1040,3 公立芽室病院 〒082-0014 一般       150（人工腎臓）第21号        平成30年 4月 1日
     河西郡芽室町東４条３丁目５番地 慢性維持透析を行った場合１
     0155-62-2811  (0155-62-5843)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21047,1043,7 足寄町国民健康保険病〒089-3712 一般        60（人工腎臓）第58号        平成30年 4月 1日
     院 足寄郡足寄町南２条３丁目１番地 慢性維持透析を行った場合１
     0156-25-2155  (0156-25-2158)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21147,1045,2 鹿追町国民健康保険病〒081-0295 一般        23（人工腎臓）第64号        平成30年 4月 1日
     院 河東郡鹿追町東町１丁目３８番地療養        27 慢性維持透析を行った場合１
     0156-66-2031  (0156-66-1073)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21247,1046,0 十勝いけだ地域医療セ〒083-0022 一般        60（人工腎臓）第207号       平成30年 4月 1日
     ンター 中川郡池田町字西２条５丁目２５ 慢性維持透析を行った場合１
     番地
     015-572-3181  (015-572-3185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21347,1161,7 士幌町国民健康保険病〒080-1214 一般        40（人工腎臓）第146号       平成30年 4月 1日
     院 河東郡士幌町字士幌西２線１６７療養        20 慢性維持透析を行った場合１
     番地
     01564-5-2106  (01564-5-5006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21447,1283,9 本別町国民健康保険病〒089-3306 一般        60（人工腎臓）第36号        平成30年 4月 1日
     院 中川郡本別町西美里別６番地８ 慢性維持透析を行った場合１
     0156-22-2025  (0156-22-2752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21547,1285,4 医療法人社団　慈弘会〒089-2105 （人工腎臓）第208号       平成30年 4月 1日
     　森クリニック 広尾郡大樹町字大樹６番地２２ 慢性維持透析を行った場合１
     01558-6-5811  (01558-6-5812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21647,1288,8 医療法人　徳洲会　帯〒080-0302 一般       152（人工腎臓）第217号       平成30年 4月 1日
     (47,3495,3) 広徳洲会病院 河東郡音更町木野西通１４丁目２ 慢性維持透析を行った場合１
     番地１
     0155-32-3030  (0155-32-3522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21747,1310,0 医療法人社団典俊会　〒080-0302 （人工腎臓）第147号       平成30年 4月 1日
     とかち泌尿器科 河東郡音更町木野西通１５丁目５ 慢性維持透析を行った場合１
     番９０
     0155-32-3232  (0155-32-3300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21847,1332,4 医療法人社団翔嶺館音〒080-0111 一般 （人工腎臓）第210号       平成30年 4月 1日
     更宏明館病院 河東郡音更町木野大通東１７丁目　　一般    60 慢性維持透析を行った場合１
     １番６ 療養
     0155-32-3311  (0155-32-3322) 　　療養   120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21950,1139,7 千葉循環呼吸クリニッ〒090-0015 一般        14（人工腎臓）第50号        平成30年 4月 1日
     ク 北見市公園町１３９番地４ 療養         5 慢性維持透析を行った場合１
     0157-23-3111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22050,1184,3 医療法人社団　煌生会〒090-0836 一般        19（人工腎臓）第96号        平成30年 4月 1日
     　北見循環器クリニッ北見市東三輪３丁目１７番地１ 慢性維持透析を行った場合１
     ク 0157-31-5800  (0157-31-5888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22150,1241,1 いわもと循環器クリニ〒090-0065 （人工腎臓）第85号        平成30年 4月 1日
     ック 北見市寿町３丁目３番１０号 慢性維持透析を行った場合１
     0157-26-1030  (0157-26-1031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22250,1270,0 小林病院 〒090-8567 一般       256（人工腎臓）第211号       平成30年 4月 1日
     北見市北３条西４丁目２番地 療養        44 慢性維持透析を行った場合１
     0157-23-5171  (0157-61-8071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22350,1273,4 北海道立北見病院 〒090-0027 一般        70（人工腎臓）第212号       平成30年 4月 1日
     北見市北７条東２丁目２番１ 慢性維持透析を行った場合１
     0157-24-6261  (0157-24-6262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22450,1275,9 北見北斗病院 〒090-0045 療養        64（人工腎臓）第218号       平成30年 4月 1日
     北見市北５条西１丁目６番地 介護        11 慢性維持透析を行った場合１
     0157-23-3225  (0157-23-3113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22551,1080,1 雄武町国民健康保険病〒098-1702 一般        25（人工腎臓）第134号       平成30年 4月 1日
     院 紋別郡雄武町字雄武１４８２番地 慢性維持透析を行った場合１
     ２
     01588-4-2517  (0158-84-3443)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22651,1093,4 広域紋別病院 〒094-8709 一般       148（人工腎臓）第148号       平成30年 4月 1日
     紋別市落石町１丁目３番３７号 一般（感染） 慢性維持透析を行った場合１
     0158-24-3111  (0158-24-3111)              2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22752,1001,5 美幌町立国民健康保険〒092-0004 一般        99（人工腎臓）第213号       平成30年 4月 1日
     病院 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番 慢性維持透析を行った場合１
     地の１
     0152-73-4111  (0152-72-3595)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22853,1002,1 ＪＡ北海道厚生連　網〒093-0076 一般       353（人工腎臓）第214号       平成30年 4月 1日
     走厚生病院 網走市北６条西１丁目９番地 一般（感染） 慢性維持透析を行った場合１
     0152-43-3157  (0152-43-6586)              2



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22953,1164,9 小清水赤十字病院 〒099-3626 一般        49（人工腎臓）第149号       平成30年 4月 1日
     斜里郡小清水町字小清水６４５番療養        50 慢性維持透析を行った場合１
     １６
     0152-62-2121  (0152-62-3144)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23053,1188,8 医療法人社団　朗愛会〒093-0042 一般        82（人工腎臓）第150号       平成30年 4月 1日
     　こが病院 網走市字潮見１５３番地１ 療養        48 慢性維持透析を行った場合１
     0152-61-0101  (0152-61-0066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23154,1069,8 ＪＡ北海道厚生連　遠〒099-0404 一般       285（人工腎臓）第215号       平成30年 4月 1日
     軽厚生病院 紋別郡遠軽町大通北３丁目１番５療養        50 慢性維持透析を行った場合１
     号 一般（感染）
     01584-2-4101  (01584-2-8396)              2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23257,1030,3 岩見沢市立総合病院 〒068-8555 一般       365（人工腎臓）第151号       平成30年 4月 1日
     岩見沢市９条西７丁目２番地 精神       115 慢性維持透析を行った場合１
     0126-22-1650  (0126-25-0886) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23357,1188,9 医療法人社団　腎友会〒068-0028 一般        19（人工腎臓）第216号       平成30年 4月 1日
     　岩見沢クリニック 岩見沢市８条西１０丁目８番地１ 慢性維持透析を行った場合１
     0126-24-8811  (0126-24-8005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23458,1001,2 栗山赤十字病院 〒069-1513 一般        96（人工腎臓）第27号        平成30年 4月 1日
     夕張郡栗山町朝日３丁目２番地 療養        40 慢性維持透析を行った場合１
     0123-72-1015  (0123-72-1125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23560,1027,3 市立三笠総合病院 〒068-2194 一般        91（人工腎臓）第219号       平成30年 4月 1日
     三笠市宮本町４８９番地の１ 療養        43 慢性維持透析を行った場合１
     01267-2-3131  (01267-2-2493) 精神        65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23661,1004,0 市立美唄病院 〒072-8555 一般        53（人工腎臓）第220号       平成30年 4月 1日
     美唄市西２条北１丁目１番１号 療養        45 慢性維持透析を行った場合１
     0126-63-4171  (0126-63-4300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23764,1137,2 留萌市立病院 〒077-8511 一般       246（人工腎臓）第156号       平成30年 4月 1日
     留萌市東雲町２丁目１６番地 一般（感染） 慢性維持透析を行った場合１
     0164-49-1011  (0164-43-0337)              4
     療養        50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23864,1142,2 北海道立羽幌病院 〒078-4123 一般       120（人工腎臓）第221号       平成30年 4月 1日
     苫前郡羽幌町栄町１１０番地 慢性維持透析を行った場合１
     0164-62-6060  (0164-62-6050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23964,1143,0 社会医療法人孝仁会　〒077-0007 一般        19（人工腎臓）第152号       平成30年 4月 1日
     留萌セントラルクリニ留萌市栄町１丁目５番１２号 慢性維持透析を行った場合１
     ック 0164-43-9500  (0164-43-5655)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  24067,1050,0 市立稚内病院 〒097-0022 一般       258（人工腎臓）第222号       平成30年 4月 1日
     稚内市中央４丁目１１番６号 精神        70 慢性維持透析を行った場合１
     0162-23-2771  (0162-23-5636) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24167,1109,4 枝幸町国民健康保険病〒098-5824 一般        46（人工腎臓）第43号        平成30年 4月 1日
     院 枝幸郡枝幸町北栄町１４７４番地療養        37 慢性維持透析を行った場合１
     １
     0163-62-2111  (0163-62-2532)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24267,1145,8 天塩町立国民健康保険〒098-3312 一般        30（人工腎臓）第23号        平成30年 4月 1日
     病院 天塩郡天塩町字川口５６９９番地療養        18 慢性維持透析を行った場合１
     の３
     01632-2-1058  (01632-2-3116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24371,1046,0 砂川市立病院 〒073-0196 一般       408（人工腎臓）第223号       平成30年 4月 1日
     (71,3364,1) 砂川市西４条北３丁目１番１号 結核         6 慢性維持透析を行った場合１
     0125-54-2131  (0125-54-0101) 精神        80
     一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24472,1005,4 あかびら市立病院 〒079-1136 一般        60（人工腎臓）第224号       平成30年 4月 1日
     赤平市本町３丁目２番地 療養        60 慢性維持透析を行った場合１
     0125-32-3211  (0125-32-1141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24573,1074,8 市立芦別病院 〒075-8501 一般        98（人工腎臓）第49号        平成30年 4月 1日
     芦別市本町１４番地 療養        31 慢性維持透析を行った場合１
     0124-22-2701  (0124-22-2996)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24674,1053,0 深川市立病院 〒074-0006 一般       199（人工腎臓）第225号       平成30年 4月 1日
     深川市６条６番１号 一般（感染） 慢性維持透析を行った場合１
     0164-22-1101  (0164-22-5929)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24775,1001,6 滝川市立病院 〒073-0022 一般       270（人工腎臓）第80号        平成30年 4月 1日
     滝川市大町２丁目２番３４号 精神        44 慢性維持透析を行った場合１
     0125-22-4311  (0125-24-6010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24875,1080,0 医療法人　祐仁会　石〒073-0045 （人工腎臓）第153号       平成30年 4月 1日
     田クリニック 滝川市有明町２丁目４番４５号 慢性維持透析を行った場合１
     0125-24-2125  (0125-24-2126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24976,1043,6 医療法人はまなす　は〒061-3284 一般         9（人工腎臓）第84号        平成30年 4月 1日
     まなす医院 石狩市花畔４条１丁目１４１番地 慢性維持透析を行った場合１
     １
     0133-64-6622  (0133-64-6623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 人工腎臓　医科］ 平成30年 6月 1日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25076,1052,7 石狩病院 〒061-3213 一般       110（人工腎臓）第226号       平成30年 4月 1日
     石狩市花川北３条３丁目６番地１ 慢性維持透析を行った場合１
     0133-74-8611  (0133-74-8614)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25180,1001,6 北海道大学病院 〒060-8648 一般       874（人工腎臓）第241号       平成30年 4月 1日
     (80,3012,7) 札幌市北区北１４条西５丁目 精神        70 慢性維持透析を行った場合１
     011-716-1161  (011-706-7627)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25280,1004,0 独立行政法人国立病院〒063-0005 一般       410（人工腎臓）第24号        平成30年 4月 1日
     機構　北海道医療セン札幌市西区山の手５条７丁目１番精神        40 慢性維持透析を行った場合１
     ター １号 結核        50
     011-611-8111  (011-611-5820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25380,1012,3 独立行政法人国立病院〒070-8644 一般       290（人工腎臓）第154号       平成30年 4月 1日
     機構　旭川医療センタ旭川市花咲町７丁目４０４８番地結核        20 慢性維持透析を行った場合１
     ー 0166-51-3161  (0166-53-9184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25480,1017,2 独立行政法人国立病院〒080-8518 一般       239（人工腎臓）第227号       平成30年 4月 1日
     機構　帯広病院 帯広市西１８条北２丁目１６番地結核        14 慢性維持透析を行った場合１
     0155-33-3155  (0155-33-3397) 精神       100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25580,1021,4 旭川医科大学病院 〒078-8510 一般       571（人工腎臓）第235号       平成30年 4月 1日
     (80,3010,1) 旭川市緑が丘東２条１丁目１番１精神        31 慢性維持透析を行った場合１
     号
     0166-65-2111  (0166-69-3569)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1342,0 札幌中央病院 〒064-0809 一般       180（導入１）第146号         平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南９西１０丁目１番
     ５０号
     011-513-0111  (011-531-9746)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1463,4 社会医療法人　北海道〒064-8622 一般        95（導入１）第110号         平成30年 4月 1日
     循環器病院 札幌市中央区南２７条西１３丁目
     １番３０号
     011-563-3911  (011-551-3109)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1581,3 医療法人　萬田記念病〒060-0062 一般        89（導入１）第65号          平成30年 4月 1日
     院 札幌市中央区南２条西１丁目１番
     地
     011-231-4032  (011-210-4351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1611,8 医療法人社団北辰　ク〒064-0919 一般         5（導入１）第194号         平成30年 5月 1日
     リニック１・９・８札札幌市中央区南１９条西８丁目２
     幌 番３８号
     011-512-1216  (011-512-8437)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1625,8 ＪＡ北海道厚生連　札〒060-0033 一般       519（導入１）第130号         平成30年 4月 1日
     幌厚生病院 札幌市中央区北３条東８丁目５番
     地
     011-261-5331  (011-271-5320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1651,4 医療法人　讃生会　宮〒064-8570 一般        92（導入１）第59号          平成30年 4月 1日
     の森記念病院 札幌市中央区宮の森３条７丁目５
     番２５号
     011-641-6641  (011-644-8285)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,1658,9 医療法人　桑園中央病〒060-0008 一般        38（導入１）第99号          平成30年 4月 1日
     院 札幌市中央区北８条西１６丁目２療養        30
     ８－３５
     011-621-1023  (011-621-1028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1749,6 医療法人社団　恵水会〒064-0821 （導入１）第97号          平成30年 4月 1日
     　田島クリニック 札幌市中央区北１条西２１丁目２
     ー１５フジタビル
     011-643-2553  (011-643-2578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1770,2 医療法人社団　清和会〒064-0809 一般        94（導入１）第26号          平成30年 4月 1日
     　南札幌病院 札幌市中央区南９条西７丁目１番
     ２３号
     011-511-3368  (011-511-1862)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1001,1864,3 札幌循環器病院 〒060-0011 一般        89（導入１）第84号          平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北１１条西１４丁目
     ２９－１５
     011-747-5821  (011-758-1452)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,1894,0 時計台記念病院 〒060-0031 一般       250（導入１）第131号         平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北１条東１丁目２番
     ３号
     011-251-1221  (011-219-1405)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,1938,5 札幌医科大学附属病院〒060-8543 一般       890（導入１）第96号          平成30年 4月 1日
     (01,3817,5) 札幌市中央区南１条西１６丁目２精神        42
     ９１番地 結核         6
     011-611-2111  (011-621-8059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,1970,8 医療法人社団北辰　札〒060-0004 （導入１）第195号         平成30年 5月 1日
     幌セントラルクリニッ札幌市中央区北４条西５丁目１番
     ク 地アスティ４５　７階
     011-205-6161  (011-205-6045)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1402,1332,9 医療法人社団　翔嶺館〒002-8042 一般        96（導入１）第95号          平成30年 4月 1日
     　札幌優翔館病院 札幌市北区東茨戸２条２丁目８番療養        48
     ２５号
     011-772-9211  (011-772-9213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1502,1551,4 医療法人社団　布施川〒001-0907 一般        19（導入１）第60号          平成30年 4月 1日
     内科医院 札幌市北区新琴似７条１４丁目４
     番２３号
     011-764-2411  (011-764-2412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1602,1577,9 医療法人　彰和会　北〒065-0041 一般       199（導入１）第100号         平成30年 4月 1日
     海道消化器科病院 札幌市東区本町１条１丁目２番１
     ０号
     011-784-1811  (011-784-1838)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1702,1611,6 医療法人社団　　札幌〒065-0017 一般       188（導入１）第94号          平成30年 4月 1日
     道都病院 札幌市東区北１７条東１４丁目３
     番２号
     011-731-1155  (011-731-6500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1802,1634,8 北光記念病院 〒065-0027 一般       145（導入１）第53号          平成30年 4月 1日
     札幌市東区北２７条東８丁目１番
     ６号
     011-722-1133  (011-722-0501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1902,1654,6 社会医療法人社団愛心〒065-0027 一般        71（導入１）第93号          平成30年 4月 1日
     館　愛心メモリアル病札幌市東区北２７条東１丁目１番
     院 １５号
     011-752-3535  (011-752-1058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2002,1707,2 医療法人社団　和仁会〒001-0024 （導入１）第57号          平成30年 4月 1日
     　平田内科クリニック札幌市北区北２４条西１４丁目３
     番１５号
     011-756-2220  (011-756-2239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2102,1775,9 天使病院 〒065-8611 一般       260（導入１）第186号         平成30年 4月 1日
     札幌市東区北１２条東３丁目１番
     １号
     011-711-0101  (011-751-1708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2202,1793,2 医療法人社団　Ｈ・Ｎ〒065-0019 （導入１）第49号          平成30年 4月 1日
     ・メディックさっぽろ札幌市東区北１９条東７丁目１番
     東 ２６号
     011-723-6660  (011-723-6665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2302,1933,4 医療法人社団東桑会　〒001-0018 （導入１）第56号          平成30年 4月 1日
     札幌北クリニック 札幌市北区北１８条西２丁目１番
     １０号
     011-747-7157  (011-716-9745)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2402,1986,2 医療法人社団豊生会　〒065-0025 （導入１）第61号          平成30年 4月 1日
     元町ひまわり消化器内札幌市東区北２５条東２０丁目７
     科・腎透析クリニック番１号
     011-783-5100  (011-783-5123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2503,1040,6 ＫＫＲ札幌医療センタ〒062-0931 一般       450（導入１）第16号          平成30年 4月 1日
     ー 札幌市豊平区平岸１条６丁目３番
     ４０号
     011-822-1811  (011-841-4572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2603,1053,9 独立行政法人地域医療〒062-8618 一般       312（導入１）第104号         平成30年 4月 1日
     機能推進機構　北海道札幌市豊平区中の島１条８丁目３結核        46
     病院 番１８号
     011-831-5151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2703,1339,2 広田医院 〒062-0007 一般        14（導入１）第66号          平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区美園７条６丁目５番
     ３号
     011-811-8188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2803,1525,6 医療法人社団　札幌朗〒062-0021 一般        70（導入１）第107号         平成30年 4月 1日
     愛会　札幌朗愛会病院札幌市豊平区月寒西１条１０丁目療養        28
     ３番３０号
     011-853-2111  (011-855-6755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2903,1563,7 医療法人社団　三樹会〒003-0002 一般        99（導入１）第108号         平成30年 4月 1日
     病院 札幌市白石区東札幌２条３丁目６
     －１０
     011-824-3131  (011-813-2372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3003,1619,7 新札幌循環器病院 〒004-0052 一般        99（導入１）第1号           平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別中央２条４丁目
     ９番２５号
     011-892-1556  (011-894-5220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3103,1815,1 医療法人為久会　札幌〒005-0802 一般       188（導入１）第191号         平成30年 4月 1日
     共立五輪橋病院 札幌市南区川沿２条１丁目２番５
     ４号
     011-571-8221  (011-571-7405)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3203,1937,3 医療法人菊郷会　札幌〒003-0825 一般       150（導入１）第132号         平成30年 4月 1日
     センチュリー病院 札幌市白石区菊水元町５条３丁目
     ５番１０号
     011-871-1121  (011-871-0047)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3303,1942,3 社会医療法人　康和会〒062-0052 一般       162（導入１）第101号         平成30年 4月 1日
     　札幌しらかば台病院札幌市豊平区月寒東２条１８丁目療養       100
     ７番２６号
     011-852-8866  (011-852-8194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3403,1969,6 仁楡会病院 〒005-0002 一般       100（導入１）第11号          平成30年 4月 1日
     札幌市南区澄川２条１丁目３番８
     号
     011-814-9911  (011-814-9895)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3503,1975,3 医療法人社団　兼古循〒062-0051 一般        19（導入１）第182号         平成30年 4月 1日
     環器クリニック 札幌市豊平区月寒東１条１０丁目
     １番１号
     011-857-4141  (011-857-4140)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3603,1985,2 医療法人社団　札幌東〒003-0023 一般         6（導入１）第41号          平成30年 4月 1日
     クリニック 札幌市白石区南郷通１丁目北２番
     ２５号第２カネサビル
     011-863-2131  (011-862-6001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3703,1987,8 医療法人社団　芸術の〒005-0850 一般        19（導入１）第102号         平成30年 4月 1日
     森泌尿器科 札幌市南区石山東３丁目１番３１
     号
     011-591-8686  (011-591-7969)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3804,1245,9 医療法人社団明生会　〒063-0842 一般       183（導入１）第133号         平成30年 4月 1日
     イムス札幌消化器中央札幌市西区八軒２条西１丁目１－
     総合病院 １
     011-611-1391  (011-621-1100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3904,1431,5 手稲渓仁会病院 〒006-8555 一般       670（導入１）第109号         平成30年 4月 1日
     (04,3319,6) 札幌市手稲区前田１条１２丁目１
     番４０号
     011-681-8111  (011-685-2998)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4004,1596,5 医療法人社団信和会　〒063-0034 一般        19（導入１）第48号          平成30年 4月 1日
     石川泌尿器科・腎臓内札幌市西区西野４条２丁目１番２
     科 ０号
     011-661-1100  (011-663-0991)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4104,1597,3 医療法人社団　伸孝会〒006-0816 一般        19（導入１）第111号         平成30年 4月 1日
     　ていね泌尿器科 札幌市手稲区前田６条７丁目１番
     １２号
     011-695-1100  (011-695-3181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4204,1782,1 社会医療法人　アルデ〒006-0813 一般        95（導入１）第67号          平成30年 4月 1日
     バラン　手稲いなづみ札幌市手稲区前田３条４丁目２番
     病院 ６号
     011-685-2200  (011-685-2244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4304,1787,0 稲積公園駅前クリニッ〒061-0011 （導入１）第187号         平成30年 4月 1日
     ク 札幌市手稲区富丘１条４丁目３番
     ２０号
     011-695-0033  (011-695-8444)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4404,1788,8 さっぽろ内科・腎臓内〒063-0061 （導入１）第6号           平成30年 4月 1日
     科クリニック 札幌市西区西町北２０丁目２番１
     ２号
     011-666-3377  (011-666-5511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4504,1792,0 医療法人社団萌生舎　〒063-0812 （導入１）第13号          平成30年 4月 1日
     琴似腎臓内科泌尿器科札幌市西区琴似２条１丁目２－１
     ５５８８ＫＯＴＯＮＩ５階
     011-633-5102  (011-633-5123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4604,1818,3 さっぽろ内科・腎臓内〒063-0826 （導入１）第31号          平成30年 4月 1日
     科サテライトクリニッ札幌市西区発寒６条９丁目２番１
     ク ５号
     011-668-3377  (011-668-3366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4704,1831,6 医療法人菊郷会　富丘〒006-0011 （導入１）第134号         平成30年 4月 1日
     腎クリニック 札幌市手稲区富丘１条４丁目５番
     ３３号マックスビル３Ｆ
     011-686-5005  (011-686-5006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4804,1833,2 医療法人社団　萌生舎〒063-0051 （導入１）第21号          平成30年 4月 1日
     　宮の沢腎泌尿器科ク札幌市西区宮の沢１条１丁目１番
     リニック ３０号宮の沢ターミナルビル　２
     Ｆ
     011-666-0123  (011-676-1131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4904,1836,5 琴似ハート内科・透析〒063-0804 （導入１）第9号           平成30年 4月 1日
     クリニック 札幌市西区二十四軒４条２丁目８
     ４番
     011-688-8810  (011-676-7810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5004,1844,9 社会医療法人　アルデ〒063-0802 一般        40（導入１）第135号         平成30年 4月 1日
     バラン　さっぽろ二十札幌市西区二十四軒２条４丁目７
     四軒病院 番２０号
     011-641-2281  (011-613-7811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5104,1875,3 社会医療法人孝仁会　〒063-0052 一般       276（導入１）第105号         平成30年 4月 1日
     北海道大野記念病院 札幌市西区宮の沢２条１丁目１６
     番１号
     011-665-0020  (011-665-0242)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5205,1023,7 医療法人社団　Ｈ・Ｎ〒004-0055 一般        13（導入１）第50号          平成30年 4月 1日
     ・メディック 札幌市厚別区厚別中央５条６丁目療養         6
     １ー５
     011-801-6660  (011-801-6665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5305,1049,2 澄腎クリニック 〒062-0933 （導入１）第10号          平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区平岸３条１８丁目１
     番２４号
     011-841-9005  (011-841-9006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5405,1108,6 医療法人大地小笠原記〒005-0012 （導入１）第40号          平成30年 4月 1日
     念外来プラザ 札幌市南区真駒内上町１丁目１番
     ２５号
     011-582-1200  (011-582-1215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5505,1138,3 医療法人社団　翔嶺館〒004-0004 一般        60（導入１）第136号         平成30年 4月 1日
     　新札幌聖陵ホスピタ札幌市厚別区厚別東４条２丁目１
     ル 番３０号
     011-898-2151  (011-898-2171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5605,1148,2 医療法人社団　福住泌〒062-0043 一般        18（導入１）第43号          平成30年 4月 1日
     尿器科クリニック 札幌市豊平区福住３条１丁目６番
     １２号
     011-836-8881  (011-836-0108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5705,1155,7 医療法人社団　ゆうあ〒062-0921 （導入１）第4号           平成30年 4月 1日
     いクリニック 札幌市豊平区中の島１条１丁目７
     －２０ＦＯＲＧＥＤ　ＮＡＫＡＮ
     ＯＳＨＩＭＡ６階，７階
     011-820-2244  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5805,1187,0 しらかば泌尿器科クリ〒062-0052 （導入１）第8号           平成30年 4月 1日
     ニック 札幌市豊平区月寒東２条１８丁目
     ７－２３松本メディカル２Ｆ
     011-855-1100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5905,1294,4 医療法人菊郷会　石橋〒003-0863 一般        76（導入１）第103号         平成30年 4月 1日
     胃腸病院 札幌市白石区川下３条４丁目２番療養        30
     １号
     011-872-5811  (011-872-5814)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6005,1306,6 医療法人社団群仁会　〒004-0814 （導入１）第137号         平成30年 4月 1日
     保坂内科クリニック 札幌市清田区美しが丘４条５丁目
     ３番１５号
     011-884-7868  (011-888-1555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6105,1318,1 医療法人社団　サン内〒004-0842 一般        19（導入１）第54号          平成30年 4月 1日
     科外科医院 札幌市清田区清田２条１丁目８番
     １号
     011-881-3322  (011-881-6799)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6205,1345,4 新札幌駅前内科循環器〒004-0052 （導入１）第68号          平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別中央２条５丁目
     ３番４０号新札幌駅前ビル３階
     011-801-1000  (011-801-1001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6305,1349,6 医療法人大地小笠原記〒005-0013 一般        80（導入１）第17号          平成30年 4月 1日
     念札幌病院 札幌市南区真駒内緑町１丁目２番
     １号
     011-583-2000  (011-583-1600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6405,1357,9 医療法人大空　札幌南〒005-0850 一般        50（導入１）第69号          平成30年 4月 1日
     (07,3222,5) 病院 札幌市南区石山東７丁目１番２８療養        50
     号
     011-591-1200  (011-591-1271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6505,1379,3 腎臓内科めぐみクリニ〒062-0921 （導入１）第55号          平成30年 4月 1日
     ック 札幌市豊平区中の島１条７丁目５
     －１０
     011-817-1300  (011-817-1305)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6605,1400,7 医療法人徳洲会　札幌〒004-0041 一般       301（導入１）第114号         平成30年 4月 1日
     (05,3475,3) 徳洲会病院 札幌市厚別区大谷地東１丁目１番
     １号
     011-890-1110  (011-896-2202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6705,1465,0 医療法人豊和会　新札〒004-0041 一般       140（導入１）第138号         平成30年 4月 1日
     幌豊和会病院 札幌市厚別区大谷地東２丁目５番
     １２号
     011-893-7000  (011-893-8808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6805,1478,3 北野循環器クリニック〒004-0866 （導入１）第27号          平成30年 4月 1日
     札幌市清田区北野６条２丁目１４
     －１０
     011-886-2626  (011-886-2600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6905,1506,1 医療法人社団もなみ　〒005-0805 一般        19（導入１）第39号          平成30年 4月 1日
     もなみクリニック 札幌市南区川沿５条３丁目２番１
     号
     011-578-5775  (011-578-5776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7005,1535,0 医療法人徳洲会　札幌〒004-0801 一般        88（導入１）第112号         平成30年 4月 1日
     南徳洲会病院 札幌市清田区里塚１条２丁目２０
     番１号
     011-883-0602  (011-883-0642)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7106,1184,5 医療法人大空　札幌ス〒064-0806 一般        50（導入１）第70号          平成30年 4月 1日
     スキノ病院 札幌市中央区南６条西８丁目５番
     地
     011-512-2000  (011-512-2001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7207,1000,1 さわむら脳神経・透析〒060-0807 （導入１）第7号           平成30年 4月 1日
     クリニック 札幌市北区北７条西５丁目７番１
     号札幌北スカイビル１、２、３、
     ４、９階
     011-727-4500  (011-727-4501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7307,1015,9 北海道泌尿器科記念病〒007-0841 一般        40（導入１）第81号          平成30年 4月 1日
     院 札幌市東区北４１条東１丁目１番
     ２５号
     011-711-1717  (011-711-1723)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7410,1027,8 江別市立病院 〒067-8585 一般       278（導入１）第139号         平成30年 4月 1日
     江別市若草町６番地 精神        59
     011-382-5151  (011-384-1321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7510,1341,3 医療法人社団　さくら〒069-0831 一般        19（導入１）第87号          平成30年 4月 1日
     会　江別泌尿器科 江別市野幌若葉町１３番地の５
     011-381-8228  (011-381-8338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7610,1345,4 医療法人　渓和会　江〒069-0817 一般       200（導入１）第115号         平成30年 4月 1日
     別病院 江別市野幌代々木町８１番地の６
     011-382-1111  (011-382-1118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7710,1356,1 医療法人社団　藤花会〒069-0812 一般       122（導入１）第140号         平成30年 4月 1日
     　江別谷藤病院 江別市幸町２２番地
     011-382-5111  (011-382-5135)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7810,1371,0 医療法人社団　箍　田〒061-0235 （導入１）第141号         平成30年 4月 1日
     園通りさわざき医院 石狩郡当別町北栄町１７ー１３
     0133-25-2055  (0133-22-1551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7910,1455,1 医療法人社団　北孔会〒069-0803 （導入１）第14号          平成30年 4月 1日
     　のっぽろクリニック江別市野幌屯田町３３－２０
     011-398-5511  (011-398-6622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8011,1173,8 千歳循環器クリニック〒066-0022 （導入１）第196号         平成30年 5月 1日
     千歳市豊里２丁目８番１号
     0123-27-6676  (0123-27-6686)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8111,1193,6 医療法人社団　たけや〒066-0062 （導入１）第12号          平成30年 4月 1日
     ま腎・泌尿器科クリニ千歳市千代田町７丁目１７８９番
     ック 地３千歳ステーションプラザ５階
     0123-40-1145  (0123-40-1150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8211,1210,8 医療法人社団豊友会豊〒066-0037 一般        19（導入１）第142号         平成30年 4月 1日
     友会クリニック 千歳市新富１丁目７番２０号
     0123-22-0111  (0123-22-1233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8312,1042,3 医療法人　北晨会　恵〒061-1395 一般       199（導入１）第116号         平成30年 4月 1日
     み野病院 恵庭市恵み野西２丁目３番地５
     0123-36-7555  (0123-33-7359)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8412,1085,2 医療法人北晨会　恵み〒061-1409 （導入１）第25号          平成30年 4月 1日
     野病院附属恵庭クリニ恵庭市黄金南４丁目１番地１
     ック 0123-33-0011  (0123-33-6008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8512,1100,9 恵庭第一病院 〒061-1447 一般       159（導入１）第106号         平成30年 4月 1日
     恵庭市福住町１丁目６番６ 療養        40
     0123-34-1155  (0123-32-5740)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8613,1055,3 医療法人社団　Ｈ・Ｎ〒061-1113 （導入１）第51号          平成30年 4月 1日
     ・メディック北広島 北広島市共栄町５丁目６番１号
     011-372-6660  (011-372-6665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8714,1563,4 医療法人社団　すどう〒041-0821 一般        19（導入１）第33号          平成30年 4月 1日
     腎・泌尿器クリニック函館市港町１丁目２１番２２号
     0138-40-3131  (0138-40-9331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8814,1675,6 市立函館病院 〒041-8680 一般       582（導入１）第143号         平成30年 4月 1日
     (14,3664,4) 函館市港町１丁目１０番１号 精神        50
     0138-43-2000  (0138-43-4434) 結核        10
     一般（感染）
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8914,1755,6 医療法人社団　守一会〒041-0802 （導入１）第44号          平成30年 4月 1日
     　北美原クリニック 函館市石川町３５０番地１８
     0138-34-6677  (0138-34-6006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9014,1783,8 五稜郭ネフロクリニッ〒041-0851 （導入１）第144号         平成30年 4月 1日
     ク 函館市本通１丁目７番２０号
     0138-31-1717  (0138-31-1788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9114,1785,3 医療法人社団　美原腎〒041-0806 （導入１）第86号          平成30年 4月 1日
     泌尿器科 函館市美原２丁目１３番８号函館
     メディカルビル
     0138-46-5657  (0138-47-5912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9214,1804,2 平田泌尿器科 〒041-0851 一般        19（導入１）第71号          平成30年 4月 1日
     函館市本通２丁目３９番２４号
     0138-55-5677  (0138-32-2650)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9314,1813,3 医療法人社団　浩正会〒041-0801 一般        19（導入１）第28号          平成30年 4月 1日
     　函館泌尿器科 函館市桔梗町４１８番地１４２
     0138-47-7711  (0138-47-7701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9414,1828,1 やまだクリニック 〒042-0932 （導入１）第192号         平成30年 4月 1日
     函館市湯川町１丁目１７番２７号
     0138-59-5800  (0138-59-5851)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9514,1855,4 医療法人社団三桜会む〒041-0841 （導入１）第198号         平成30年 5月 1日
     とう日吉が丘クリニッ函館市日吉町２丁目１番２号
     ク 0138-30-6011  (0138-30-6012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9615,1070,7 八雲総合病院 〒049-3197 一般       203（導入１）第145号         平成30年 4月 1日
     (14,3384,9) 二海郡八雲町東雲町５０番地 精神       100
     0137-63-2185  (0137-62-2753) 一般（感染）
                  4
     療養        40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9715,1304,0 医療法人社団　三木内〒041-1121 （導入１）第35号          平成30年 4月 1日
     科泌尿器科クリニック亀田郡七飯町大中山３丁目２５３
     －６
     0138-65-5000  (0138-65-5800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9816,1089,5 北海道立江差病院 〒043-0022 一般       146（導入１）第3号           平成30年 4月 1日
     檜山郡江差町字伏木戸町４８４番精神        48
     地 一般（感染）
     0139-52-0036  (0139-52-0098)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9917,1036,4 医療法人　財団　明理〒049-4501 療養       120（導入１）第147号         平成30年 4月 1日
     会　道南ロイヤル病院久遠郡せたな町北檜山区北檜山３一般        54
     ２２の４
     01378-4-5011  (01378-4-6911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10020,1336,2 医療法人　ひまわり会〒047-0261 一般       142（導入１）第85号          平成30年 4月 1日
     　札樽病院 小樽市銭函３丁目２９８番地 療養        28
     0134-62-5851  (0134-62-5889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10120,1343,8 医療法人社団　三ツ山〒047-0032 療養        40（導入１）第72号          平成30年 4月 1日
     病院 小樽市稲穂１丁目９番２号 介護        41
     0134-23-1289  (0134-24-0293)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10220,1344,6 医療法人社団　桜台ク〒047-0156 （導入１）第2号           平成30年 4月 1日
     リニック 小樽市桜２丁目３２番２２号
     0134-52-1616  (0134-52-3391)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10320,1419,6 医療法人　うのクリニ〒047-0015 一般        14（導入１）第148号         平成30年 4月 1日
     ック 小樽市住吉町７番５号
     0134-33-6586  (0134-24-4439)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10420,1483,2 医療法人社団北光会　〒047-0152 一般        95（導入１）第149号         平成30年 4月 1日
     (20,3303,6) 朝里中央病院 小樽市新光１丁目２１番５号 療養        60
     0134-54-6543  (0134-52-3951)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10520,1495,6 社会福祉法人恩賜財団〒047-0008 一般       258（導入１）第150号         平成30年 4月 1日
     済生会支部　北海道済小樽市築港１０番１号
     生会小樽病院 0134-25-4321  (0134-25-2888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10620,1496,4 医療法人社団辰悦会小〒047-0024 療養        15（導入１）第29号          平成30年 4月 1日
     樽ライフクリニック 小樽市花園２丁目１番８号
     0134-25-3585  (0134-25-3586)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10720,1501,1 小樽市立病院 〒047-8550 一般       302（導入１）第155号         平成30年 4月 1日
     小樽市若松１丁目１番１号 精神        80
     0134-25-1211  (0134-32-6424) 結核         4
     一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10822,1006,7 ＪＡ北海道厚生連　倶〒044-0004 一般       172（導入１）第151号         平成30年 4月 1日
     知安厚生病院 虻田郡倶知安町北４条東１丁目２精神        60
     番地 一般（感染）
     0136-22-1141  (0136-23-3142)              2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10923,1079,2 社会福祉法人　北海道〒045-0013 一般        96（導入１）第152号         平成30年 4月 1日
     社会事業協会　岩内病岩内郡岩内町字高台２０９番２ 療養        76
     院 0135-62-1021  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11023,1091,7 医療法人　岩内大浜医〒045-0001 一般        19（導入１）第15号          平成30年 4月 1日
     院 岩内郡岩内町字大浜６番地１
     0135-61-2081  (0135-61-2085)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11125,1068,0 医療法人社団　田中内〒046-0021 （導入１）第190号         平成30年 4月 1日
     科医院 余市郡余市町浜中町２０５番地３
     0135-22-6125  (0135-23-3388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11225,1076,3 社会福祉法人　北海道〒046-0003 一般       120（導入１）第117号         平成30年 4月 1日
     社会事業協会　余市病余市郡余市町黒川町１９丁目１番療養        52
     院 地１
     0135-23-3126  (0135-22-6445)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11329,1457,7 ＪＡ北海道厚生連　旭〒078-8211 一般       539（導入１）第153号         平成30年 4月 1日
     川厚生病院 旭川市１条通２４丁目１１１番地
     ３
     0166-33-7171  (0166-33-6075)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11429,1483,3 医療法人社団　腎愛会〒070-0061 一般        14（導入１）第36号          平成30年 4月 1日
     　だてクリニック 旭川市曙１条５丁目１番２号
     0166-22-1515  (0166-22-1549)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11529,1568,1 医療法人社団　慶友会〒070-0054 一般       263（導入１）第154号         平成30年 4月 1日
     (29,3613,9) 　吉田病院 旭川市４条西４丁目１番２号
     0166-25-1115  (0166-25-4650)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11629,1583,0 医療法人社団　旭川泌〒071-8131 一般        19（導入１）第73号          平成30年 4月 1日
     尿器科クリニック 旭川市末広１条４丁目１番３号
     0166-53-7007  (0166-59-2213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11729,1650,7 医療法人社団　幾晃会〒078-8214 一般        19（導入１）第113号         平成30年 4月 1日
     　木原循環器科内科医旭川市４条通２２丁目１１８番地
     院 0166-35-5555  (0166-35-0428)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11829,1663,0 旭川リハビリテーショ〒078-8801 一般       146（導入１）第160号         平成30年 4月 1日
     (29,3824,2) ン病院 旭川市緑が丘東１条１丁目１番１療養       120
     号
     0166-65-0101  (0166-65-1211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11929,1695,2 医療法人　恒貴会　神〒070-8013 （導入１）第23号          平成30年 4月 1日
     居やわらぎ泌尿器科 旭川市神居３条９丁目１番３号
     0166-63-2225  (0166-62-5848)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12029,1761,2 医療法人　仁友会　永〒079-8412 （導入１）第82号          平成30年 4月 1日
     山腎泌尿器科クリニッ旭川市永山２条７丁目６０番
     ク 0166-46-5500  (0166-46-5510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12129,1783,6 医療法人　恒貴会　東〒078-8343 （導入１）第22号          平成30年 4月 1日
     光やわらぎ泌尿器科 旭川市東光３条６丁目１番１号
     0166-37-0300  (0166-37-0301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12229,1839,6 医療法人社団　及川医〒078-8234 一般        19（導入１）第118号         平成30年 4月 1日
     院 旭川市豊岡４条８丁目３番１号
     0166-35-2661  (0166-35-2661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12329,1920,4 医療法人クリスタル橋〒070-0031 （導入１）第18号          平成30年 4月 1日
     内科クリニック 旭川市１条通６丁目７８番地１ク
     リスタルビル２階、３階
     0166-22-9600  (0166-23-7112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12430,1093,8 医療法人社団　ふらの〒076-0038 一般        58（導入１）第98号          平成30年 4月 1日
     西病院 富良野市桂木町２番７７号 療養        61
     0167-23-6600  (0166-22-3508) 介護        23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12531,1107,4 比布町立ぴっぷクリニ〒078-0343 一般        15（導入１）第88号          平成30年 4月 1日
     ック 上川郡比布町中町１丁目２番１０療養         4
     号
     0166-85-2222  (0166-58-9120)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12632,1131,2 士別市立病院 〒095-0044 一般        60（導入１）第74号          平成30年 4月 1日
     士別市東１１条５丁目３０２９番療養        88
     地１
     0165-23-2166  (0165-22-1827)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12732,1143,7 名寄市立総合病院 〒096-8511 一般       300（導入１）第119号         平成30年 4月 1日
     名寄市西７条南８丁目１番地 精神        55
     01654-3-3101  (01654-2-0567) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12835,1204,0 社会医療法人　母恋　〒051-8501 一般       387（導入１）第189号         平成30年 4月 1日
     (35,3178,0) 日鋼記念病院 室蘭市新富町１丁目５番１３号 療養        92
     0143-24-1331  (0143-22-5296)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12935,1251,1 社会医療法人　製鉄記〒050-0076 一般       347（導入１）第20号          平成30年 4月 1日
     念室蘭病院 室蘭市知利別町１丁目４５番地
     0143-44-4650  (0143-47-4355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13035,1256,0 東室蘭サテライトクリ〒050-0083 一般         1（導入１）第75号          平成30年 4月 1日
     ニック 室蘭市東町５丁目３番地５号 療養        16
     0143-41-2121  (0143-41-2120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13135,1279,2 市立室蘭総合病院 〒051-8512 一般       401（導入１）第76号          平成30年 4月 1日
     室蘭市山手町３丁目８番１号 結核        24
     0143-25-3111  (0143-22-6867) 精神       120
     一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13235,1317,0 登別記念病院 〒059-0012 療養       120（導入１）第89号          平成30年 4月 1日
     登別市中央町１丁目１番地４
     0143-81-3000  (0143-88-3000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13335,1331,1 サテライトクリニック〒050-0076 （導入１）第34号          平成30年 4月 1日
     知利別 室蘭市知利別町１丁目８番１号
     0143-47-3500  (0143-47-3502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13436,1224,6 苫小牧日翔病院 〒053-0803 一般       168（導入１）第156号         平成30年 4月 1日
     苫小牧市矢代町２丁目１８番１号
     0144-72-7000  (0144-72-7244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13536,1286,5 医療法人社団　苫小牧〒053-0054 一般        19（導入１）第193号         平成30年 5月 1日
     泌尿器科・循環器内科苫小牧市明野新町２丁目１番１２
     号
     0144-57-0455  (0144-57-8855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13636,1293,1 王子総合病院 〒053-0021 一般       440（導入１）第157号         平成30年 4月 1日
     (36,3234,9) 苫小牧市若草町３丁目４番８号
     0144-32-8111  (0144-32-7119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13736,1299,8 医療法人社団　江夏泌〒053-0033 （導入１）第90号          平成30年 4月 1日
     尿器科医院 苫小牧市木場町２丁目８番１号
     0144-33-3855  (0144-33-3856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13836,1365,7 苫小牧市立病院 〒053-8567 一般       378（導入１）第120号         平成30年 4月 1日
     (36,3286,9) 苫小牧市清水町１丁目５番２０号一般（感染）
     0144-33-3131  (0144-34-7511)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13937,1001,6 総合病院　伊達赤十字〒052-8511 一般       270（導入１）第77号          平成30年 4月 1日
     病院 伊達市末永町８１番地 精神        60
     0142-23-2211  (0142-23-5249) 療養        44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14037,1149,3 社会福祉法人北海道社〒049-5605 一般        60（導入１）第185号         平成30年 4月 1日
     (35,3331,5) 会事業協会　洞爺病院虻田郡洞爺湖町高砂町１２６番地療養       232
     0142-74-2555  (0142-74-2665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14137,1155,0 医療法人社団　いぶり〒052-0022 一般        19（導入１）第91号          平成30年 4月 1日
     腎泌尿器科クリニック伊達市梅本町２番地１５
     0142-21-1400  (0142-21-1401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14238,1008,9 総合病院　浦河赤十字〒057-0007 一般       141（導入１）第78号          平成30年 4月 1日
     病院 浦河郡浦河町東町ちのみ１丁目２療養        51
     番１号 一般（感染）
     0146-22-5111  (0146-22-0337)              4
     精神        50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14338,1027,9 日高町立門別国民健康〒059-2121 一般        34（導入１）第158号         平成30年 4月 1日
     保険病院 沙流郡日高町門別本町２９番地の
     ９
     01456-2-5311  (01456-2-5812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14438,1134,3 医療法人　静仁会　静〒056-0005 一般       110（導入１）第159号         平成30年 4月 1日
     仁会　静内病院 日高郡新ひだか町静内こうせい町療養        89
     １丁目１０番２７号
     0146-42-0701  (0146-43-2168)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14541,1067,9 総合病院　釧路赤十字〒085-8512 一般       431（導入１）第42号          平成30年 4月 1日
     (41,3322,2) 病院 釧路市新栄町２１番１４号 精神        58
     0154-22-7171  (0154-24-7880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14641,1068,7 独立行政法人労働者健〒085-8533 一般       450（導入１）第161号         平成30年 4月 1日
     (41,3280,2) 康安全機構　釧路労災釧路市中園町１３番２３号
     病院 0154-22-7191  (0154-25-7308)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14741,1183,4 道東勤医協　釧路協立〒085-0055 一般       135（導入１）第162号         平成30年 4月 1日
     病院 釧路市治水町３番１４号 療養        45
     0154-24-6811  (0154-25-8500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14841,1209,7 釧路泌尿器科クリニッ〒085-0821 一般    （導入１）第62号          平成30年 4月 1日
     ク 釧路市鶴ケ岱２丁目８番１１号
     0154-41-1113  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14941,1308,7 社会医療法人孝仁会　〒085-0062 一般       235（導入１）第183号         平成30年 4月 1日
     釧路孝仁会記念病院 釧路市愛国１９１番２１２号
     0154-39-1222  (0154-39-0330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15041,1312,9 医療法人社団　三慈会〒085-0836 一般       126（導入１）第121号         平成30年 4月 1日
     　釧路三慈会病院 釧路市幣舞町４番３０号
     0154-41-2299  (0154-41-2263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15141,1337,6 社会福祉法人扶躬会鶴〒085-0214 （導入１）第79号          平成30年 4月 1日
     の園クリニック 釧路市阿寒町富士見２丁目５番４
     ３号
     0154-66-1717  (0154-66-1718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15242,1010,7 市立根室病院 〒087-8686 一般       131（導入１）第200号         平成30年 6月 1日
     根室市有磯町１丁目２番地 一般（感染）
     0153-24-3201  (0153-24-9693)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15343,1141,8 ＪＡ北海道厚生連　摩〒088-3212 一般        55（導入１）第163号         平成30年 4月 1日
     周厚生病院 川上郡弟子屈町泉２丁目３番１号療養        24
     01548-2-2241  介護        20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15446,1253,4 医療法人進和会　西２〒080-0012 一般        28（導入１）第47号          平成30年 4月 1日
     条腎泌尿器科病院 帯広市西２条南２丁目１０番地
     0155-27-2301  (0155-22-6776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15546,1307,8 社会医療法人　北斗　〒080-0833 一般       221（導入１）第164号         平成30年 4月 1日
     (47,3415,1) 北斗病院 帯広市稲田町基線７番地５ 療養        46
     0155-48-8000  (0155-49-2121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15646,1320,1 公益財団法人北海道医〒080-0014 一般       247（導入１）第167号         平成30年 4月 1日
     (47,3430,0) 療団　帯広第一病院 帯広市西４条南１５丁目１７番地
     ３
     0155-25-3121  (0155-25-1172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15746,1321,9 医療法人社団典俊会　〒080-2471 一般        18（導入１）第30号          平成30年 4月 1日
     帯広泌尿器科 帯広市西２１条南５丁目１５番１
     0155-38-2000  (0155-41-4111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15846,1332,6 医療法人社団　高山泌〒080-0015 一般        12（導入１）第5号           平成30年 4月 1日
     尿器科 帯広市西５条南３６丁目３番８号
     0155-47-1117  (0155-47-1119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15946,1355,7 さわい内科循環器科ク〒080-0020 （導入１）第32号          平成30年 4月 1日
     リニック 帯広市西１０条南１７丁目１番地
     0155-21-0381  (0155-21-3801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16046,1359,9 医療法人社団　ぶどう〒080-0837 一般        19（導入１）第122号         平成30年 4月 1日
     の会　いのちの木クリ帯広市南の森西９丁目１３番１号
     ニック 0155-49-3622  (0155-47-8066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16146,1440,7 おおた内科循環器クリ〒080-0057 （導入１）第199号         平成30年 6月 1日
     ニック 帯広市柏林台中町２丁目２番地８
     0155-66-7152  (0155-66-7132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16247,1027,0 清水赤十字病院 〒089-0195 一般        92（導入１）第63号          平成30年 4月 1日
     上川郡清水町南２条２丁目１
     0156-62-2513  (0156-62-4460)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16347,1040,3 公立芽室病院 〒082-0014 一般       150（導入１）第24号          平成30年 4月 1日
     河西郡芽室町東４条３丁目５番地
     0155-62-2811  (0155-62-5843)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16447,1043,7 足寄町国民健康保険病〒089-3712 一般        60（導入１）第58号          平成30年 4月 1日
     院 足寄郡足寄町南２条３丁目１番地
     0156-25-2155  (0156-25-2158)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16547,1045,2 鹿追町国民健康保険病〒081-0295 一般        23（導入１）第64号          平成30年 4月 1日
     院 河東郡鹿追町東町１丁目３８番地療養        27
     0156-66-2031  (0156-66-1073)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16647,1046,0 十勝いけだ地域医療セ〒083-0022 一般        60（導入１）第165号         平成30年 4月 1日
     ンター 中川郡池田町字西２条５丁目２５
     番地
     015-572-3181  (015-572-3185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16747,1161,7 士幌町国民健康保険病〒080-1214 一般        40（導入１）第188号         平成30年 4月 1日
     院 河東郡士幌町字士幌西２線１６７療養        20
     番地
     01564-5-2106  (01564-5-5006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16847,1283,9 本別町国民健康保険病〒089-3306 一般        60（導入１）第37号          平成30年 4月 1日
     院 中川郡本別町西美里別６番地８
     0156-22-2025  (0156-22-2752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16947,1285,4 医療法人社団　慈弘会〒089-2105 （導入１）第166号         平成30年 4月 1日
     　森クリニック 広尾郡大樹町字大樹６番地２２
     01558-6-5811  (01558-6-5812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17047,1288,8 医療法人　徳洲会　帯〒080-0302 一般       152（導入１）第175号         平成30年 4月 1日
     (47,3495,3) 広徳洲会病院 河東郡音更町木野西通１４丁目２
     番地１
     0155-32-3030  (0155-32-3522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17147,1332,4 医療法人社団翔嶺館音〒080-0111 一般 （導入１）第168号         平成30年 4月 1日
     更宏明館病院 河東郡音更町木野大通東１７丁目　　一般    60
     １番６ 療養
     0155-32-3311  (0155-32-3322) 　　療養   120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17250,1139,7 千葉循環呼吸クリニッ〒090-0015 一般        14（導入１）第52号          平成30年 4月 1日
     ク 北見市公園町１３９番地４ 療養         5
     0157-23-3111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17350,1184,3 医療法人社団　煌生会〒090-0836 一般        19（導入１）第92号          平成30年 4月 1日
     　北見循環器クリニッ北見市東三輪３丁目１７番地１
     ク 0157-31-5800  (0157-31-5888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17450,1241,1 いわもと循環器クリニ〒090-0065 （導入１）第45号          平成30年 4月 1日
     ック 北見市寿町３丁目３番１０号
     0157-26-1030  (0157-26-1031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17550,1270,0 小林病院 〒090-8567 一般       256（導入１）第169号         平成30年 4月 1日
     北見市北３条西４丁目２番地 療養        44
     0157-23-5171  (0157-61-8071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17650,1273,4 北海道立北見病院 〒090-0027 一般        70（導入１）第170号         平成30年 4月 1日
     北見市北７条東２丁目２番１
     0157-24-6261  (0157-24-6262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17750,1275,9 北見北斗病院 〒090-0045 療養        64（導入１）第176号         平成30年 4月 1日
     北見市北５条西１丁目６番地 介護        11
     0157-23-3225  (0157-23-3113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17851,1093,4 広域紋別病院 〒094-8709 一般       148（導入１）第123号         平成30年 4月 1日
     紋別市落石町１丁目３番３７号 一般（感染）
     0158-24-3111  (0158-24-3111)              2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17952,1001,5 美幌町立国民健康保険〒092-0004 一般        99（導入１）第171号         平成30年 4月 1日
     病院 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番
     地の１
     0152-73-4111  (0152-72-3595)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18053,1002,1 ＪＡ北海道厚生連　網〒093-0076 一般       353（導入１）第172号         平成30年 4月 1日
     走厚生病院 網走市北６条西１丁目９番地 一般（感染）
     0152-43-3157  (0152-43-6586)              2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18153,1164,9 小清水赤十字病院 〒099-3626 一般        49（導入１）第124号         平成30年 4月 1日
     斜里郡小清水町字小清水６４５番療養        50
     １６
     0152-62-2121  (0152-62-3144)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18254,1069,8 ＪＡ北海道厚生連　遠〒099-0404 一般       285（導入１）第173号         平成30年 4月 1日
     軽厚生病院 紋別郡遠軽町大通北３丁目１番５療養        50
     号 一般（感染）
     01584-2-4101  (01584-2-8396)              2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18357,1030,3 岩見沢市立総合病院 〒068-8555 一般       365（導入１）第125号         平成30年 4月 1日
     岩見沢市９条西７丁目２番地 精神       115
     0126-22-1650  (0126-25-0886) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18457,1188,9 医療法人社団　腎友会〒068-0028 一般        19（導入１）第174号         平成30年 4月 1日
     　岩見沢クリニック 岩見沢市８条西１０丁目８番地１
     0126-24-8811  (0126-24-8005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18558,1001,2 栗山赤十字病院 〒069-1513 一般        96（導入１）第38号          平成30年 4月 1日
     夕張郡栗山町朝日３丁目２番地 療養        40
     0123-72-1015  (0123-72-1125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18660,1027,3 市立三笠総合病院 〒068-2194 一般        91（導入１）第197号         平成30年 5月 1日
     三笠市宮本町４８９番地の１ 療養        43
     01267-2-3131  (01267-2-2493) 精神        65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18761,1004,0 市立美唄病院 〒072-8555 一般        53（導入１）第177号         平成30年 4月 1日
     美唄市西２条北１丁目１番１号 療養        45
     0126-63-4171  (0126-63-4300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18864,1137,2 留萌市立病院 〒077-8511 一般       246（導入１）第129号         平成30年 4月 1日
     留萌市東雲町２丁目１６番地 一般（感染）
     0164-49-1011  (0164-43-0337)              4
     療養        50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18964,1143,0 社会医療法人孝仁会　〒077-0007 一般        19（導入１）第126号         平成30年 4月 1日
     留萌セントラルクリニ留萌市栄町１丁目５番１２号
     ック 0164-43-9500  (0164-43-5655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19067,1050,0 市立稚内病院 〒097-0022 一般       258（導入１）第178号         平成30年 4月 1日
     稚内市中央４丁目１１番６号 精神        70
     0162-23-2771  (0162-23-5636) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19167,1109,4 枝幸町国民健康保険病〒098-5824 一般        46（導入１）第46号          平成30年 4月 1日
     院 枝幸郡枝幸町北栄町１４７４番地療養        37
     １
     0163-62-2111  (0163-62-2532)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19272,1005,4 あかびら市立病院 〒079-1136 一般        60（導入１）第179号         平成30年 4月 1日
     赤平市本町３丁目２番地 療養        60
     0125-32-3211  (0125-32-1141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19373,1074,8 市立芦別病院 〒075-8501 一般        98（導入１）第127号         平成30年 4月 1日
     芦別市本町１４番地 療養        31
     0124-22-2701  (0124-22-2996)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19474,1053,0 深川市立病院 〒074-0006 一般       199（導入１）第180号         平成30年 4月 1日
     深川市６条６番１号 一般（感染）
     0164-22-1101  (0164-22-5929)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19575,1001,6 滝川市立病院 〒073-0022 一般       270（導入１）第80号          平成30年 4月 1日
     滝川市大町２丁目２番３４号 精神        44
     0125-22-4311  (0125-24-6010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19675,1080,0 医療法人　祐仁会　石〒073-0045 （導入１）第128号         平成30年 4月 1日
     田クリニック 滝川市有明町２丁目４番４５号
     0125-24-2125  (0125-24-2126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19776,1043,6 医療法人はまなす　は〒061-3284 一般         9（導入１）第83号          平成30年 4月 1日
     まなす医院 石狩市花畔４条１丁目１４１番地
     １
     0133-64-6622  (0133-64-6623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19876,1052,7 石狩病院 〒061-3213 一般       110（導入１）第181号         平成30年 4月 1日
     石狩市花川北３条３丁目６番地１
     0133-74-8611  (0133-74-8614)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19980,1021,4 旭川医科大学病院 〒078-8510 一般       571（導入１）第184号         平成30年 4月 1日
     (80,3010,1) 旭川市緑が丘東２条１丁目１番１精神        31
     号
     0166-65-2111  (0166-69-3569)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算２及び腎代替療法実績加算　医科］ 平成30年 6月 1日     47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1368,5 社会医療法人北海道恵〒060-0061 一般       147（導入２）第10号          平成30年 4月 1日
     愛会　札幌南一条病院札幌市中央区南１条西１３丁目３ 導入期加算２
     １７番地１ 腎代替療法実績加算
     011-271-3711  (011-281-0275)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1371,9 ＮＴＴ東日本　札幌病〒060-0061 一般       301（導入２）第9号           平成30年 4月 1日
     院 札幌市中央区南１条西１５丁目２ 導入期加算２
     ９０番地 腎代替療法実績加算
     011-623-7000  (011-623-7527)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1438,6 ＪＲ札幌病院 〒060-0033 一般       312（導入２）第15号          平成30年 4月 1日
     (01,3407,5) 札幌市中央区北３条東１丁目１番 導入期加算２
     地 腎代替療法実績加算
     011-208-7150  (011-222-9260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1638,1 市立札幌病院 〒060-8604 一般       701（導入２）第3号           平成30年 4月 1日
     (01,3594,0) 札幌市中央区北１１条西１３丁目一般（感染） 導入期加算２
     １番１号              8 腎代替療法実績加算
     011-726-2211  (011-726-7912) 精神        38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502,1621,5 医療法人社団　豊生会〒007-0803 一般        60（導入２）第7号           平成30年 4月 1日
     (03,3386,7) 　東苗穂病院 札幌市東区東苗穂３条１丁目２番療養       101 導入期加算２
     １８号 腎代替療法実績加算
     011-784-1121  (011-780-2058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602,1835,1 医療法人　はまなす　〒002-8024 一般        10（導入２）第13号          平成30年 4月 1日
     篠路はまなすクリニッ札幌市北区篠路４条９丁目１２番 導入期加算２
     ク ４５号 腎代替療法実績加算
     011-776-3030  (011-776-3001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    702,1978,9 勤医協中央病院 〒007-8505 一般       450（導入２）第23号          平成30年 4月 1日
     札幌市東区東苗穂５条１丁目９番 導入期加算２
     １号 腎代替療法実績加算
     011-782-9111  (011-781-0680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    803,1712,0 独立行政法人地域医療〒004-8618 一般       276（導入２）第12号          平成30年 4月 1日
     機能推進機構　札幌北札幌市厚別区厚別中央２条６丁目 導入期加算２
     辰病院 ２番１号 腎代替療法実績加算
     011-893-3000  (011-893-4001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    903,1835,9 社会医療法人　北楡会〒003-0006 一般       281（導入２）第14号          平成30年 4月 1日
     (05,3314,4) 　札幌北楡病院 札幌市白石区東札幌６条６丁目５ 導入期加算２
     番１号 腎代替療法実績加算
     011-865-0111  (011-865-9634)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算２及び腎代替療法実績加算　医科］ 平成30年 6月 1日     48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1004,1652,6 医療法人社団　手稲ネ〒006-0812 （導入２）第2号           平成30年 4月 1日
     フロクリニック 札幌市手稲区前田２条１１丁目３ 導入期加算２
     番５号 腎代替療法実績加算
     011-686-2121  (011-686-0770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1104,1827,4 医療法人社団隆恵会　〒006-0041 （導入２）第5号           平成30年 4月 1日
     わだ内科外科クリニッ札幌市手稲区金山１条２丁目１番 導入期加算２
     ク １６号 腎代替療法実績加算
     011-699-1500  (011-699-1501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1205,1464,3 医療法人社団　にれの〒003-0814 一般 （導入２）第16号          平成30年 4月 1日
     杜クリニック 札幌市白石区菊水上町４条２丁目　　一般    19 導入期加算２
     ３５９番１ 腎代替療法実績加算
     011-833-1120  (011-833-4120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1311,1165,4 市立千歳市民病院 〒066-8550 一般       190（導入２）第17号          平成30年 4月 1日
     千歳市北光２丁目１番１号 導入期加算２
     0123-24-3000  (0123-24-3005) 腎代替療法実績加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1414,1003,1 社会福祉法人　函館厚〒040-8611 一般       480（導入２）第24号          平成30年 4月 1日
     (14,3001,9) 生院　函館五稜郭病院函館市五稜郭町３８番３号 導入期加算２
     0138-51-2295  (0138-56-2695) 腎代替療法実績加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1514,1004,9 函館中央病院 〒040-8585 一般       527（導入２）第4号           平成30年 4月 1日
     (14,3004,3) 函館市本町３３番２号 導入期加算２
     0138-52-1231  (0138-54-7520) 腎代替療法実績加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1615,1348,7 木古内町国民健康保険〒049-0422 一般        99（導入２）第25号          平成30年 4月 1日
     (14,3769,1) 病院 上磯郡木古内町字本町７１０番地 導入期加算２
     01392-2-2079  (01392-2-6025) 腎代替療法実績加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1729,1006,2 旭川赤十字病院 〒070-8530 一般       480（導入２）第18号          平成30年 4月 1日
     (29,3519,8) 旭川市曙１条１丁目１番１号 精神        40 導入期加算２
     0166-22-8111  (0166-24-4648) 腎代替療法実績加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1829,1099,7 市立旭川病院 〒070-0029 一般       316（導入２）第26号          平成30年 4月 1日
     (29,3826,7) 旭川市金星町１丁目１番６５号 精神       100 導入期加算２
     0166-24-3181  (0166-27-8505) 一般（感染） 腎代替療法実績加算
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1929,1851,1 医療法人仁友会　北彩〒070-0030 一般       116（導入２）第19号          平成30年 4月 1日
     都病院 旭川市宮下通９丁目２番１号 導入期加算２
     0166-26-6411  (0166-26-1047) 腎代替療法実績加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算２及び腎代替療法実績加算　医科］ 平成30年 6月 1日     49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2030,1110,0 社会福祉法人　北海道〒076-8765 一般       195（導入２）第27号          平成30年 4月 1日
     社会事業協会富良野病富良野市住吉町１番３０号 一般（感染） 導入期加算２
     院 0167-23-2181  (0167-22-4256)              4 腎代替療法実績加算
     療養        56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2135,1354,3 伊丹腎クリニック 〒059-0026 （導入２）第6号           平成30年 4月 1日
     登別市若山町４丁目４３番２ 導入期加算２
     0143-84-4321  (0143-84-4334) 腎代替療法実績加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2236,1402,8 医療法人社団朋裕会と〒053-0005 （導入２）第20号          平成30年 4月 1日
     よた腎泌尿器科クリニ苫小牧市元中野町２丁目１７番１ 導入期加算２
     ック ２号 腎代替療法実績加算
     0144-31-2000  (0144-31-2121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2341,1185,9 市立釧路総合病院 〒085-0822 一般       535（導入２）第28号          平成30年 4月 1日
     (41,3270,3) 釧路市春湖台１番１２号 精神        94 導入期加算２
     0154-41-6121  (0154-41-4080) 一般（感染） 腎代替療法実績加算
                  4
     結核        10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2442,1083,4 町立中標津病院 〒086-1110 一般       199（導入２）第21号          平成30年 4月 1日
     標津郡中標津町西１０条南９丁目 導入期加算２
     １番地１ 腎代替療法実績加算
     0153-72-8200  (0153-73-5398)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2546,1041,3 ＪＡ北海道厚生連　帯〒080-0016 一般       672（導入２）第29号          平成30年 4月 1日
     広厚生病院 帯広市西６条南８丁目１番地 精神        70 導入期加算２
     0155-24-4161  (0155-25-7851) 一般（感染） 腎代替療法実績加算
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2646,1301,1 医療法人　新緑通りは〒080-0026 （導入２）第32号          平成30年 4月 1日
     やし内科 帯広市西１６条南４丁目４４番１ 導入期加算２
     号 腎代替療法実績加算
     0155-33-0077  (0155-36-0077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2746,1370,6 帯広東内科循環器科ク〒080-0813 （導入２）第11号          平成30年 4月 1日
     リニック 帯広市東１３条南６丁目１番地２ 導入期加算２
     ５ 腎代替療法実績加算
     0155-27-0808  (0155-27-0809)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2847,1310,0 医療法人社団典俊会　〒080-0302 （導入２）第22号          平成30年 4月 1日
     とかち泌尿器科 河東郡音更町木野西通１５丁目５ 導入期加算２
     番９０ 腎代替療法実績加算
     0155-32-3232  (0155-32-3300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 導入期加算２及び腎代替療法実績加算　医科］ 平成30年 6月 1日     50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2950,1007,6 北見赤十字病院 〒090-8666 一般       490（導入２）第8号           平成30年 4月 1日
     (50,3457,7) 北見市北６条東２丁目１番地 精神        40 導入期加算２
     0157-24-3115  (0157-22-3339) 一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3071,1046,0 砂川市立病院 〒073-0196 一般       408（導入２）第30号          平成30年 4月 1日
     (71,3364,1) 砂川市西４条北３丁目１番１号 結核         6 導入期加算２
     0125-54-2131  (0125-54-0101) 精神        80 腎代替療法実績加算
     一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3180,1001,6 北海道大学病院 〒060-8648 一般       874（導入２）第1号           平成30年 4月 1日
     (80,3012,7) 札幌市北区北１４条西５丁目 精神        70 導入期加算２
     011-716-1161  (011-706-7627) 腎代替療法実績加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3280,1004,0 独立行政法人国立病院〒063-0005 一般       410（導入２）第31号          平成30年 4月 1日
     機構　北海道医療セン札幌市西区山の手５条７丁目１番精神        40 導入期加算２
     ター １号 結核        50 腎代替療法実績加算
     011-611-8111  (011-611-5820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1342,0 札幌中央病院 〒064-0809 一般       180（透析水）第358号         平成30年 4月 1日
     札幌市中央区南９西１０丁目１番 透析液水質確保加算
     ５０号 慢性維持透析濾過加算
     011-513-0111  (011-531-9746)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1368,5 社会医療法人北海道恵〒060-0061 一般       147（透析水）第314号         平成30年 4月 1日
     愛会　札幌南一条病院札幌市中央区南１条西１３丁目３ 透析液水質確保加算
     １７番地１ 慢性維持透析濾過加算
     011-271-3711  (011-281-0275)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1371,9 ＮＴＴ東日本　札幌病〒060-0061 一般       301（透析水）第298号         平成30年 4月 1日
     院 札幌市中央区南１条西１５丁目２ 透析液水質確保加算
     ９０番地 慢性維持透析濾過加算
     011-623-7000  (011-623-7527)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1438,6 ＪＲ札幌病院 〒060-0033 一般       312（透析水）第328号         平成30年 4月 1日
     (01,3407,5) 札幌市中央区北３条東１丁目１番 透析液水質確保加算
     地 慢性維持透析濾過加算
     011-208-7150  (011-222-9260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1479,0 社会医療法人　医仁会〒060-8570 一般       499（透析水）第393号         平成30年 6月 1日
     　中村記念病院 札幌市中央区南１条西１４丁目２ 透析液水質確保加算
     ９１番地１９０ 慢性維持透析濾過加算
     011-231-8555  (011-231-8385)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1581,3 医療法人　萬田記念病〒060-0062 一般        89（透析水）第289号         平成30年 4月 1日
     院 札幌市中央区南２条西１丁目１番 透析液水質確保加算
     地 慢性維持透析濾過加算
     011-231-4032  (011-210-4351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,1611,8 医療法人社団北辰　ク〒064-0919 一般         5（透析水）第303号         平成30年 4月 1日
     リニック１・９・８札札幌市中央区南１９条西８丁目２ 透析液水質確保加算
     幌 番３８号 慢性維持透析濾過加算
     011-512-1216  (011-512-8437)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1625,8 ＪＡ北海道厚生連　札〒060-0033 一般       519（透析水）第99号          平成24年 6月 1日
     幌厚生病院 札幌市中央区北３条東８丁目５番 透析液水質確保加算
     地
     011-261-5331  (011-271-5320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1638,1 市立札幌病院 〒060-8604 一般       701（透析水）第263号         平成30年 4月 1日
     (01,3594,0) 札幌市中央区北１１条西１３丁目一般（感染） 透析液水質確保加算
     １番１号              8 慢性維持透析濾過加算
     011-726-2211  (011-726-7912) 精神        38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1001,1651,4 医療法人　讃生会　宮〒064-8570 一般        92（透析水）第63号          平成24年 4月 1日
     の森記念病院 札幌市中央区宮の森３条７丁目５ 透析液水質確保加算
     番２５号
     011-641-6641  (011-644-8285)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,1658,9 医療法人　桑園中央病〒060-0008 一般        38（透析水）第21号          平成24年 4月 1日
     院 札幌市中央区北８条西１６丁目２療養        30 透析液水質確保加算
     ８－３５
     011-621-1023  (011-621-1028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,1749,6 医療法人社団　恵水会〒064-0821 （透析水）第316号         平成30年 4月 1日
     　田島クリニック 札幌市中央区北１条西２１丁目２ 透析液水質確保加算
     ー１５フジタビル 慢性維持透析濾過加算
     011-643-2553  (011-643-2578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,1770,2 医療法人社団　清和会〒064-0809 一般        94（透析水）第269号         平成30年 4月 1日
     　南札幌病院 札幌市中央区南９条西７丁目１番 透析液水質確保加算
     ２３号 慢性維持透析濾過加算
     011-511-3368  (011-511-1862)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,1864,3 札幌循環器病院 〒060-0011 一般        89（透析水）第237号         平成30年 2月 1日
     札幌市中央区北１１条西１４丁目 透析液水質確保加算
     ２９－１５
     011-747-5821  (011-758-1452)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,1894,0 時計台記念病院 〒060-0031 一般       250（透析水）第346号         平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北１条東１丁目２番 透析液水質確保加算
     ３号 慢性維持透析濾過加算
     011-251-1221  (011-219-1405)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,1901,3 医療法人社団　新井田〒064-0915 （透析水）第100号         平成24年 7月 1日
     医院 札幌市中央区南１５条西７丁目２ 透析液水質確保加算
     番１号
     011-511-9009  (011-511-9059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,1938,5 札幌医科大学附属病院〒060-8543 一般       890（透析水）第315号         平成30年 4月 1日
     (01,3817,5) 札幌市中央区南１条西１６丁目２精神        42 透析液水質確保加算
     ９１番地 結核         6 慢性維持透析濾過加算
     011-611-2111  (011-621-8059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,1970,8 医療法人社団北辰　札〒060-0004 （透析水）第304号         平成30年 4月 1日
     幌セントラルクリニッ札幌市中央区北４条西５丁目１番 透析液水質確保加算
     ク 地アスティ４５　７階 慢性維持透析濾過加算
     011-205-6161  (011-205-6045)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1902,1332,9 医療法人社団　翔嶺館〒002-8042 一般        96（透析水）第317号         平成30年 4月 1日
     　札幌優翔館病院 札幌市北区東茨戸２条２丁目８番療養        48 透析液水質確保加算
     ２５号 慢性維持透析濾過加算
     011-772-9211  (011-772-9213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2002,1387,3 医療法人　徳洲会　札〒065-0033 一般       325（透析水）第319号         平成30年 4月 1日
     (03,3287,7) 幌東徳洲会病院 札幌市東区北３３条東１４丁目３ 透析液水質確保加算
     －１ 慢性維持透析濾過加算
     011-722-1110  (011-723-5631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2102,1551,4 医療法人社団　布施川〒001-0907 一般        19（透析水）第290号         平成30年 4月 1日
     内科医院 札幌市北区新琴似７条１４丁目４ 透析液水質確保加算
     番２３号 慢性維持透析濾過加算
     011-764-2411  (011-764-2412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2202,1589,4 医療法人社団　北腎会〒001-0030 一般        40（透析水）第313号         平成30年 4月 1日
     　坂泌尿器科病院 札幌市北区北３０条西１４丁目３ 透析液水質確保加算
     番１号 慢性維持透析濾過加算
     011-709-1212  (011-758-5570)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2302,1621,5 医療法人社団　豊生会〒007-0803 一般        60（透析水）第291号         平成30年 4月 1日
     (03,3386,7) 　東苗穂病院 札幌市東区東苗穂３条１丁目２番療養       101 透析液水質確保加算
     １８号 慢性維持透析濾過加算
     011-784-1121  (011-780-2058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2402,1634,8 北光記念病院 〒065-0027 一般       145（透析水）第282号         平成30年 4月 1日
     札幌市東区北２７条東８丁目１番 透析液水質確保加算
     ６号 慢性維持透析濾過加算
     011-722-1133  (011-722-0501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2502,1654,6 社会医療法人社団愛心〒065-0027 一般        71（透析水）第312号         平成30年 4月 1日
     館　愛心メモリアル病札幌市東区北２７条東１丁目１番 透析液水質確保加算
     院 １５号 慢性維持透析濾過加算
     011-752-3535  (011-752-1058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2602,1707,2 医療法人社団　和仁会〒001-0024 （透析水）第287号         平成30年 4月 1日
     　平田内科クリニック札幌市北区北２４条西１４丁目３ 透析液水質確保加算
     番１５号 慢性維持透析濾過加算
     011-756-2220  (011-756-2239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2702,1750,2 医療法人社団　元町泌〒065-0020 一般        19（透析水）第325号         平成30年 4月 1日
     尿器科 札幌市東区北２０条東２０丁目１ 透析液水質確保加算
     番１５号 慢性維持透析濾過加算
     011-785-7771  (011-786-0500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2802,1773,4 社会医療法人　北楡会〒001-0033 一般       108（透析水）第259号         平成30年 4月 1日
     　開成病院 札幌市北区北３３条西６丁目２番 透析液水質確保加算
     ３５号 慢性維持透析濾過加算
     011-757-2201  (011-758-1453)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2902,1775,9 天使病院 〒065-8611 一般       260（透析水）第386号         平成30年 4月 1日
     札幌市東区北１２条東３丁目１番 透析液水質確保加算
     １号 慢性維持透析濾過加算
     011-711-0101  (011-751-1708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3002,1793,2 医療法人社団　Ｈ・Ｎ〒065-0019 （透析水）第12号          平成24年 4月 1日
     ・メディックさっぽろ札幌市東区北１９条東７丁目１番 透析液水質確保加算
     東 ２６号
     011-723-6660  (011-723-6665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3102,1835,1 医療法人　はまなす　〒002-8024 一般        10（透析水）第387号         平成30年 4月 1日
     篠路はまなすクリニッ札幌市北区篠路４条９丁目１２番 透析液水質確保加算
     ク ４５号 慢性維持透析濾過加算
     011-776-3030  (011-776-3001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3202,1933,4 医療法人社団東桑会　〒001-0018 （透析水）第286号         平成30年 4月 1日
     札幌北クリニック 札幌市北区北１８条西２丁目１番 透析液水質確保加算
     １０号 慢性維持透析濾過加算
     011-747-7157  (011-716-9745)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3302,1978,9 勤医協中央病院 〒007-8505 一般       450（透析水）第175号         平成26年 7月 1日
     札幌市東区東苗穂５条１丁目９番 透析液水質確保加算
     １号
     011-782-9111  (011-781-0680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3402,1986,2 医療法人社団豊生会　〒065-0025 （透析水）第292号         平成30年 4月 1日
     元町ひまわり消化器内札幌市東区北２５条東２０丁目７ 透析液水質確保加算
     科・腎透析クリニック番１号 慢性維持透析濾過加算
     011-783-5100  (011-783-5123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3503,1040,6 ＫＫＲ札幌医療センタ〒062-0931 一般       450（透析水）第265号         平成30年 4月 1日
     ー 札幌市豊平区平岸１条６丁目３番 透析液水質確保加算
     ４０号 慢性維持透析濾過加算
     011-822-1811  (011-841-4572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3603,1053,9 独立行政法人地域医療〒062-8618 一般       312（透析水）第322号         平成30年 4月 1日
     機能推進機構　北海道札幌市豊平区中の島１条８丁目３結核        46 透析液水質確保加算
     病院 番１８号 慢性維持透析濾過加算
     011-831-5151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3703,1525,6 医療法人社団　札幌朗〒062-0021 一般        70（透析水）第203号         平成28年 2月 1日
     愛会　札幌朗愛会病院札幌市豊平区月寒西１条１０丁目療養        28 透析液水質確保加算
     ３番３０号
     011-853-2111  (011-855-6755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3803,1619,7 新札幌循環器病院 〒004-0052 一般        99（透析水）第248号         平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別中央２条４丁目 透析液水質確保加算
     ９番２５号 慢性維持透析濾過加算
     011-892-1556  (011-894-5220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3903,1712,0 独立行政法人地域医療〒004-8618 一般       276（透析水）第320号         平成30年 4月 1日
     機能推進機構　札幌北札幌市厚別区厚別中央２条６丁目 透析液水質確保加算
     辰病院 ２番１号 慢性維持透析濾過加算
     011-893-3000  (011-893-4001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4003,1815,1 医療法人為久会　札幌〒005-0802 一般       188（透析水）第347号         平成30年 4月 1日
     共立五輪橋病院 札幌市南区川沿２条１丁目２番５ 透析液水質確保加算
     ４号 慢性維持透析濾過加算
     011-571-8221  (011-571-7405)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4103,1835,9 社会医療法人　北楡会〒003-0006 一般       281（透析水）第326号         平成30年 4月 1日
     (05,3314,4) 　札幌北楡病院 札幌市白石区東札幌６条６丁目５ 透析液水質確保加算
     番１号 慢性維持透析濾過加算
     011-865-0111  (011-865-9634)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4203,1937,3 医療法人菊郷会　札幌〒003-0825 一般       150（透析水）第348号         平成30年 4月 1日
     センチュリー病院 札幌市白石区菊水元町５条３丁目 透析液水質確保加算
     ５番１０号 慢性維持透析濾過加算
     011-871-1121  (011-871-0047)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4303,1942,3 社会医療法人　康和会〒062-0052 一般       162（透析水）第199号         平成27年11月 1日
     　札幌しらかば台病院札幌市豊平区月寒東２条１８丁目療養       100 透析液水質確保加算
     ７番２６号
     011-852-8866  (011-852-8194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4403,1969,6 仁楡会病院 〒005-0002 一般       100（透析水）第246号         平成30年 4月 1日
     札幌市南区澄川２条１丁目３番８ 透析液水質確保加算
     号 慢性維持透析濾過加算
     011-814-9911  (011-814-9895)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4503,1985,2 医療法人社団　札幌東〒003-0023 一般         6（透析水）第255号         平成30年 4月 1日
     クリニック 札幌市白石区南郷通１丁目北２番 透析液水質確保加算
     ２５号第２カネサビル 慢性維持透析濾過加算
     011-863-2131  (011-862-6001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4603,1987,8 医療法人社団　芸術の〒005-0850 一般        19（透析水）第388号         平成30年 4月 1日
     森泌尿器科 札幌市南区石山東３丁目１番３１ 透析液水質確保加算
     号 慢性維持透析濾過加算
     011-591-8686  (011-591-7969)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4703,2000,9 医療法人　北志会　札〒062-0906 一般       131（透析水）第204号         平成28年 2月 1日
     幌ライラック病院 札幌市豊平区豊平６条８丁目２番療養        36 透析液水質確保加算
     １８号
     011-812-8822  (011-831-2015)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4804,1245,9 医療法人社団明生会　〒063-0842 一般       183（透析水）第349号         平成30年 4月 1日
     イムス札幌消化器中央札幌市西区八軒２条西１丁目１－ 透析液水質確保加算
     総合病院 １ 慢性維持透析濾過加算
     011-611-1391  (011-621-1100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4904,1431,5 手稲渓仁会病院 〒006-8555 一般       670（透析水）第327号         平成30年 4月 1日
     (04,3319,6) 札幌市手稲区前田１条１２丁目１ 透析液水質確保加算
     番４０号 慢性維持透析濾過加算
     011-681-8111  (011-685-2998)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5004,1596,5 医療法人社団信和会　〒063-0034 一般        19（透析水）第283号         平成30年 4月 1日
     石川泌尿器科・腎臓内札幌市西区西野４条２丁目１番２ 透析液水質確保加算
     科 ０号 慢性維持透析濾過加算
     011-661-1100  (011-663-0991)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5104,1597,3 医療法人社団　伸孝会〒006-0816 一般        19（透析水）第114号         平成24年 8月 1日
     　ていね泌尿器科 札幌市手稲区前田６条７丁目１番 透析液水質確保加算
     １２号
     011-695-1100  (011-695-3181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5204,1652,6 医療法人社団　手稲ネ〒006-0812 （透析水）第267号         平成30年 4月 1日
     フロクリニック 札幌市手稲区前田２条１１丁目３ 透析液水質確保加算
     番５号 慢性維持透析濾過加算
     011-686-2121  (011-686-0770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5304,1782,1 社会医療法人　アルデ〒006-0813 一般        95（透析水）第299号         平成30年 4月 1日
     バラン　手稲いなづみ札幌市手稲区前田３条４丁目２番 透析液水質確保加算
     病院 ６号 慢性維持透析濾過加算
     011-685-2200  (011-685-2244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5404,1787,0 稲積公園駅前クリニッ〒061-0011 （透析水）第55号          平成24年 4月 1日
     ク 札幌市手稲区富丘１条４丁目３番 透析液水質確保加算
     ２０号
     011-695-0033  (011-695-8444)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5504,1788,8 さっぽろ内科・腎臓内〒063-0061 （透析水）第242号         平成30年 4月 1日
     科クリニック 札幌市西区西町北２０丁目２番１ 透析液水質確保加算
     ２号 慢性維持透析濾過加算
     011-666-3377  (011-666-5511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5604,1792,0 医療法人社団萌生舎　〒063-0812 （透析水）第251号         平成30年 4月 1日
     琴似腎臓内科泌尿器科札幌市西区琴似２条１丁目２－１ 透析液水質確保加算
     ５５８８ＫＯＴＯＮＩ５階 慢性維持透析濾過加算
     011-633-5102  (011-633-5123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5704,1818,3 さっぽろ内科・腎臓内〒063-0826 （透析水）第274号         平成30年 4月 1日
     科サテライトクリニッ札幌市西区発寒６条９丁目２番１ 透析液水質確保加算
     ク ５号 慢性維持透析濾過加算
     011-668-3377  (011-668-3366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5804,1827,4 医療法人社団隆恵会　〒006-0041 （透析水）第285号         平成30年 4月 1日
     わだ内科外科クリニッ札幌市手稲区金山１条２丁目１番 透析液水質確保加算
     ク １６号 慢性維持透析濾過加算
     011-699-1500  (011-699-1501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5904,1831,6 医療法人菊郷会　富丘〒006-0011 （透析水）第350号         平成30年 4月 1日
     腎クリニック 札幌市手稲区富丘１条４丁目５番 透析液水質確保加算
     ３３号マックスビル３Ｆ 慢性維持透析濾過加算
     011-686-5005  (011-686-5006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6004,1833,2 医療法人社団　萌生舎〒063-0051 （透析水）第260号         平成30年 4月 1日
     　宮の沢腎泌尿器科ク札幌市西区宮の沢１条１丁目１番 透析液水質確保加算
     リニック ３０号宮の沢ターミナルビル　２ 慢性維持透析濾過加算
     Ｆ
     011-666-0123  (011-676-1131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6104,1836,5 琴似ハート内科・透析〒063-0804 （透析水）第245号         平成30年 4月 1日
     クリニック 札幌市西区二十四軒４条２丁目８ 透析液水質確保加算
     ４番 慢性維持透析濾過加算
     011-688-8810  (011-676-7810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6204,1844,9 社会医療法人　アルデ〒063-0802 一般        40（透析水）第329号         平成30年 4月 1日
     バラン　さっぽろ二十札幌市西区二十四軒２条４丁目７ 透析液水質確保加算
     四軒病院 番２０号 慢性維持透析濾過加算
     011-641-2281  (011-613-7811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6304,1875,3 社会医療法人孝仁会　〒063-0052 一般       276（透析水）第323号         平成30年 4月 1日
     北海道大野記念病院 札幌市西区宮の沢２条１丁目１６ 透析液水質確保加算
     番１号 慢性維持透析濾過加算
     011-665-0020  (011-665-0242)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6405,1023,7 医療法人社団　Ｈ・Ｎ〒004-0055 一般        13（透析水）第70号          平成24年 4月 1日
     ・メディック 札幌市厚別区厚別中央５条６丁目療養         6 透析液水質確保加算
     １ー５
     011-801-6660  (011-801-6665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6505,1049,2 澄腎クリニック 〒062-0933 （透析水）第247号         平成30年 4月 1日
     札幌市豊平区平岸３条１８丁目１ 透析液水質確保加算
     番２４号 慢性維持透析濾過加算
     011-841-9005  (011-841-9006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6605,1108,6 医療法人大地小笠原記〒005-0012 （透析水）第256号         平成30年 4月 1日
     念外来プラザ 札幌市南区真駒内上町１丁目１番 透析液水質確保加算
     ２５号 慢性維持透析濾過加算
     011-582-1200  (011-582-1215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6705,1138,3 医療法人社団　翔嶺館〒004-0004 一般        60（透析水）第351号         平成30年 4月 1日
     　新札幌聖陵ホスピタ札幌市厚別区厚別東４条２丁目１ 透析液水質確保加算
     ル 番３０号 慢性維持透析濾過加算
     011-898-2151  (011-898-2171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6805,1155,7 医療法人社団　ゆうあ〒062-0921 （透析水）第159号         平成25年11月 1日
     いクリニック 札幌市豊平区中の島１条１丁目７ 透析液水質確保加算
     －２０ＦＯＲＧＥＤ　ＮＡＫＡＮ
     ＯＳＨＩＭＡ６階，７階
     011-820-2244  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6905,1187,0 しらかば泌尿器科クリ〒062-0052 （透析水）第244号         平成30年 4月 1日
     ニック 札幌市豊平区月寒東２条１８丁目 透析液水質確保加算
     ７－２３松本メディカル２Ｆ 慢性維持透析濾過加算
     011-855-1100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7005,1294,4 医療法人菊郷会　石橋〒003-0863 一般        76（透析水）第321号         平成30年 4月 1日
     胃腸病院 札幌市白石区川下３条４丁目２番療養        30 透析液水質確保加算
     １号 慢性維持透析濾過加算
     011-872-5811  (011-872-5814)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7105,1306,6 医療法人社団群仁会　〒004-0814 （透析水）第352号         平成30年 4月 1日
     保坂内科クリニック 札幌市清田区美しが丘４条５丁目 透析液水質確保加算
     ３番１５号 慢性維持透析濾過加算
     011-884-7868  (011-888-1555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7205,1318,1 医療法人社団　サン内〒004-0842 一般        19（透析水）第280号         平成30年 4月 1日
     科外科医院 札幌市清田区清田２条１丁目８番 透析液水質確保加算
     １号 慢性維持透析濾過加算
     011-881-3322  (011-881-6799)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     59

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7305,1345,4 新札幌駅前内科循環器〒004-0052 （透析水）第293号         平成30年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別中央２条５丁目 透析液水質確保加算
     ３番４０号新札幌駅前ビル３階 慢性維持透析濾過加算
     011-801-1000  (011-801-1001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7405,1357,9 医療法人大空　札幌南〒005-0850 一般        50（透析水）第300号         平成30年 4月 1日
     (07,3222,5) 病院 札幌市南区石山東７丁目１番２８療養        50 透析液水質確保加算
     号 慢性維持透析濾過加算
     011-591-1200  (011-591-1271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7505,1379,3 腎臓内科めぐみクリニ〒062-0921 （透析水）第284号         平成30年 4月 1日
     ック 札幌市豊平区中の島１条７丁目５ 透析液水質確保加算
     －１０ 慢性維持透析濾過加算
     011-817-1300  (011-817-1305)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7605,1400,7 医療法人徳洲会　札幌〒004-0041 一般       301（透析水）第124号         平成24年10月 1日
     (05,3475,3) 徳洲会病院 札幌市厚別区大谷地東１丁目１番 透析液水質確保加算
     １号
     011-890-1110  (011-896-2202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7705,1464,3 医療法人社団　にれの〒003-0814 一般 （透析水）第330号         平成30年 4月 1日
     杜クリニック 札幌市白石区菊水上町４条２丁目　　一般    19 透析液水質確保加算
     ３５９番１ 慢性維持透析濾過加算
     011-833-1120  (011-833-4120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7805,1465,0 医療法人豊和会　新札〒004-0041 一般       140（透析水）第353号         平成30年 4月 1日
     幌豊和会病院 札幌市厚別区大谷地東２丁目５番 透析液水質確保加算
     １２号 慢性維持透析濾過加算
     011-893-7000  (011-893-8808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7905,1478,3 北野循環器クリニック〒004-0866 （透析水）第270号         平成30年 4月 1日
     札幌市清田区北野６条２丁目１４ 透析液水質確保加算
     －１０ 慢性維持透析濾過加算
     011-886-2626  (011-886-2600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8005,1506,1 医療法人社団もなみ　〒005-0805 一般        19（透析水）第257号         平成30年 4月 1日
     もなみクリニック 札幌市南区川沿５条３丁目２番１ 透析液水質確保加算
     号 慢性維持透析濾過加算
     011-578-5775  (011-578-5776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8105,1535,0 医療法人徳洲会　札幌〒004-0801 一般        88（透析水）第331号         平成30年 4月 1日
     南徳洲会病院 札幌市清田区里塚１条２丁目２０ 透析液水質確保加算
     番１号 慢性維持透析濾過加算
     011-883-0602  (011-883-0642)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     60

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8206,1184,5 医療法人大空　札幌ス〒064-0806 一般        50（透析水）第212号         平成28年 9月 1日
     スキノ病院 札幌市中央区南６条西８丁目５番 透析液水質確保加算
     地
     011-512-2000  (011-512-2001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8307,1000,1 さわむら脳神経・透析〒060-0807 （透析水）第243号         平成30年 4月 1日
     クリニック 札幌市北区北７条西５丁目７番１ 透析液水質確保加算
     号札幌北スカイビル１、２、３、 慢性維持透析濾過加算
     ４、９階
     011-727-4500  (011-727-4501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8407,1015,9 北海道泌尿器科記念病〒007-0841 一般        40（透析水）第305号         平成30年 4月 1日
     院 札幌市東区北４１条東１丁目１番 透析液水質確保加算
     ２５号 慢性維持透析濾過加算
     011-711-1717  (011-711-1723)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8510,1027,8 江別市立病院 〒067-8585 一般       278（透析水）第74号          平成24年 4月 1日
     江別市若草町６番地 精神        59 透析液水質確保加算
     011-382-5151  (011-384-1321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8610,1345,4 医療法人　渓和会　江〒069-0817 一般       200（透析水）第333号         平成30年 4月 1日
     別病院 江別市野幌代々木町８１番地の６ 透析液水質確保加算
     011-382-1111  (011-382-1118) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8710,1356,1 医療法人社団　藤花会〒069-0812 一般       122（透析水）第354号         平成30年 4月 1日
     　江別谷藤病院 江別市幸町２２番地 透析液水質確保加算
     011-382-5111  (011-382-5135) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8810,1455,1 医療法人社団　北孔会〒069-0803 （透析水）第261号         平成30年 4月 1日
     　のっぽろクリニック江別市野幌屯田町３３－２０ 透析液水質確保加算
     011-398-5511  (011-398-6622) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8911,1165,4 市立千歳市民病院 〒066-8550 一般       190（透析水）第334号         平成30年 4月 1日
     千歳市北光２丁目１番１号 透析液水質確保加算
     0123-24-3000  (0123-24-3005) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9011,1193,6 医療法人社団　たけや〒066-0062 （透析水）第250号         平成30年 4月 1日
     ま腎・泌尿器科クリニ千歳市千代田町７丁目１７８９番 透析液水質確保加算
     ック 地３千歳ステーションプラザ５階 慢性維持透析濾過加算
     0123-40-1145  (0123-40-1150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9111,1210,8 医療法人社団豊友会豊〒066-0037 一般        19（透析水）第355号         平成30年 4月 1日
     友会クリニック 千歳市新富１丁目７番２０号 透析液水質確保加算
     0123-22-0111  (0123-22-1233) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     61

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9212,1042,3 医療法人　北晨会　恵〒061-1395 一般       199（透析水）第335号         平成30年 4月 1日
     み野病院 恵庭市恵み野西２丁目３番地５ 透析液水質確保加算
     0123-36-7555  (0123-33-7359) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9312,1085,2 医療法人北晨会　恵み〒061-1409 （透析水）第268号         平成30年 4月 1日
     野病院附属恵庭クリニ恵庭市黄金南４丁目１番地１ 透析液水質確保加算
     ック 0123-33-0011  (0123-33-6008) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9412,1100,9 恵庭第一病院 〒061-1447 一般       159（透析水）第324号         平成30年 4月 1日
     恵庭市福住町１丁目６番６ 療養        40 透析液水質確保加算
     0123-34-1155  (0123-32-5740) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9513,1055,3 医療法人社団　Ｈ・Ｎ〒061-1113 （透析水）第11号          平成24年 4月 1日
     ・メディック北広島 北広島市共栄町５丁目６番１号 透析液水質確保加算
     011-372-6660  (011-372-6665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9614,1003,1 社会福祉法人　函館厚〒040-8611 一般       480（透析水）第153号         平成25年 7月 1日
     (14,3001,9) 生院　函館五稜郭病院函館市五稜郭町３８番３号 透析液水質確保加算
     0138-51-2295  (0138-56-2695)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9714,1004,9 函館中央病院 〒040-8585 一般       527（透析水）第221号         平成29年 3月 1日
     (14,3004,3) 函館市本町３３番２号 透析液水質確保加算
     0138-52-1231  (0138-54-7520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9814,1141,9 共愛会病院 〒040-8577 一般       245（透析水）第236号         平成30年 2月 1日
     (14,3151,2) 函館市中島町７番２１号 療養       133 透析液水質確保加算
     0138-51-2111  (0138-51-2631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9914,1476,9 医療法人社団　たんだ〒040-0073 一般        19（透析水）第115号         平成24年 9月 1日
     泌尿器科 函館市宮前町３０番１７号 透析液水質確保加算
     0138-45-7366  (0138-45-7367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10014,1563,4 医療法人社団　すどう〒041-0821 一般        19（透析水）第276号         平成30年 4月 1日
     腎・泌尿器クリニック函館市港町１丁目２１番２２号 透析液水質確保加算
     0138-40-3131  (0138-40-9331) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10114,1598,0 医療法人　雄心会　函〒041-0802 一般       155（透析水）第356号         平成30年 4月 1日
     (14,3724,6) 館新都市病院 函館市石川町３３１番地１ 透析液水質確保加算
     0138-46-1321  (0138-47-3420) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10214,1675,6 市立函館病院 〒041-8680 一般       582（透析水）第78号          平成24年 5月 1日
     (14,3664,4) 函館市港町１丁目１０番１号 精神        50 透析液水質確保加算
     0138-43-2000  (0138-43-4434) 結核        10
     一般（感染）
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     62

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10314,1755,6 医療法人社団　守一会〒041-0802 （透析水）第58号          平成24年 4月 1日
     　北美原クリニック 函館市石川町３５０番地１８ 透析液水質確保加算
     0138-34-6677  (0138-34-6006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10414,1783,8 五稜郭ネフロクリニッ〒041-0851 （透析水）第273号         平成30年 4月 1日
     ク 函館市本通１丁目７番２０号 透析液水質確保加算
     0138-31-1717  (0138-31-1788) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10514,1785,3 医療法人社団　美原腎〒041-0806 （透析水）第220号         平成29年 2月 1日
     泌尿器科 函館市美原２丁目１３番８号函館 透析液水質確保加算
     メディカルビル
     0138-46-5657  (0138-47-5912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10614,1789,5 医療法人　雄心会　函〒040-0064 （透析水）第308号         平成30年 4月 1日
     館おおてまちクリニッ函館市大手町１番２１号 透析液水質確保加算
     ク 0138-23-1062  (0138-23-3382) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10714,1813,3 医療法人社団　浩正会〒041-0801 一般        19（透析水）第272号         平成30年 4月 1日
     　函館泌尿器科 函館市桔梗町４１８番地１４２ 透析液水質確保加算
     0138-47-7711  (0138-47-7701) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10814,1828,1 やまだクリニック 〒042-0932 （透析水）第390号         平成30年 4月 1日
     函館市湯川町１丁目１７番２７号 透析液水質確保加算
     0138-59-5800  (0138-59-5851) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10914,1855,4 医療法人社団三桜会む〒041-0841 （透析水）第392号         平成30年 5月 1日
     とう日吉が丘クリニッ函館市日吉町２丁目１番２号 透析液水質確保加算
     ク 0138-30-6011  (0138-30-6012) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11015,1070,7 八雲総合病院 〒049-3197 一般       203（透析水）第357号         平成30年 4月 1日
     (14,3384,9) 二海郡八雲町東雲町５０番地 精神       100 透析液水質確保加算
     0137-63-2185  (0137-62-2753) 一般（感染） 慢性維持透析濾過加算
                  4
     療養        40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11115,1304,0 医療法人社団　三木内〒041-1121 （透析水）第279号         平成30年 4月 1日
     科泌尿器科クリニック亀田郡七飯町大中山３丁目２５３ 透析液水質確保加算
     －６ 慢性維持透析濾過加算
     0138-65-5000  (0138-65-5800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11215,1348,7 木古内町国民健康保険〒049-0422 一般        99（透析水）第359号         平成30年 4月 1日
     (14,3769,1) 病院 上磯郡木古内町字本町７１０番地 透析液水質確保加算
     01392-2-2079  (01392-2-6025) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     63

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11316,1089,5 北海道立江差病院 〒043-0022 一般       146（透析水）第241号         平成30年 4月 1日
     檜山郡江差町字伏木戸町４８４番精神        48 透析液水質確保加算
     地 一般（感染） 慢性維持透析濾過加算
     0139-52-0036  (0139-52-0098)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11417,1036,4 医療法人　財団　明理〒049-4501 療養       120（透析水）第126号         平成24年10月 1日
     会　道南ロイヤル病院久遠郡せたな町北檜山区北檜山３一般        54 透析液水質確保加算
     ２２の４
     01378-4-5011  (01378-4-6911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11520,1336,2 医療法人　ひまわり会〒047-0261 一般       142（透析水）第307号         平成30年 4月 1日
     　札樽病院 小樽市銭函３丁目２９８番地 療養        28 透析液水質確保加算
     0134-62-5851  (0134-62-5889) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11620,1343,8 医療法人社団　三ツ山〒047-0032 療養        40（透析水）第294号         平成30年 4月 1日
     病院 小樽市稲穂１丁目９番２号 介護        41 透析液水質確保加算
     0134-23-1289  (0134-24-0293) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11720,1344,6 医療法人社団　桜台ク〒047-0156 （透析水）第240号         平成30年 4月 1日
     リニック 小樽市桜２丁目３２番２２号 透析液水質確保加算
     0134-52-1616  (0134-52-3391) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11820,1349,5 おたる泌尿器科クリニ〒047-0032 （透析水）第75号          平成24年 5月 1日
     ック 小樽市稲穂３丁目７の４ 透析液水質確保加算
     0134-25-7557  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11920,1419,6 医療法人　うのクリニ〒047-0015 一般        14（透析水）第360号         平成30年 4月 1日
     ック 小樽市住吉町７番５号 透析液水質確保加算
     0134-33-6586  (0134-24-4439) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12020,1483,2 医療法人社団北光会　〒047-0152 一般        95（透析水）第361号         平成30年 4月 1日
     (20,3303,6) 朝里中央病院 小樽市新光１丁目２１番５号 療養        60 透析液水質確保加算
     0134-54-6543  (0134-52-3951) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12120,1495,6 社会福祉法人恩賜財団〒047-0008 一般       258（透析水）第362号         平成30年 4月 1日
     済生会支部　北海道済小樽市築港１０番１号 透析液水質確保加算
     生会小樽病院 0134-25-4321  (0134-25-2888) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12220,1496,4 医療法人社団辰悦会小〒047-0024 療養        15（透析水）第271号         平成30年 4月 1日
     樽ライフクリニック 小樽市花園２丁目１番８号 透析液水質確保加算
     0134-25-3585  (0134-25-3586) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12320,1501,1 小樽市立病院 〒047-8550 一般       302（透析水）第365号         平成30年 4月 1日
     小樽市若松１丁目１番１号 精神        80 透析液水質確保加算
     0134-25-1211  (0134-32-6424) 結核         4 慢性維持透析濾過加算
     一般（感染）
                  2



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     64

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12422,1006,7 ＪＡ北海道厚生連　倶〒044-0004 一般       172（透析水）第48号          平成24年 4月 1日
     知安厚生病院 虻田郡倶知安町北４条東１丁目２精神        60 透析液水質確保加算
     番地 一般（感染）
     0136-22-1141  (0136-23-3142)              2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12523,1079,2 社会福祉法人　北海道〒045-0013 一般        96（透析水）第363号         平成30年 4月 1日
     社会事業協会　岩内病岩内郡岩内町字高台２０９番２ 療養        76 透析液水質確保加算
     院 0135-62-1021  慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12623,1091,7 医療法人　岩内大浜医〒045-0001 一般        19（透析水）第262号         平成30年 4月 1日
     院 岩内郡岩内町字大浜６番地１ 透析液水質確保加算
     0135-61-2081  (0135-61-2085) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12725,1068,0 医療法人社団　田中内〒046-0021 （透析水）第76号          平成24年 5月 1日
     科医院 余市郡余市町浜中町２０５番地３ 透析液水質確保加算
     0135-22-6125  (0135-23-3388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12829,1006,2 旭川赤十字病院 〒070-8530 一般       480（透析水）第109号         平成24年 7月 1日
     (29,3519,8) 旭川市曙１条１丁目１番１号 精神        40 透析液水質確保加算
     0166-22-8111  (0166-24-4648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12929,1099,7 市立旭川病院 〒070-0029 一般       316（透析水）第364号         平成30年 4月 1日
     (29,3826,7) 旭川市金星町１丁目１番６５号 精神       100 透析液水質確保加算
     0166-24-3181  (0166-27-8505) 一般（感染） 慢性維持透析濾過加算
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13029,1457,7 ＪＡ北海道厚生連　旭〒078-8211 一般       539（透析水）第104号         平成24年 7月 1日
     川厚生病院 旭川市１条通２４丁目１１１番地 透析液水質確保加算
     ３
     0166-33-7171  (0166-33-6075)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13129,1483,3 医療法人社団　腎愛会〒070-0061 一般        14（透析水）第68号          平成24年 4月 1日
     　だてクリニック 旭川市曙１条５丁目１番２号 透析液水質確保加算
     0166-22-1515  (0166-22-1549)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13229,1568,1 医療法人社団　慶友会〒070-0054 一般       263（透析水）第61号          平成24年 4月 1日
     (29,3613,9) 　吉田病院 旭川市４条西４丁目１番２号 透析液水質確保加算
     0166-25-1115  (0166-25-4650)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13329,1583,0 医療法人社団　旭川泌〒071-8131 一般        19（透析水）第295号         平成30年 4月 1日
     尿器科クリニック 旭川市末広１条４丁目１番３号 透析液水質確保加算
     0166-53-7007  (0166-59-2213) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13429,1650,7 医療法人社団　幾晃会〒078-8214 一般        19（透析水）第332号         平成30年 4月 1日
     　木原循環器科内科医旭川市４条通２２丁目１１８番地 透析液水質確保加算
     院 0166-35-5555  (0166-35-0428) 慢性維持透析濾過加算



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     65

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13529,1663,0 旭川リハビリテーショ〒078-8801 一般       146（透析水）第30号          平成24年 4月 1日
     (29,3824,2) ン病院 旭川市緑が丘東１条１丁目１番１療養       120 透析液水質確保加算
     号
     0166-65-0101  (0166-65-1211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13629,1761,2 医療法人　仁友会　永〒079-8412 （透析水）第108号         平成24年 7月 1日
     山腎泌尿器科クリニッ旭川市永山２条７丁目６０番 透析液水質確保加算
     ク 0166-46-5500  (0166-46-5510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13729,1839,6 医療法人社団　及川医〒078-8234 一般        19（透析水）第336号         平成30年 4月 1日
     院 旭川市豊岡４条８丁目３番１号 透析液水質確保加算
     0166-35-2661  (0166-35-2661) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13829,1851,1 医療法人仁友会　北彩〒070-0030 一般       116（透析水）第65号          平成24年 4月 1日
     都病院 旭川市宮下通９丁目２番１号 透析液水質確保加算
     0166-26-6411  (0166-26-1047)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13929,1920,4 医療法人クリスタル橋〒070-0031 （透析水）第266号         平成30年 4月 1日
     内科クリニック 旭川市１条通６丁目７８番地１ク 透析液水質確保加算
     リスタルビル２階、３階 慢性維持透析濾過加算
     0166-22-9600  (0166-23-7112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14030,1093,8 医療法人社団　ふらの〒076-0038 一般        58（透析水）第136号         平成25年 3月 1日
     西病院 富良野市桂木町２番７７号 療養        61 透析液水質確保加算
     0167-23-6600  (0166-22-3508) 介護        23（透析水）第318号         平成30年 4月 1日
     透析液水質確保加算
     慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14130,1110,0 社会福祉法人　北海道〒076-8765 一般       195（透析水）第60号          平成24年 4月 1日
     社会事業協会富良野病富良野市住吉町１番３０号 一般（感染） 透析液水質確保加算
     院 0167-23-2181  (0167-22-4256)              4
     療養        56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14231,1107,4 比布町立ぴっぷクリニ〒078-0343 一般        15（透析水）第309号         平成30年 4月 1日
     ック 上川郡比布町中町１丁目２番１０療養         4 透析液水質確保加算
     号 慢性維持透析濾過加算
     0166-85-2222  (0166-58-9120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14331,1112,4 医療法人社団　美瑛循〒071-0206 （透析水）第252号         平成30年 4月 1日
     環器・内科クリニック上川郡美瑛町北町２丁目２番１７ 透析液水質確保加算
     号 慢性維持透析濾過加算
     0166-68-7711  (0166-68-7722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14432,1131,2 士別市立病院 〒095-0044 一般        60（透析水）第301号         平成30年 4月 1日
     士別市東１１条５丁目３０２９番療養        88 透析液水質確保加算
     地１ 慢性維持透析濾過加算
     0165-23-2166  (0165-22-1827)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     66

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14532,1143,7 名寄市立総合病院 〒096-8511 一般       300（透析水）第122号         平成24年 9月 1日
     名寄市西７条南８丁目１番地 精神        55 透析液水質確保加算
     01654-3-3101  (01654-2-0567) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14632,1144,5 医療法人社団　三愛会〒096-0031 療養        46（透析水）第337号         平成30年 4月 1日
     (29,3664,2) 　名寄三愛病院 名寄市西１条北５丁目１番１９ 一般        44 透析液水質確保加算
     01654-3-3911  (01654-2-1555) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14735,1204,0 社会医療法人　母恋　〒051-8501 一般       387（透析水）第163号         平成26年 2月 1日
     (35,3178,0) 日鋼記念病院 室蘭市新富町１丁目５番１３号 療養        92 透析液水質確保加算
     0143-24-1331  (0143-22-5296)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14835,1251,1 社会医療法人　製鉄記〒050-0076 一般       347（透析水）第253号         平成30年 4月 1日
     念室蘭病院 室蘭市知利別町１丁目４５番地 透析液水質確保加算
     0143-44-4650  (0143-47-4355) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14935,1256,0 東室蘭サテライトクリ〒050-0083 一般         1（透析水）第187号         平成27年 2月 1日
     ニック 室蘭市東町５丁目３番地５号 療養        16 透析液水質確保加算
     0143-41-2121  (0143-41-2120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15035,1279,2 市立室蘭総合病院 〒051-8512 一般       401（透析水）第302号         平成30年 4月 1日
     室蘭市山手町３丁目８番１号 結核        24 透析液水質確保加算
     0143-25-3111  (0143-22-6867) 精神       120 慢性維持透析濾過加算
     一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15135,1317,0 登別記念病院 〒059-0012 療養       120（透析水）第206号         平成28年 4月 1日
     登別市中央町１丁目１番地４ 透析液水質確保加算
     0143-81-3000  (0143-88-3000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15235,1331,1 サテライトクリニック〒050-0076 （透析水）第278号         平成30年 4月 1日
     知利別 室蘭市知利別町１丁目８番１号 透析液水質確保加算
     0143-47-3500  (0143-47-3502) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15335,1354,3 伊丹腎クリニック 〒059-0026 （透析水）第288号         平成30年 4月 1日
     登別市若山町４丁目４３番２ 透析液水質確保加算
     0143-84-4321  (0143-84-4334) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15436,1224,6 苫小牧日翔病院 〒053-0803 一般       168（透析水）第366号         平成30年 4月 1日
     苫小牧市矢代町２丁目１８番１号 透析液水質確保加算
     0144-72-7000  (0144-72-7244) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15536,1286,5 医療法人社団　苫小牧〒053-0054 一般        19（透析水）第391号         平成30年 5月 1日
     泌尿器科・循環器内科苫小牧市明野新町２丁目１番１２ 透析液水質確保加算
     号 慢性維持透析濾過加算
     0144-57-0455  (0144-57-8855)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     67

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15636,1293,1 王子総合病院 〒053-0021 一般       440（透析水）第367号         平成30年 4月 1日
     (36,3234,9) 苫小牧市若草町３丁目４番８号 透析液水質確保加算
     0144-32-8111  (0144-32-7119) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15736,1299,8 医療法人社団　江夏泌〒053-0033 （透析水）第113号         平成24年 8月 1日
     尿器科医院 苫小牧市木場町２丁目８番１号 透析液水質確保加算
     0144-33-3855  (0144-33-3856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15836,1402,8 医療法人社団朋裕会と〒053-0005 （透析水）第338号         平成30年 4月 1日
     よた腎泌尿器科クリニ苫小牧市元中野町２丁目１７番１ 透析液水質確保加算
     ック ２号 慢性維持透析濾過加算
     0144-31-2000  (0144-31-2121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15937,1149,3 社会福祉法人北海道社〒049-5605 一般        60（透析水）第385号         平成30年 4月 1日
     (35,3331,5) 会事業協会　洞爺病院虻田郡洞爺湖町高砂町１２６番地療養       232 透析液水質確保加算
     0142-74-2555  (0142-74-2665) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16037,1155,0 医療法人社団　いぶり〒052-0022 一般        19（透析水）第111号         平成24年 8月 1日
     腎泌尿器科クリニック伊達市梅本町２番地１５ 透析液水質確保加算
     0142-21-1400  (0142-21-1401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16138,1008,9 総合病院　浦河赤十字〒057-0007 一般       141（透析水）第32号          平成24年 4月 1日
     病院 浦河郡浦河町東町ちのみ１丁目２療養        51 透析液水質確保加算
     番１号 一般（感染）
     0146-22-5111  (0146-22-0337)              4
     精神        50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16238,1027,9 日高町立門別国民健康〒059-2121 一般        34（透析水）第368号         平成30年 4月 1日
     保険病院 沙流郡日高町門別本町２９番地の 透析液水質確保加算
     ９ 慢性維持透析濾過加算
     01456-2-5311  (01456-2-5812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16338,1134,3 医療法人　静仁会　静〒056-0005 一般       110（透析水）第369号         平成30年 4月 1日
     仁会　静内病院 日高郡新ひだか町静内こうせい町療養        89 透析液水質確保加算
     １丁目１０番２７号 慢性維持透析濾過加算
     0146-42-0701  (0146-43-2168)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16441,1067,9 総合病院　釧路赤十字〒085-8512 一般       431（透析水）第234号         平成30年 1月 1日
     (41,3322,2) 病院 釧路市新栄町２１番１４号 精神        58 透析液水質確保加算
     0154-22-7171  (0154-24-7880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16541,1185,9 市立釧路総合病院 〒085-0822 一般       535（透析水）第370号         平成30年 4月 1日
     (41,3270,3) 釧路市春湖台１番１２号 精神        94 透析液水質確保加算
     0154-41-6121  (0154-41-4080) 一般（感染） 慢性維持透析濾過加算
                  4
     結核        10



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     68

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16641,1209,7 釧路泌尿器科クリニッ〒085-0821 一般    （透析水）第296号         平成30年 4月 1日
     ク 釧路市鶴ケ岱２丁目８番１１号 透析液水質確保加算
     0154-41-1113  慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16741,1237,8 社会医療法人孝仁会　〒084-0912 一般        42（透析水）第371号         平成30年 4月 1日
     星が浦病院 釧路市星が浦大通３丁目９番１３療養        93 透析液水質確保加算
     号 慢性維持透析濾過加算
     0154-54-2500  (0154-54-2510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16841,1265,9 医療法人社団　祐仁会〒085-0051 一般        19（透析水）第235号         平成30年 2月 1日
     　足立泌尿器科クリニ釧路市光陽町５番１０号 透析液水質確保加算
     ック 0154-22-7077  (0154-22-3033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16941,1308,7 社会医療法人孝仁会　〒085-0062 一般       235（透析水）第383号         平成30年 4月 1日
     釧路孝仁会記念病院 釧路市愛国１９１番２１２号 透析液水質確保加算
     0154-39-1222  (0154-39-0330) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17041,1315,2 医療法人社団　林田ク〒085-0004 一般        10（透析水）第394号         平成30年 6月 1日
     リニック 釧路市新富町１番７号 透析液水質確保加算
     0154-24-7173  (0154-25-2959) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17142,1010,7 市立根室病院 〒087-8686 一般       131（透析水）第372号         平成30年 4月 1日
     根室市有磯町１丁目２番地 一般（感染） 透析液水質確保加算
     0153-24-3201  (0153-24-9693)              4 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17242,1083,4 町立中標津病院 〒086-1110 一般       199（透析水）第171号         平成26年 4月 1日
     標津郡中標津町西１０条南９丁目 透析液水質確保加算
     １番地１
     0153-72-8200  (0153-73-5398)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17343,1141,8 ＪＡ北海道厚生連　摩〒088-3212 一般        55（透析水）第161号         平成25年11月 1日
     周厚生病院 川上郡弟子屈町泉２丁目３番１号療養        24 透析液水質確保加算
     01548-2-2241  介護        20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17446,1041,3 ＪＡ北海道厚生連　帯〒080-0016 一般       672（透析水）第50号          平成24年 4月 1日
     広厚生病院 帯広市西６条南８丁目１番地 精神        70 透析液水質確保加算
     0155-24-4161  (0155-25-7851) 一般（感染）
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17546,1253,4 医療法人進和会　西２〒080-0012 一般        28（透析水）第258号         平成30年 4月 1日
     条腎泌尿器科病院 帯広市西２条南２丁目１０番地 透析液水質確保加算
     0155-27-2301  (0155-22-6776) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17646,1301,1 医療法人　新緑通りは〒080-0026 （透析水）第224号         平成29年 4月 1日
     やし内科 帯広市西１６条南４丁目４４番１ 透析液水質確保加算
     号
     0155-33-0077  (0155-36-0077)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     69

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17746,1307,8 社会医療法人　北斗　〒080-0833 一般       221（透析水）第373号         平成30年 4月 1日
     (47,3415,1) 北斗病院 帯広市稲田町基線７番地５ 療養        46 透析液水質確保加算
     0155-48-8000  (0155-49-2121) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17846,1320,1 公益財団法人北海道医〒080-0014 一般       247（透析水）第375号         平成30年 4月 1日
     (47,3430,0) 療団　帯広第一病院 帯広市西４条南１５丁目１７番地 透析液水質確保加算
     ３ 慢性維持透析濾過加算
     0155-25-3121  (0155-25-1172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17946,1321,9 医療法人社団典俊会　〒080-2471 一般        18（透析水）第275号         平成30年 4月 1日
     帯広泌尿器科 帯広市西２１条南５丁目１５番１ 透析液水質確保加算
     0155-38-2000  (0155-41-4111) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18046,1329,2 社会福祉法人　北海道〒080-0805 一般       300（透析水）第344号         平成30年 4月 1日
     社会事業協会　帯広病帯広市東５条南９丁目２番地 透析液水質確保加算
     院 0155-22-6600  (0155-24-7076) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18146,1332,6 医療法人社団　高山泌〒080-0015 一般        12（透析水）第249号         平成30年 4月 1日
     尿器科 帯広市西５条南３６丁目３番８号 透析液水質確保加算
     0155-47-1117  (0155-47-1119) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18246,1355,7 さわい内科循環器科ク〒080-0020 （透析水）第277号         平成30年 4月 1日
     リニック 帯広市西１０条南１７丁目１番地 透析液水質確保加算
     0155-21-0381  (0155-21-3801) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18346,1370,6 帯広東内科循環器科ク〒080-0813 （透析水）第310号         平成30年 4月 1日
     リニック 帯広市東１３条南６丁目１番地２ 透析液水質確保加算
     ５ 慢性維持透析濾過加算
     0155-27-0808  (0155-27-0809)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18447,1027,0 清水赤十字病院 〒089-0195 一般        92（透析水）第98号          平成24年 6月 1日
     上川郡清水町南２条２丁目１ 透析液水質確保加算
     0156-62-2513  (0156-62-4460)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18547,1040,3 公立芽室病院 〒082-0014 一般       150（透析水）第73号          平成24年 4月 1日
     河西郡芽室町東４条３丁目５番地 透析液水質確保加算
     0155-62-2811  (0155-62-5843)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18647,1043,7 足寄町国民健康保険病〒089-3712 一般        60（透析水）第281号         平成30年 4月 1日
     院 足寄郡足寄町南２条３丁目１番地 透析液水質確保加算
     0156-25-2155  (0156-25-2158) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18747,1046,0 十勝いけだ地域医療セ〒083-0022 一般        60（透析水）第374号         平成30年 4月 1日
     ンター 中川郡池田町字西２条５丁目２５ 透析液水質確保加算
     番地 慢性維持透析濾過加算
     015-572-3181  (015-572-3185)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     70

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18847,1161,7 士幌町国民健康保険病〒080-1214 一般        40（透析水）第339号         平成30年 4月 1日
     院 河東郡士幌町字士幌西２線１６７療養        20 透析液水質確保加算
     番地 慢性維持透析濾過加算
     01564-5-2106  (01564-5-5006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18947,1283,9 本別町国民健康保険病〒089-3306 一般        60（透析水）第144号         平成25年 5月 1日
     院 中川郡本別町西美里別６番地８ 透析液水質確保加算
     0156-22-2025  (0156-22-2752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19047,1285,4 医療法人社団　慈弘会〒089-2105 （透析水）第209号         平成28年 6月 1日
     　森クリニック 広尾郡大樹町字大樹６番地２２ 透析液水質確保加算
     01558-6-5811  (01558-6-5812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19147,1310,0 医療法人社団典俊会　〒080-0302 （透析水）第340号         平成30年 4月 1日
     とかち泌尿器科 河東郡音更町木野西通１５丁目５ 透析液水質確保加算
     番９０ 慢性維持透析濾過加算
     0155-32-3232  (0155-32-3300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19247,1332,4 医療法人社団翔嶺館音〒080-0111 一般 （透析水）第167号         平成26年 4月 1日
     更宏明館病院 河東郡音更町木野大通東１７丁目　　一般    60 透析液水質確保加算
     １番６ 療養
     0155-32-3311  (0155-32-3322) 　　療養   120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19350,1184,3 医療法人社団　煌生会〒090-0836 一般        19（透析水）第311号         平成30年 4月 1日
     　北見循環器クリニッ北見市東三輪３丁目１７番地１ 透析液水質確保加算
     ク 0157-31-5800  (0157-31-5888) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19450,1241,1 いわもと循環器クリニ〒090-0065 （透析水）第231号         平成29年11月 1日
     ック 北見市寿町３丁目３番１０号 透析液水質確保加算
     0157-26-1030  (0157-26-1031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19550,1270,0 小林病院 〒090-8567 一般       256（透析水）第376号         平成30年 4月 1日
     北見市北３条西４丁目２番地 療養        44 透析液水質確保加算
     0157-23-5171  (0157-61-8071) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19650,1273,4 北海道立北見病院 〒090-0027 一般        70（透析水）第377号         平成30年 4月 1日
     北見市北７条東２丁目２番１ 透析液水質確保加算
     0157-24-6261  (0157-24-6262) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19751,1079,3 医療法人社団　耕仁会〒094-0021 一般        50（透析水）第178号         平成26年 7月 1日
     　曽我クリニック 紋別市大山町４丁目１４－１ 透析液水質確保加算
     01582-3-6811  (01582-3-6888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19851,1093,4 広域紋別病院 〒094-8709 一般       148（透析水）第341号         平成30年 4月 1日
     紋別市落石町１丁目３番３７号 一般（感染） 透析液水質確保加算
     0158-24-3111  (0158-24-3111)              2 慢性維持透析濾過加算



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     71

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19952,1001,5 美幌町立国民健康保険〒092-0004 一般        99（透析水）第46号          平成24年 4月 1日
     病院 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番 透析液水質確保加算
     地の１
     0152-73-4111  (0152-72-3595)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20053,1002,1 ＪＡ北海道厚生連　網〒093-0076 一般       353（透析水）第49号          平成24年 4月 1日
     走厚生病院 網走市北６条西１丁目９番地 一般（感染） 透析液水質確保加算
     0152-43-3157  (0152-43-6586)              2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20153,1164,9 小清水赤十字病院 〒099-3626 一般        49（透析水）第53号          平成24年 4月 1日
     斜里郡小清水町字小清水６４５番療養        50 透析液水質確保加算
     １６
     0152-62-2121  (0152-62-3144)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20253,1188,8 医療法人社団　朗愛会〒093-0042 一般        82（透析水）第218号         平成29年 1月 1日
     　こが病院 網走市字潮見１５３番地１ 療養        48 透析液水質確保加算
     0152-61-0101  (0152-61-0066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20354,1069,8 ＪＡ北海道厚生連　遠〒099-0404 一般       285（透析水）第35号          平成24年 4月 1日
     軽厚生病院 紋別郡遠軽町大通北３丁目１番５療養        50 透析液水質確保加算
     号 一般（感染）
     01584-2-4101  (01584-2-8396)              2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20457,1030,3 岩見沢市立総合病院 〒068-8555 一般       365（透析水）第342号         平成30年 4月 1日
     岩見沢市９条西７丁目２番地 精神       115 透析液水質確保加算
     0126-22-1650  (0126-25-0886) 一般（感染） 慢性維持透析濾過加算
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20557,1188,9 医療法人社団　腎友会〒068-0028 一般        19（透析水）第378号         平成30年 4月 1日
     　岩見沢クリニック 岩見沢市８条西１０丁目８番地１ 透析液水質確保加算
     0126-24-8811  (0126-24-8005) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20658,1001,2 栗山赤十字病院 〒069-1513 一般        96（透析水）第9号           平成24年 4月 1日
     夕張郡栗山町朝日３丁目２番地 療養        40 透析液水質確保加算
     0123-72-1015  (0123-72-1125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20761,1004,0 市立美唄病院 〒072-8555 一般        53（透析水）第379号         平成30年 4月 1日
     美唄市西２条北１丁目１番１号 療養        45 透析液水質確保加算
     0126-63-4171  (0126-63-4300) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20864,1137,2 留萌市立病院 〒077-8511 一般       246（透析水）第345号         平成30年 4月 1日
     留萌市東雲町２丁目１６番地 一般（感染） 透析液水質確保加算
     0164-49-1011  (0164-43-0337)              4 慢性維持透析濾過加算
     療養        50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     72

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20964,1142,2 北海道立羽幌病院 〒078-4123 一般       120（透析水）第380号         平成30年 4月 1日
     苫前郡羽幌町栄町１１０番地 透析液水質確保加算
     0164-62-6060  (0164-62-6050) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21064,1143,0 社会医療法人孝仁会　〒077-0007 一般        19（透析水）第29号          平成24年 4月 1日
     留萌セントラルクリニ留萌市栄町１丁目５番１２号 透析液水質確保加算
     ック 0164-43-9500  (0164-43-5655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21167,1050,0 市立稚内病院 〒097-0022 一般       258（透析水）第90号          平成24年 6月 1日
     稚内市中央４丁目１１番６号 精神        70 透析液水質確保加算
     0162-23-2771  (0162-23-5636) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21267,1109,4 枝幸町国民健康保険病〒098-5824 一般        46（透析水）第254号         平成30年 4月 1日
     院 枝幸郡枝幸町北栄町１４７４番地療養        37 透析液水質確保加算
     １ 慢性維持透析濾過加算
     0163-62-2111  (0163-62-2532)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21367,1116,9 礼文町国民健康保険船〒097-1111 一般        19（透析水）第297号         平成30年 4月 1日
     泊診療所 礼文郡礼文町大字船泊村字ウエン 透析液水質確保加算
     ナイホ４１３番地 慢性維持透析濾過加算
     01638-7-2771  (01638-7-2594)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21467,1145,8 天塩町立国民健康保険〒098-3312 一般        30（透析水）第135号         平成25年 1月 1日
     病院 天塩郡天塩町字川口５６９９番地療養        18 透析液水質確保加算
     の３
     01632-2-1058  (01632-2-3116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21571,1046,0 砂川市立病院 〒073-0196 一般       408（透析水）第381号         平成30年 4月 1日
     (71,3364,1) 砂川市西４条北３丁目１番１号 結核         6 透析液水質確保加算
     0125-54-2131  (0125-54-0101) 精神        80 慢性維持透析濾過加算
     一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21672,1005,4 あかびら市立病院 〒079-1136 一般        60（透析水）第382号         平成30年 4月 1日
     赤平市本町３丁目２番地 療養        60 透析液水質確保加算
     0125-32-3211  (0125-32-1141) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21773,1074,8 市立芦別病院 〒075-8501 一般        98（透析水）第25号          平成24年 4月 1日
     芦別市本町１４番地 療養        31 透析液水質確保加算
     0124-22-2701  (0124-22-2996)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21874,1053,0 深川市立病院 〒074-0006 一般       199（透析水）第117号         平成24年 8月 1日
     深川市６条６番１号 一般（感染） 透析液水質確保加算
     0164-22-1101  (0164-22-5929)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算　医科］ 平成30年 6月 1日     73

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21975,1001,6 滝川市立病院 〒073-0022 一般       270（透析水）第24号          平成24年 4月 1日
     滝川市大町２丁目２番３４号 精神        44 透析液水質確保加算
     0125-22-4311  (0125-24-6010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22075,1080,0 医療法人　祐仁会　石〒073-0045 （透析水）第343号         平成30年 4月 1日
     田クリニック 滝川市有明町２丁目４番４５号 透析液水質確保加算
     0125-24-2125  (0125-24-2126) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22176,1043,6 医療法人はまなす　は〒061-3284 一般         9（透析水）第306号         平成30年 4月 1日
     まなす医院 石狩市花畔４条１丁目１４１番地 透析液水質確保加算
     １ 慢性維持透析濾過加算
     0133-64-6622  (0133-64-6623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22276,1052,7 石狩病院 〒061-3213 一般       110（透析水）第219号         平成29年 2月 1日
     石狩市花川北３条３丁目６番地１ 透析液水質確保加算
     0133-74-8611  (0133-74-8614)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22380,1001,6 北海道大学病院 〒060-8648 一般       874（透析水）第264号         平成30年 4月 1日
     (80,3012,7) 札幌市北区北１４条西５丁目 精神        70 透析液水質確保加算
     011-716-1161  (011-706-7627) 慢性維持透析濾過加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22480,1017,2 独立行政法人国立病院〒080-8518 一般       239（透析水）第97号          平成24年 6月 1日
     機構　帯広病院 帯広市西１８条北２丁目１６番地結核        14 透析液水質確保加算
     0155-33-3155  (0155-33-3397) 精神       100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22580,1021,4 旭川医科大学病院 〒078-8510 一般       571（透析水）第384号         平成30年 4月 1日
     (80,3010,1) 旭川市緑が丘東２条１丁目１番１精神        31 透析液水質確保加算
     号 慢性維持透析濾過加算
     0166-65-2111  (0166-69-3569)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 下肢末梢動脈疾患指導管理加算　医科］ 平成30年 6月 1日     74

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1342,0 札幌中央病院 〒064-0809 一般       180（肢梢）第115号           平成28年 6月 1日
     札幌市中央区南９西１０丁目１番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ５０号 及び指導管理等:有
     011-513-0111  (011-531-9746)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1368,5 社会医療法人北海道恵〒060-0061 一般       147（肢梢）第54号            平成28年 4月 1日
     愛会　札幌南一条病院札幌市中央区南１条西１３丁目３ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     １７番地１ 及び指導管理等:有
     011-271-3711  (011-281-0275)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1371,9 ＮＴＴ東日本　札幌病〒060-0061 一般       301（肢梢）第68号            平成28年 4月 1日
     院 札幌市中央区南１条西１５丁目２ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ９０番地 及び指導管理等:有
     011-623-7000  (011-623-7527)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1438,6 ＪＲ札幌病院 〒060-0033 一般       312（肢梢）第61号            平成28年 4月 1日
     (01,3407,5) 札幌市中央区北３条東１丁目１番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     地 及び指導管理等:有
     011-208-7150  (011-222-9260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1581,3 医療法人　萬田記念病〒060-0062 一般        89（肢梢）第89号            平成28年 4月 1日
     院 札幌市中央区南２条西１丁目１番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     地 及び指導管理等:有
     011-231-4032  (011-210-4351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1611,8 医療法人社団北辰　ク〒064-0919 一般         5（肢梢）第94号            平成28年 5月 1日
     リニック１・９・８札札幌市中央区南１９条西８丁目２ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     幌 番３８号 及び指導管理等:有
     011-512-1216  (011-512-8437)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,1625,8 ＪＡ北海道厚生連　札〒060-0033 一般       519（肢梢）第154号           平成29年 2月 1日
     幌厚生病院 札幌市中央区北３条東８丁目５番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     地 及び指導管理等:有
     011-261-5331  (011-271-5320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1651,4 医療法人　讃生会　宮〒064-8570 一般        92（肢梢）第153号           平成29年 2月 1日
     の森記念病院 札幌市中央区宮の森３条７丁目５ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     番２５号 及び指導管理等:有
     011-641-6641  (011-644-8285)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1658,9 医療法人　桑園中央病〒060-0008 一般        38（肢梢）第85号            平成28年 4月 1日
     院 札幌市中央区北８条西１６丁目２療養        30 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ８－３５ 及び指導管理等:有
     011-621-1023  (011-621-1028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 下肢末梢動脈疾患指導管理加算　医科］ 平成30年 6月 1日     75

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1001,1749,6 医療法人社団　恵水会〒064-0821 （肢梢）第16号            平成28年 4月 1日
     　田島クリニック 札幌市中央区北１条西２１丁目２ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ー１５フジタビル 及び指導管理等:有
     011-643-2553  (011-643-2578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,1770,2 医療法人社団　清和会〒064-0809 一般        94（肢梢）第101号           平成28年 5月 1日
     　南札幌病院 札幌市中央区南９条西７丁目１番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ２３号 及び指導管理等:有
     011-511-3368  (011-511-1862)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,1864,3 札幌循環器病院 〒060-0011 一般        89（肢梢）第184号           平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北１１条西１４丁目 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ２９－１５ 及び指導管理等:有
     011-747-5821  (011-758-1452)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,1894,0 時計台記念病院 〒060-0031 一般       250（肢梢）第31号            平成28年 4月 1日
     札幌市中央区北１条東１丁目２番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ３号 及び指導管理等:有
     011-251-1221  (011-219-1405)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,1901,3 医療法人社団　新井田〒064-0915 （肢梢）第99号            平成28年 5月 1日
     医院 札幌市中央区南１５条西７丁目２ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     番１号 及び指導管理等:有
     011-511-9009  (011-511-9059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,1938,5 札幌医科大学附属病院〒060-8543 一般       890（肢梢）第74号            平成28年 4月 1日
     (01,3817,5) 札幌市中央区南１条西１６丁目２精神        42 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ９１番地 結核         6 及び指導管理等:有
     011-611-2111  (011-621-8059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,1970,8 医療法人社団北辰　札〒060-0004 （肢梢）第112号           平成28年 6月 1日
     幌セントラルクリニッ札幌市中央区北４条西５丁目１番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ク 地アスティ４５　７階 及び指導管理等:有
     011-205-6161  (011-205-6045)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1702,1387,3 医療法人　徳洲会　札〒065-0033 一般       325（肢梢）第76号            平成28年 4月 1日
     (03,3287,7) 幌東徳洲会病院 札幌市東区北３３条東１４丁目３ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     －１ 及び指導管理等:有
     011-722-1110  (011-723-5631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1802,1551,4 医療法人社団　布施川〒001-0907 一般        19（肢梢）第22号            平成28年 4月 1日
     内科医院 札幌市北区新琴似７条１４丁目４ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     番２３号 及び指導管理等:有
     011-764-2411  (011-764-2412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 下肢末梢動脈疾患指導管理加算　医科］ 平成30年 6月 1日     76

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1902,1621,5 医療法人社団　豊生会〒007-0803 一般        60（肢梢）第48号            平成28年 4月 1日
     (03,3386,7) 　東苗穂病院 札幌市東区東苗穂３条１丁目２番療養       101 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     １８号 及び指導管理等:有
     011-784-1121  (011-780-2058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2002,1634,8 北光記念病院 〒065-0027 一般       145（肢梢）第72号            平成28年 4月 1日
     札幌市東区北２７条東８丁目１番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ６号 及び指導管理等:有
     011-722-1133  (011-722-0501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2102,1654,6 社会医療法人社団愛心〒065-0027 一般        71（肢梢）第183号           平成30年 4月 1日
     館　愛心メモリアル病札幌市東区北２７条東１丁目１番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     院 １５号 及び指導管理等:有
     011-752-3535  (011-752-1058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2202,1707,2 医療法人社団　和仁会〒001-0024 （肢梢）第9号             平成28年 4月 1日
     　平田内科クリニック札幌市北区北２４条西１４丁目３ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     番１５号 及び指導管理等:有
     011-756-2220  (011-756-2239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2302,1775,9 天使病院 〒065-8611 一般       260（肢梢）第145号           平成28年11月 1日
     札幌市東区北１２条東３丁目１番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     １号 及び指導管理等:有
     011-711-0101  (011-751-1708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2402,1793,2 医療法人社団　Ｈ・Ｎ〒065-0019 （肢梢）第34号            平成28年 4月 1日
     ・メディックさっぽろ札幌市東区北１９条東７丁目１番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     東 ２６号 及び指導管理等:有
     011-723-6660  (011-723-6665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2502,1835,1 医療法人　はまなす　〒002-8024 一般        10（肢梢）第111号           平成28年 6月 1日
     篠路はまなすクリニッ札幌市北区篠路４条９丁目１２番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ク ４５号 及び指導管理等:有
     011-776-3030  (011-776-3001) 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2602,1933,4 医療法人社団東桑会　〒001-0018 （肢梢）第108号           平成28年 6月 1日
     札幌北クリニック 札幌市北区北１８条西２丁目１番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     １０号 及び指導管理等:有
     011-747-7157  (011-716-9745)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2702,1978,9 勤医協中央病院 〒007-8505 一般       450（肢梢）第42号            平成28年 4月 1日
     札幌市東区東苗穂５条１丁目９番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     １号 及び指導管理等:有
     011-782-9111  (011-781-0680)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 下肢末梢動脈疾患指導管理加算　医科］ 平成30年 6月 1日     77

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2803,1040,6 ＫＫＲ札幌医療センタ〒062-0931 一般       450（肢梢）第57号            平成28年 4月 1日
     ー 札幌市豊平区平岸１条６丁目３番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ４０号 及び指導管理等:有
     011-822-1811  (011-841-4572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2903,1053,9 独立行政法人地域医療〒062-8618 一般       312（肢梢）第181号           平成30年 2月 1日
     機能推進機構　北海道札幌市豊平区中の島１条８丁目３結核        46 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     病院 番１８号 及び指導管理等:有
     011-831-5151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3003,1563,7 医療法人社団　三樹会〒003-0002 一般        99（肢梢）第38号            平成28年 4月 1日
     病院 札幌市白石区東札幌２条３丁目６ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     －１０ 及び指導管理等:有
     011-824-3131  (011-813-2372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3103,1712,0 独立行政法人地域医療〒004-8618 一般       276（肢梢）第136号           平成28年 8月 1日
     機能推進機構　札幌北札幌市厚別区厚別中央２条６丁目 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     辰病院 ２番１号 及び指導管理等:有
     011-893-3000  (011-893-4001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3203,1815,1 医療法人為久会　札幌〒005-0802 一般       188（肢梢）第126号           平成28年 7月 1日
     共立五輪橋病院 札幌市南区川沿２条１丁目２番５ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ４号 及び指導管理等:有
     011-571-8221  (011-571-7405)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3303,1835,9 社会医療法人　北楡会〒003-0006 一般       281（肢梢）第131号           平成28年 7月 1日
     (05,3314,4) 　札幌北楡病院 札幌市白石区東札幌６条６丁目５ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     番１号 及び指導管理等:有
     011-865-0111  (011-865-9634)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3403,1969,6 仁楡会病院 〒005-0002 一般       100（肢梢）第65号            平成28年 4月 1日
     札幌市南区澄川２条１丁目３番８ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     号 及び指導管理等:有
     011-814-9911  (011-814-9895)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3503,1985,2 医療法人社団　札幌東〒003-0023 一般         6（肢梢）第55号            平成28年 4月 1日
     クリニック 札幌市白石区南郷通１丁目北２番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ２５号第２カネサビル 及び指導管理等:有
     011-863-2131  (011-862-6001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3603,1987,8 医療法人社団　芸術の〒005-0850 一般        19（肢梢）第37号            平成28年 4月 1日
     森泌尿器科 札幌市南区石山東３丁目１番３１ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     号 及び指導管理等:有
     011-591-8686  (011-591-7969)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 下肢末梢動脈疾患指導管理加算　医科］ 平成30年 6月 1日     78

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3703,2000,9 医療法人　北志会　札〒062-0906 一般       131（肢梢）第93号            平成28年 5月 1日
     幌ライラック病院 札幌市豊平区豊平６条８丁目２番療養        36 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     １８号 及び指導管理等:有
     011-812-8822  (011-831-2015)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3804,1245,9 医療法人社団明生会　〒063-0842 一般       183（肢梢）第46号            平成28年 4月 1日
     イムス札幌消化器中央札幌市西区八軒２条西１丁目１－ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     総合病院 １ 及び指導管理等:有
     011-611-1391  (011-621-1100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3904,1597,3 医療法人社団　伸孝会〒006-0816 一般        19（肢梢）第20号            平成28年 4月 1日
     　ていね泌尿器科 札幌市手稲区前田６条７丁目１番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     １２号 及び指導管理等:有
     011-695-1100  (011-695-3181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4004,1652,6 医療法人社団　手稲ネ〒006-0812 （肢梢）第59号            平成28年 4月 1日
     フロクリニック 札幌市手稲区前田２条１１丁目３ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     番５号 及び指導管理等:有
     011-686-2121  (011-686-0770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4104,1782,1 社会医療法人　アルデ〒006-0813 一般        95（肢梢）第185号           平成30年 4月 1日
     バラン　手稲いなづみ札幌市手稲区前田３条４丁目２番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     病院 ６号 及び指導管理等:有
     011-685-2200  (011-685-2244) 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4204,1787,0 稲積公園駅前クリニッ〒061-0011 （肢梢）第155号           平成29年 3月 1日
     ク 札幌市手稲区富丘１条４丁目３番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ２０号 及び指導管理等:有
     011-695-0033  (011-695-8444)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4304,1788,8 さっぽろ内科・腎臓内〒063-0061 （肢梢）第92号            平成28年 4月 1日
     科クリニック 札幌市西区西町北２０丁目２番１ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ２号 及び指導管理等:有
     011-666-3377  (011-666-5511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4404,1792,0 医療法人社団萌生舎　〒063-0812 （肢梢）第77号            平成28年 4月 1日
     琴似腎臓内科泌尿器科札幌市西区琴似２条１丁目２－１ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ５５８８ＫＯＴＯＮＩ５階 及び指導管理等:有
     011-633-5102  (011-633-5123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4504,1818,3 さっぽろ内科・腎臓内〒063-0826 （肢梢）第17号            平成28年 4月 1日
     科サテライトクリニッ札幌市西区発寒６条９丁目２番１ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ク ５号 及び指導管理等:有
     011-668-3377  (011-668-3366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 下肢末梢動脈疾患指導管理加算　医科］ 平成30年 6月 1日     79

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4604,1827,4 医療法人社団隆恵会　〒006-0041 （肢梢）第80号            平成28年 4月 1日
     わだ内科外科クリニッ札幌市手稲区金山１条２丁目１番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ク １６号 及び指導管理等:有
     011-699-1500  (011-699-1501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4704,1833,2 医療法人社団　萌生舎〒063-0051 （肢梢）第35号            平成28年 4月 1日
     　宮の沢腎泌尿器科ク札幌市西区宮の沢１条１丁目１番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     リニック ３０号宮の沢ターミナルビル　２ 及び指導管理等:有
     Ｆ
     011-666-0123  (011-676-1131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4804,1836,5 琴似ハート内科・透析〒063-0804 （肢梢）第14号            平成28年 4月 1日
     クリニック 札幌市西区二十四軒４条２丁目８ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ４番 及び指導管理等:有
     011-688-8810  (011-676-7810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4904,1844,9 社会医療法人　アルデ〒063-0802 一般        40（肢梢）第137号           平成28年 8月 1日
     バラン　さっぽろ二十札幌市西区二十四軒２条４丁目７ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     四軒病院 番２０号 及び指導管理等:有
     011-641-2281  (011-613-7811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5004,1875,3 社会医療法人孝仁会　〒063-0052 一般       276（肢梢）第176号           平成29年12月 1日
     北海道大野記念病院 札幌市西区宮の沢２条１丁目１６ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     番１号 及び指導管理等:有
     011-665-0020  (011-665-0242)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5105,1023,7 医療法人社団　Ｈ・Ｎ〒004-0055 一般        13（肢梢）第82号            平成28年 4月 1日
     ・メディック 札幌市厚別区厚別中央５条６丁目療養         6 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     １ー５ 及び指導管理等:有
     011-801-6660  (011-801-6665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5205,1108,6 医療法人大地小笠原記〒005-0012 （肢梢）第88号            平成28年 4月 1日
     念外来プラザ 札幌市南区真駒内上町１丁目１番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ２５号 及び指導管理等:有
     011-582-1200  (011-582-1215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5305,1187,0 しらかば泌尿器科クリ〒062-0052 （肢梢）第182号           平成30年 4月 1日
     ニック 札幌市豊平区月寒東２条１８丁目 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ７－２３松本メディカル２Ｆ 及び指導管理等:有
     011-855-1100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5405,1306,6 医療法人社団群仁会　〒004-0814 （肢梢）第106号           平成28年 6月 1日
     保坂内科クリニック 札幌市清田区美しが丘４条５丁目 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ３番１５号 及び指導管理等:有
     011-884-7868  (011-888-1555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 下肢末梢動脈疾患指導管理加算　医科］ 平成30年 6月 1日     80

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5505,1345,4 新札幌駅前内科循環器〒004-0052 （肢梢）第52号            平成28年 4月 1日
     札幌市厚別区厚別中央２条５丁目 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ３番４０号新札幌駅前ビル３階 及び指導管理等:有
     011-801-1000  (011-801-1001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5605,1349,6 医療法人大地小笠原記〒005-0013 一般        80（肢梢）第66号            平成28年 4月 1日
     念札幌病院 札幌市南区真駒内緑町１丁目２番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     １号 及び指導管理等:有
     011-583-2000  (011-583-1600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5705,1400,7 医療法人徳洲会　札幌〒004-0041 一般       301（肢梢）第62号            平成28年 4月 1日
     (05,3475,3) 徳洲会病院 札幌市厚別区大谷地東１丁目１番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     １号 及び指導管理等:有
     011-890-1110  (011-896-2202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5805,1464,3 医療法人社団　にれの〒003-0814 一般 （肢梢）第53号            平成28年 4月 1日
     杜クリニック 札幌市白石区菊水上町４条２丁目　　一般    19 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ３５９番１ 及び指導管理等:有
     011-833-1120  (011-833-4120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5905,1478,3 北野循環器クリニック〒004-0866 （肢梢）第96号            平成28年 5月 1日
     札幌市清田区北野６条２丁目１４ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     －１０ 及び指導管理等:有
     011-886-2626  (011-886-2600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6005,1506,1 医療法人社団もなみ　〒005-0805 一般        19（肢梢）第140号           平成28年10月 1日
     もなみクリニック 札幌市南区川沿５条３丁目２番１ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     号 及び指導管理等:有
     011-578-5775  (011-578-5776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6105,1535,0 医療法人徳洲会　札幌〒004-0801 一般        88（肢梢）第174号           平成29年12月 1日
     南徳洲会病院 札幌市清田区里塚１条２丁目２０ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     番１号 及び指導管理等:有
     011-883-0602  (011-883-0642)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6206,1184,5 医療法人大空　札幌ス〒064-0806 一般        50（肢梢）第128号           平成28年 7月 1日
     スキノ病院 札幌市中央区南６条西８丁目５番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     地 及び指導管理等:有
     011-512-2000  (011-512-2001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6307,1000,1 さわむら脳神経・透析〒060-0807 （肢梢）第104号           平成28年 5月 1日
     クリニック 札幌市北区北７条西５丁目７番１ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     号札幌北スカイビル１、２、３、 及び指導管理等:有
     ４、９階
     011-727-4500  (011-727-4501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 下肢末梢動脈疾患指導管理加算　医科］ 平成30年 6月 1日     81

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6410,1027,8 江別市立病院 〒067-8585 一般       278（肢梢）第67号            平成28年 4月 1日
     江別市若草町６番地 精神        59 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     011-382-5151  (011-384-1321) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6510,1345,4 医療法人　渓和会　江〒069-0817 一般       200（肢梢）第43号            平成28年 4月 1日
     別病院 江別市野幌代々木町８１番地の６ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     011-382-1111  (011-382-1118) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6611,1165,4 市立千歳市民病院 〒066-8550 一般       190（肢梢）第171号           平成29年11月 1日
     千歳市北光２丁目１番１号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0123-24-3000  (0123-24-3005) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6711,1173,8 千歳循環器クリニック〒066-0022 （肢梢）第10号            平成28年 4月 1日
     千歳市豊里２丁目８番１号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0123-27-6676  (0123-27-6686) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6811,1193,6 医療法人社団　たけや〒066-0062 （肢梢）第84号            平成28年 4月 1日
     ま腎・泌尿器科クリニ千歳市千代田町７丁目１７８９番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ック 地３千歳ステーションプラザ５階 及び指導管理等:有
     0123-40-1145  (0123-40-1150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6911,1208,2 医療法人社団古泉循環〒066-0062 （肢梢）第143号           平成28年10月 1日
     器内科クリニック 千歳市千代田町３丁目５番地三丁 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     目セントラルビル４Ｆ 及び指導管理等:有
     0123-40-0022  (0123-40-0023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7011,1210,8 医療法人社団豊友会豊〒066-0037 一般        19（肢梢）第151号           平成29年 1月 1日
     友会クリニック 千歳市新富１丁目７番２０号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0123-22-0111  (0123-22-1233) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7112,1042,3 医療法人　北晨会　恵〒061-1395 一般       199（肢梢）第86号            平成28年 4月 1日
     み野病院 恵庭市恵み野西２丁目３番地５ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0123-36-7555  (0123-33-7359) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7212,1072,0 医療法人社団　ひこば〒061-1442 一般        19（肢梢）第177号           平成30年 1月 1日
     えの会　恵庭みどりの恵庭市緑町１丁目５番３号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     クリニック 0123-32-6766  (0123-32-6711) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7312,1085,2 医療法人北晨会　恵み〒061-1409 （肢梢）第21号            平成28年 4月 1日
     野病院附属恵庭クリニ恵庭市黄金南４丁目１番地１ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ック 0123-33-0011  (0123-33-6008) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7412,1100,9 恵庭第一病院 〒061-1447 一般       159（肢梢）第64号            平成28年 4月 1日
     恵庭市福住町１丁目６番６ 療養        40 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0123-34-1155  (0123-32-5740) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 下肢末梢動脈疾患指導管理加算　医科］ 平成30年 6月 1日     82

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7513,1055,3 医療法人社団　Ｈ・Ｎ〒061-1113 （肢梢）第63号            平成28年 4月 1日
     ・メディック北広島 北広島市共栄町５丁目６番１号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     011-372-6660  (011-372-6665) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7614,1003,1 社会福祉法人　函館厚〒040-8611 一般       480（肢梢）第128号           平成28年 7月 1日
     (14,3001,9) 生院　函館五稜郭病院函館市五稜郭町３８番３号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0138-51-2295  (0138-56-2695) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7714,1004,9 函館中央病院 〒040-8585 一般       527（肢梢）第56号            平成28年 4月 1日
     (14,3004,3) 函館市本町３３番２号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0138-52-1231  (0138-54-7520) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7814,1141,9 共愛会病院 〒040-8577 一般       245（肢梢）第159号           平成29年 4月 1日
     (14,3151,2) 函館市中島町７番２１号 療養       133
     0138-51-2111  (0138-51-2631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7914,1563,4 医療法人社団　すどう〒041-0821 一般        19（肢梢）第2号             平成28年 4月 1日
     腎・泌尿器クリニック函館市港町１丁目２１番２２号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0138-40-3131  (0138-40-9331) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8014,1675,6 市立函館病院 〒041-8680 一般       582（肢梢）第118号           平成28年 6月 1日
     (14,3664,4) 函館市港町１丁目１０番１号 精神        50 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0138-43-2000  (0138-43-4434) 結核        10 及び指導管理等:有
     一般（感染）
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8114,1755,6 医療法人社団　守一会〒041-0802 （肢梢）第124号           平成28年 7月 1日
     　北美原クリニック 函館市石川町３５０番地１８ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0138-34-6677  (0138-34-6006) 及び指導管理等:有
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8214,1783,8 五稜郭ネフロクリニッ〒041-0851 （肢梢）第12号            平成28年 4月 1日
     ク 函館市本通１丁目７番２０号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0138-31-1717  (0138-31-1788) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8314,1785,3 医療法人社団　美原腎〒041-0806 （肢梢）第164号           平成29年 7月 1日
     泌尿器科 函館市美原２丁目１３番８号函館 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     メディカルビル 及び指導管理等:有
     0138-46-5657  (0138-47-5912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8414,1789,5 医療法人　雄心会　函〒040-0064 （肢梢）第132号           平成28年 7月 1日
     館おおてまちクリニッ函館市大手町１番２１号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ク 0138-23-1062  (0138-23-3382) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 下肢末梢動脈疾患指導管理加算　医科］ 平成30年 6月 1日     83

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8514,1813,3 医療法人社団　浩正会〒041-0801 一般        19（肢梢）第119号           平成28年 6月 1日
     　函館泌尿器科 函館市桔梗町４１８番地１４２ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0138-47-7711  (0138-47-7701) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8614,1828,1 やまだクリニック 〒042-0932 （肢梢）第179号           平成30年 1月 1日
     函館市湯川町１丁目１７番２７号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0138-59-5800  (0138-59-5851) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8714,1855,4 医療法人社団三桜会む〒041-0841 （肢梢）第191号           平成30年 5月 1日
     とう日吉が丘クリニッ函館市日吉町２丁目１番２号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ク 0138-30-6011  (0138-30-6012) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8815,1070,7 八雲総合病院 〒049-3197 一般       203（肢梢）第178号           平成30年 1月 1日
     (14,3384,9) 二海郡八雲町東雲町５０番地 精神       100 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0137-63-2185  (0137-62-2753) 一般（感染） 及び指導管理等:有
                  4
     療養        40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8915,1304,0 医療法人社団　三木内〒041-1121 （肢梢）第13号            平成28年 4月 1日
     科泌尿器科クリニック亀田郡七飯町大中山３丁目２５３ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     －６ 及び指導管理等:有
     0138-65-5000  (0138-65-5800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9015,1315,6 医療法人　雄心会　新〒049-2222 一般        41（肢梢）第150号           平成29年 1月 1日
     都市砂原病院 茅部郡森町字砂原１丁目３０番地療養        42 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ５９ 及び指導管理等:有
     01374-8-3131  (01374-8-3134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9115,1348,7 木古内町国民健康保険〒049-0422 一般        99（肢梢）第117号           平成28年 6月 1日
     (14,3769,1) 病院 上磯郡木古内町字本町７１０番地 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     01392-2-2079  (01392-2-6025) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9216,1089,5 北海道立江差病院 〒043-0022 一般       146（肢梢）第167号           平成29年 9月 1日
     檜山郡江差町字伏木戸町４８４番精神        48 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     地 一般（感染） 及び指導管理等:有
     0139-52-0036  (0139-52-0098)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9317,1036,4 医療法人　財団　明理〒049-4501 療養       120（肢梢）第165号           平成29年 7月 1日
     会　道南ロイヤル病院久遠郡せたな町北檜山区北檜山３一般        54 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ２２の４ 及び指導管理等:有
     01378-4-5011  (01378-4-6911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9420,1336,2 医療法人　ひまわり会〒047-0261 一般       142（肢梢）第173号           平成29年12月 1日
     　札樽病院 小樽市銭函３丁目２９８番地 療養        28 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0134-62-5851  (0134-62-5889) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 下肢末梢動脈疾患指導管理加算　医科］ 平成30年 6月 1日     84

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9520,1343,8 医療法人社団　三ツ山〒047-0032 療養        40（肢梢）第78号            平成28年 4月 1日
     病院 小樽市稲穂１丁目９番２号 介護        41 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0134-23-1289  (0134-24-0293) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9620,1349,5 おたる泌尿器科クリニ〒047-0032 （肢梢）第160号           平成29年 4月 1日
     ック 小樽市稲穂３丁目７の４
     0134-25-7557  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9720,1419,6 医療法人　うのクリニ〒047-0015 一般        14（肢梢）第71号            平成28年 4月 1日
     ック 小樽市住吉町７番５号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0134-33-6586  (0134-24-4439) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9820,1483,2 医療法人社団北光会　〒047-0152 一般        95（肢梢）第135号           平成28年 8月 1日
     (20,3303,6) 朝里中央病院 小樽市新光１丁目２１番５号 療養        60 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0134-54-6543  (0134-52-3951) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9920,1495,6 社会福祉法人恩賜財団〒047-0008 一般       258（肢梢）第162号           平成29年 5月 1日
     済生会支部　北海道済小樽市築港１０番１号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     生会小樽病院 0134-25-4321  (0134-25-2888) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10023,1091,7 医療法人　岩内大浜医〒045-0001 一般        19（肢梢）第25号            平成28年 4月 1日
     院 岩内郡岩内町字大浜６番地１ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0135-61-2081  (0135-61-2085) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10125,1068,0 医療法人社団　田中内〒046-0021 （肢梢）第5号             平成28年 4月 1日
     科医院 余市郡余市町浜中町２０５番地３ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0135-22-6125  (0135-23-3388) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10229,1006,2 旭川赤十字病院 〒070-8530 一般       480（肢梢）第180号           平成30年 2月 1日
     (29,3519,8) 旭川市曙１条１丁目１番１号 精神        40 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0166-22-8111  (0166-24-4648) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10329,1099,7 市立旭川病院 〒070-0029 一般       316（肢梢）第172号           平成29年11月 1日
     (29,3826,7) 旭川市金星町１丁目１番６５号 精神       100 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0166-24-3181  (0166-27-8505) 一般（感染） 及び指導管理等:有
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10429,1457,7 ＪＡ北海道厚生連　旭〒078-8211 一般       539（肢梢）第40号            平成28年 4月 1日
     川厚生病院 旭川市１条通２４丁目１１１番地 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ３ 及び指導管理等:有
     0166-33-7171  (0166-33-6075)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10529,1483,3 医療法人社団　腎愛会〒070-0061 一般        14（肢梢）第24号            平成28年 4月 1日
     　だてクリニック 旭川市曙１条５丁目１番２号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0166-22-1515  (0166-22-1549) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 下肢末梢動脈疾患指導管理加算　医科］ 平成30年 6月 1日     85

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10629,1568,1 医療法人社団　慶友会〒070-0054 一般       263（肢梢）第189号           平成30年 4月 1日
     (29,3613,9) 　吉田病院 旭川市４条西４丁目１番２号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0166-25-1115  (0166-25-4650) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10729,1583,0 医療法人社団　旭川泌〒071-8131 一般        19（肢梢）第120号           平成28年 6月 1日
     尿器科クリニック 旭川市末広１条４丁目１番３号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0166-53-7007  (0166-59-2213) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10829,1650,7 医療法人社団　幾晃会〒078-8214 一般        19（肢梢）第79号            平成28年 4月 1日
     　木原循環器科内科医旭川市４条通２２丁目１１８番地 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     院 0166-35-5555  (0166-35-0428) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10929,1695,2 医療法人　恒貴会　神〒070-8013 （肢梢）第169号           平成29年11月 1日
     居やわらぎ泌尿器科 旭川市神居３条９丁目１番３号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0166-63-2225  (0166-62-5848) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11029,1717,4 医療法人社団　恩和会〒070-8061 一般        54（肢梢）第175号           平成29年12月 1日
     (29,3754,1) 　旭川高砂台病院 旭川市高砂台１丁目１番２２号 療養        42 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0166-61-5700  (0166-61-5089) 介護        97 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11129,1783,6 医療法人　恒貴会　東〒078-8343 （肢梢）第168号           平成29年11月 1日
     光やわらぎ泌尿器科 旭川市東光３条６丁目１番１号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0166-37-0300  (0166-37-0301) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11229,1839,6 医療法人社団　及川医〒078-8234 一般        19（肢梢）第6号             平成28年 4月 1日
     院 旭川市豊岡４条８丁目３番１号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0166-35-2661  (0166-35-2661) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11329,1851,1 医療法人仁友会　北彩〒070-0030 一般       116（肢梢）第148号           平成28年12月 1日
     都病院 旭川市宮下通９丁目２番１号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0166-26-6411  (0166-26-1047) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11429,1920,4 医療法人クリスタル橋〒070-0031 （肢梢）第26号            平成28年 4月 1日
     内科クリニック 旭川市１条通６丁目７８番地１ク 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     リスタルビル２階、３階 及び指導管理等:有
     0166-22-9600  (0166-23-7112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11530,1110,0 社会福祉法人　北海道〒076-8765 一般       195（肢梢）第44号            平成28年 4月 1日
     社会事業協会富良野病富良野市住吉町１番３０号 一般（感染） 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     院 0167-23-2181  (0167-22-4256)              4 及び指導管理等:有
     療養        56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11631,1107,4 比布町立ぴっぷクリニ〒078-0343 一般        15（肢梢）第73号            平成28年 4月 1日
     ック 上川郡比布町中町１丁目２番１０療養         4 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     号 及び指導管理等:有
     0166-85-2222  (0166-58-9120)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 下肢末梢動脈疾患指導管理加算　医科］ 平成30年 6月 1日     86

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11735,1204,0 社会医療法人　母恋　〒051-8501 一般       387（肢梢）第103号           平成28年 5月 1日
     (35,3178,0) 日鋼記念病院 室蘭市新富町１丁目５番１３号 療養        92 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0143-24-1331  (0143-22-5296) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11835,1256,0 東室蘭サテライトクリ〒050-0083 一般         1（肢梢）第69号            平成28年 4月 1日
     ニック 室蘭市東町５丁目３番地５号 療養        16 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0143-41-2121  (0143-41-2120) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11935,1279,2 市立室蘭総合病院 〒051-8512 一般       401（肢梢）第138号           平成28年 8月 1日
     室蘭市山手町３丁目８番１号 結核        24 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0143-25-3111  (0143-22-6867) 精神       120 及び指導管理等:有
     一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12035,1317,0 登別記念病院 〒059-0012 療養       120（肢梢）第87号            平成28年 4月 1日
     登別市中央町１丁目１番地４ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0143-81-3000  (0143-88-3000) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12135,1354,3 伊丹腎クリニック 〒059-0026 （肢梢）第105号           平成28年 5月 1日
     登別市若山町４丁目４３番２ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0143-84-4321  (0143-84-4334) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12236,1286,5 医療法人社団　苫小牧〒053-0054 一般        19（肢梢）第33号            平成28年 4月 1日
     泌尿器科・循環器内科苫小牧市明野新町２丁目１番１２ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     号 及び指導管理等:有
     0144-57-0455  (0144-57-8855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12336,1293,1 王子総合病院 〒053-0021 一般       440（肢梢）第47号            平成28年 4月 1日
     (36,3234,9) 苫小牧市若草町３丁目４番８号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0144-32-8111  (0144-32-7119) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12436,1365,7 苫小牧市立病院 〒053-8567 一般       378（肢梢）第125号           平成28年 7月 1日
     (36,3286,9) 苫小牧市清水町１丁目５番２０号一般（感染） 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0144-33-3131  (0144-34-7511)              4 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12536,1402,8 医療法人社団朋裕会と〒053-0005 （肢梢）第187号           平成30年 4月 1日
     よた腎泌尿器科クリニ苫小牧市元中野町２丁目１７番１ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ック ２号 及び指導管理等:有
     0144-31-2000  (0144-31-2121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12637,1155,0 医療法人社団　いぶり〒052-0022 一般        19（肢梢）第90号            平成28年 4月 1日
     腎泌尿器科クリニック伊達市梅本町２番地１５ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0142-21-1400  (0142-21-1401) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 下肢末梢動脈疾患指導管理加算　医科］ 平成30年 6月 1日     87

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12738,1027,9 日高町立門別国民健康〒059-2121 一般        34（肢梢）第133号           平成28年 7月 1日
     保険病院 沙流郡日高町門別本町２９番地の 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ９ 及び指導管理等:有
     01456-2-5311  (01456-2-5812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12838,1134,3 医療法人　静仁会　静〒056-0005 一般       110（肢梢）第107号           平成28年 6月 1日
     仁会　静内病院 日高郡新ひだか町静内こうせい町療養        89 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     １丁目１０番２７号 及び指導管理等:有
     0146-42-0701  (0146-43-2168)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12941,1067,9 総合病院　釧路赤十字〒085-8512 一般       431（肢梢）第152号           平成29年 2月 1日
     (41,3322,2) 病院 釧路市新栄町２１番１４号 精神        58 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0154-22-7171  (0154-24-7880) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13041,1183,4 道東勤医協　釧路協立〒085-0055 一般       135（肢梢）第170号           平成29年11月 1日
     病院 釧路市治水町３番１４号 療養        45
     0154-24-6811  (0154-25-8500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13141,1185,9 市立釧路総合病院 〒085-0822 一般       535（肢梢）第163号           平成29年 5月 1日
     (41,3270,3) 釧路市春湖台１番１２号 精神        94 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0154-41-6121  (0154-41-4080) 一般（感染） 及び指導管理等:有
                  4
     結核        10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13241,1209,7 釧路泌尿器科クリニッ〒085-0821 一般    （肢梢）第98号            平成28年 5月 1日
     ク 釧路市鶴ケ岱２丁目８番１１号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0154-41-1113  及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13341,1237,8 社会医療法人孝仁会　〒084-0912 一般        42（肢梢）第91号            平成28年 4月 1日
     星が浦病院 釧路市星が浦大通３丁目９番１３療養        93 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     号 及び指導管理等:有
     0154-54-2500  (0154-54-2510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13441,1308,7 社会医療法人孝仁会　〒085-0062 一般       235（肢梢）第29号            平成28年 4月 1日
     釧路孝仁会記念病院 釧路市愛国１９１番２１２号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0154-39-1222  (0154-39-0330) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13541,1315,2 医療法人社団　林田ク〒085-0004 一般        10（肢梢）第75号            平成28年 4月 1日
     リニック 釧路市新富町１番７号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0154-24-7173  (0154-25-2959) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13642,1083,4 町立中標津病院 〒086-1110 一般       199（肢梢）第157号           平成29年 3月 1日
     標津郡中標津町西１０条南９丁目 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     １番地１ 及び指導管理等:有
     0153-72-8200  (0153-73-5398)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 下肢末梢動脈疾患指導管理加算　医科］ 平成30年 6月 1日     88

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13742,1093,3 知床らうす国民健康保〒086-1823 一般        14（肢梢）第110号           平成28年 6月 1日
     険診療所 目梨郡羅臼町栄町１００番地８３ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0153-87-2116  (0153-87-3550) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13846,1041,3 ＪＡ北海道厚生連　帯〒080-0016 一般       672（肢梢）第141号           平成28年10月 1日
     広厚生病院 帯広市西６条南８丁目１番地 精神        70 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0155-24-4161  (0155-25-7851) 一般（感染） 及び指導管理等:有
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13946,1253,4 医療法人進和会　西２〒080-0012 一般        28（肢梢）第51号            平成28年 4月 1日
     条腎泌尿器科病院 帯広市西２条南２丁目１０番地 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0155-27-2301  (0155-22-6776) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14046,1301,1 医療法人　新緑通りは〒080-0026 （肢梢）第7号             平成28年 4月 1日
     やし内科 帯広市西１６条南４丁目４４番１ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     号 及び指導管理等:有
     0155-33-0077  (0155-36-0077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14146,1307,8 社会医療法人　北斗　〒080-0833 一般       221（肢梢）第50号            平成28年 4月 1日
     (47,3415,1) 北斗病院 帯広市稲田町基線７番地５ 療養        46 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0155-48-8000  (0155-49-2121) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14246,1320,1 公益財団法人北海道医〒080-0014 一般       247（肢梢）第144号           平成28年11月 1日
     (47,3430,0) 療団　帯広第一病院 帯広市西４条南１５丁目１７番地 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ３ 及び指導管理等:有
     0155-25-3121  (0155-25-1172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14346,1329,2 社会福祉法人　北海道〒080-0805 一般       300（肢梢）第166号           平成29年 8月 1日
     社会事業協会　帯広病帯広市東５条南９丁目２番地 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     院 0155-22-6600  (0155-24-7076) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14446,1332,6 医療法人社団　高山泌〒080-0015 一般        12（肢梢）第158号           平成29年 4月 1日
     尿器科 帯広市西５条南３６丁目３番８号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0155-47-1117  (0155-47-1119) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14546,1355,7 さわい内科循環器科ク〒080-0020 （肢梢）第15号            平成28年 4月 1日
     リニック 帯広市西１０条南１７丁目１番地 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0155-21-0381  (0155-21-3801) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14646,1359,9 医療法人社団　ぶどう〒080-0837 一般        19（肢梢）第146号           平成28年12月 1日
     の会　いのちの木クリ帯広市南の森西９丁目１３番１号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ニック 0155-49-3622  (0155-47-8066) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14746,1370,6 帯広東内科循環器科ク〒080-0813 （肢梢）第27号            平成28年 4月 1日
     リニック 帯広市東１３条南６丁目１番地２ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ５ 及び指導管理等:有
     0155-27-0808  (0155-27-0809)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 下肢末梢動脈疾患指導管理加算　医科］ 平成30年 6月 1日     89

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14847,1027,0 清水赤十字病院 〒089-0195 一般        92（肢梢）第129号           平成28年 7月 1日
     上川郡清水町南２条２丁目１ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0156-62-2513  (0156-62-4460) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14947,1040,3 公立芽室病院 〒082-0014 一般       150（肢梢）第60号            平成28年 4月 1日
     河西郡芽室町東４条３丁目５番地 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0155-62-2811  (0155-62-5843) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15047,1285,4 医療法人社団　慈弘会〒089-2105 （肢梢）第4号             平成28年 4月 1日
     　森クリニック 広尾郡大樹町字大樹６番地２２ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     01558-6-5811  (01558-6-5812) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15147,1288,8 医療法人　徳洲会　帯〒080-0302 一般       152（肢梢）第102号           平成28年 5月 1日
     (47,3495,3) 広徳洲会病院 河東郡音更町木野西通１４丁目２ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     番地１ 及び指導管理等:有
     0155-32-3030  (0155-32-3522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15247,1310,0 医療法人社団典俊会　〒080-0302 （肢梢）第100号           平成28年 5月 1日
     とかち泌尿器科 河東郡音更町木野西通１５丁目５ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     番９０ 及び指導管理等:有
     0155-32-3232  (0155-32-3300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15350,1184,3 医療法人社団　煌生会〒090-0836 一般        19（肢梢）第70号            平成28年 4月 1日
     　北見循環器クリニッ北見市東三輪３丁目１７番地１ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ク 0157-31-5800  (0157-31-5888) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15450,1241,1 いわもと循環器クリニ〒090-0065 （肢梢）第116号           平成28年 6月 1日
     ック 北見市寿町３丁目３番１０号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0157-26-1030  (0157-26-1031) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15550,1270,0 小林病院 〒090-8567 一般       256（肢梢）第81号            平成28年 4月 1日
     北見市北３条西４丁目２番地 療養        44 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0157-23-5171  (0157-61-8071) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15650,1275,9 北見北斗病院 〒090-0045 療養        64（肢梢）第142号           平成28年10月 1日
     北見市北５条西１丁目６番地 介護        11 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0157-23-3225  (0157-23-3113) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15752,1001,5 美幌町立国民健康保険〒092-0004 一般        99（肢梢）第190号           平成30年 4月 1日
     病院 網走郡美幌町字仲町２丁目３８番 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     地の１ 及び指導管理等:有
     0152-73-4111  (0152-72-3595)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15853,1002,1 ＪＡ北海道厚生連　網〒093-0076 一般       353（肢梢）第127号           平成28年 7月 1日
     走厚生病院 網走市北６条西１丁目９番地 一般（感染） 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0152-43-3157  (0152-43-6586)              2 及び指導管理等:有



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 下肢末梢動脈疾患指導管理加算　医科］ 平成30年 6月 1日     90

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15953,1164,9 小清水赤十字病院 〒099-3626 一般        49（肢梢）第130号           平成28年 7月 1日
     斜里郡小清水町字小清水６４５番療養        50 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     １６ 及び指導管理等:有
     0152-62-2121  (0152-62-3144)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16054,1069,8 ＪＡ北海道厚生連　遠〒099-0404 一般       285（肢梢）第41号            平成28年 4月 1日
     軽厚生病院 紋別郡遠軽町大通北３丁目１番５療養        50 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     号 一般（感染） 及び指導管理等:有
     01584-2-4101  (01584-2-8396)              2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16157,1030,3 岩見沢市立総合病院 〒068-8555 一般       365（肢梢）第95号            平成28年 5月 1日
     岩見沢市９条西７丁目２番地 精神       115 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0126-22-1650  (0126-25-0886) 一般（感染） 及び指導管理等:有
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16257,1188,9 医療法人社団　腎友会〒068-0028 一般        19（肢梢）第49号            平成28年 4月 1日
     　岩見沢クリニック 岩見沢市８条西１０丁目８番地１ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0126-24-8811  (0126-24-8005) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16358,1001,2 栗山赤十字病院 〒069-1513 一般        96（肢梢）第83号            平成28年 4月 1日
     夕張郡栗山町朝日３丁目２番地 療養        40 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0123-72-1015  (0123-72-1125) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16460,1027,3 市立三笠総合病院 〒068-2194 一般        91（肢梢）第39号            平成28年 4月 1日
     三笠市宮本町４８９番地の１ 療養        43 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     01267-2-3131  (01267-2-2493) 精神        65 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16561,1004,0 市立美唄病院 〒072-8555 一般        53（肢梢）第36号            平成28年 4月 1日
     美唄市西２条北１丁目１番１号 療養        45 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0126-63-4171  (0126-63-4300) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16664,1142,2 北海道立羽幌病院 〒078-4123 一般       120（肢梢）第28号            平成28年 4月 1日
     苫前郡羽幌町栄町１１０番地 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0164-62-6060  (0164-62-6050) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16764,1143,0 社会医療法人孝仁会　〒077-0007 一般        19（肢梢）第186号           平成30年 4月 1日
     留萌セントラルクリニ留萌市栄町１丁目５番１２号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     ック 0164-43-9500  (0164-43-5655) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16867,1129,2 利尻島国保中央病院 〒097-0401 一般        42（肢梢）第156号           平成29年 3月 1日
     利尻郡利尻町沓形字緑町１１番地 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     01638-4-2626  (01638-4-2640) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 下肢末梢動脈疾患指導管理加算　医科］ 平成30年 6月 1日     91

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16971,1046,0 砂川市立病院 〒073-0196 一般       408（肢梢）第30号            平成28年 4月 1日
     (71,3364,1) 砂川市西４条北３丁目１番１号 結核         6 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0125-54-2131  (0125-54-0101) 精神        80 及び指導管理等:有
     一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17072,1005,4 あかびら市立病院 〒079-1136 一般        60（肢梢）第161号           平成29年 4月 1日
     赤平市本町３丁目２番地 療養        60
     0125-32-3211  (0125-32-1141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17175,1001,6 滝川市立病院 〒073-0022 一般       270（肢梢）第139号           平成28年10月 1日
     滝川市大町２丁目２番３４号 精神        44 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0125-22-4311  (0125-24-6010) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17275,1080,0 医療法人　祐仁会　石〒073-0045 （肢梢）第19号            平成28年 4月 1日
     田クリニック 滝川市有明町２丁目４番４５号 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0125-24-2125  (0125-24-2126) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17376,1043,6 医療法人はまなす　は〒061-3284 一般         9（肢梢）第123号           平成28年 7月 1日
     まなす医院 石狩市花畔４条１丁目１４１番地 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     １ 及び指導管理等:有
     0133-64-6622  (0133-64-6623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17476,1052,7 石狩病院 〒061-3213 一般       110（肢梢）第147号           平成28年11月 1日
     石狩市花川北３条３丁目６番地１ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0133-74-8611  (0133-74-8614) 及び指導管理等:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


