
第８章　別表

別表２１　在宅療養支援病院及び在宅療養支援診療所一覧

（令和３年２月１日現在）
第三次
医療圏

第二次
医療圏

所　 管
保健所

病　　　　　　　院

道 南 南 渡 島 市立函館
道南勤医協　函館稜北病院
※①

医療法人社団　守一会　北
美原クリニック※①

深瀬医院※①

医療法人敬仁会　函館おしま
病院※②

ケアプラザ新函館・たけだク
リニック※②

医療法人社団　ごとう内科
胃腸科

医療法人亀田病院
医療法人社団　山樹会　平
山医院

医療法人　大庚会　こんクリ
ニック時任

小笹内科医院 みなと内科脳外科医院

医療法人社団イースト　か
たやま内科消化器科

菅原内科クリニック

黒田クリニック ひでしま内科クリニック

久保田内科医院 ききょう内科クリニック

ベーネ函館クリニック 川添消化器内科クリニック

たかさわ糖尿病内科クリ
ニック

医療法人社団北裕会函館
パートナークリニック

渡 島
吉岡診療所小笠原内科消
化器科クリニック

医療法人社団　宮村内科
医院

医療法人社団　遠藤内科
医院

海老沢医院

医療法人社団　きむらクリ
ニック

道 央 札 幌 札 幌 市

医療法人大空　札幌ススキノ
病院※②

札幌中央ファミリークリニッ
ク※②

札幌麻酔クリニック※②

医療法人　讃生会　宮の森
記念病院

医療法人新産健会　旭ヶ丘
在宅クリニック※②

いまいホームケアクニック
※②

一般財団法人　札幌同交会
病院

医療法人社団豊生会　苗穂駅
前内科クリニック※②

医療法人社団円山公園内
科　啓明クリニック※②

医療法人財団　老蘇会　静
明館診療所※②

まるやま在宅クリニック※②

ごう在宅クリニック※②
ファミリークリニックさっぽろ
山鼻※②

医療法人社団　旭山内科ク
リニック

エルム内科循環器クリニッ
ク

医療法人社団　仁誠会　東
邦内科クリニック

医療法人社団慈昂会　昂
希内科クリニック

田代内科呼吸器科クリニッ
ク

医療法人　石山通内科クリ
ニック

医療法人社団　円山公園
内科

医療法人社団千風会　ちあき
内科・呼吸器科ｸﾘﾆｯｸ

桜井内科・胃腸内科
医療法人社団アリビオ　桑園ク
リニック

創世内科クリニック
医療法人たんぽぽ会　あおぞら訪
問診療クリニック

社会医療法人社団　三草会　ク
ラークウェルネスクリニック 松家内科小児科医院

時計台記念クリニック 時計台ホームクリニック

ゆうしん内科クリニック

医療法人社団翔嶺館　札幌
優翔館病院

医療法人社団　新琴似内
科クリニック※②

医療法人社団　ゆりがはら
内科ｹｱ＆ｸﾘﾆｯｸ※②

［医療機関名公表基準］

　診療報酬上の在宅療養支援病院及び在宅療養支援診療所

診　　　療　　　所

中央区

北　区
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第８章　別表

（別表２１　在宅療養支援病院及び在宅療養支援診療所一覧）
第三次
医療圏

第二次
医療圏

所　 管
保健所

病　　　　　　　院

道 央 札 幌 札 幌 市

医療法人社団　眞明会　今
医院※②

総合診療クリニック※②

医療法人　訪友会　さっぽ
ろ在宅医療ｸﾘﾆｯｸ※②

ここハートクリニック※②

小石川クリニック※②
医療法人新産健会　きた在
宅クリニック

医療法人社団　萌水会　Ｍ
ＯＥ内科循環器ｸﾘﾆｯｸ

医療法人社団　阿部内科
医院

医療法人社団　健志会　し
のろ駅前医院

勤医協札幌北区ぽぷらクリ
ニック

メディック北札幌
さっぽろ内科・リウマチ膠原
病クリニック

いわなみ在宅緩和ケアクリ
ニック

医療法人社団　豊生会　東
苗穂病院※②

医療法人社団　八田内科
※②

医療法人新産健会　ひがし
在宅クリニック※②

医療法人社団　鈴木内科
循環器クリニック※②

勤医協伏古１０条クリニック
※②

栄町ファミリークリニック※②
医療法人社団　平澤内科
呼吸器科クリニック※②

医療法人社団豊生会　東
苗穂たんぽぽｸﾘﾆｯｸ※②

医療法人社団豊生会　豊生会
元町総合クリニック※②

Ａ１Ｃｌｉｎｉｃ※②
よつば家庭医療クリニック
※②

医療法人社団　曙　札幌北
１４条クリニック※②

札幌シティクリニック※②

医療法人社団　佳生会　こだま在
宅内科緩和ｹｱｸﾘﾆｯｸ※②

医療法人社団豊生会
東雁来すこやかクリニック※②

みきファミリークリニック※②
医療法人社団豊生会　丘
珠明陽医院※②

医療法人社団　山本内科
眼科クリニック

医療法人社団　野沢医院

さかえまち西診療所 新道東おおた内科

新生クリニック
社会医療法人禎心会　禎
心会北４４条クリニック

星のかがやきクリニック
医療法人社団慈昂会　新
道東在宅診療クリニック

医療法人為久会　札幌共
立医院

勤医協札幌病院※②
勤医協平和通りクリニック
※②

医療法人社団　きよみず公
園クリニック※②

医療法人　資生会　よつば
クリニック※②

医療法人社団　響　さくら内
科クリニック※②

いろは診療所※②
菊水内科循環器クリニック
※②

ごう内科クリニッック※②
医療法人東札幌病院　ﾍﾙｽｹｱ
ｸﾘﾆｯｸ光※②

ゆきのはな内科クリニック
※②

医療法人社団ありがとうの風　在
宅療養支援診療所　くまさんｸﾘﾆｯｸ
※②

医療法人徳洲会　ホームケ
アクリニック札幌※②

おおきな木ホームクリニック
※②

医療法人社団　南郷医院 さとわ内科クリニック

北　区

診　　　療　　　所

東　区

白石区
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第８章　別表

（別表２１　在宅療養支援病院及び在宅療養支援診療所一覧）
第三次
医療圏

第二次
医療圏

所　 管
保健所

病　　　　　　　院

道 央 札 幌 札 幌 市

北海道医療生活協同組合
緑愛クリニック

医療法人社団　長伸会　札
幌あかしあクリニック

川下ばく内科
医療法人社団　アイリス内
科クリニック

エイジホームケアクリニック
医療法人社団　清香会　おおしま
内科胃腸科クリニック

ＨＯＭＥ　ＣＡＲＥ　ＣＬＩＮＩＣ　ＮーＣ
ＯＮＣＥＰＴ

医療法人　北志会　札幌ライ
ラック病院※①

勤医協月寒ファミリークリ
ニック※②

旭町医院※②

社会医療法人　恵和会　西
岡病院※②

厚生診療所※②
医療法人社団　醫王会　緑
の街診療所※②

医療法人社団　札幌朗愛会
札幌朗愛会病院

医療法人　ひらぎし在宅クリ
ニック※②

西岡水源池通りクリニック
※②

医療法人社団日本医療大学
日本医療大学病院

医療法人新産健会　スマイ
ル健康クリニック※②

しらかば台月寒東クリニック
※②

医療法人社団　上村内科
医院

医療法人社団　さいぜん内
科循環器科クリニック

医療法人社団　愛和会　愛
内科クリニック

医療法人社団　拓心会　紺
野整形外科クリニック

医療法人社団　とよひら公
園内科クリニック

三浦内科循環器クリニック

医療法人社団　仁誠会　美
園クリニック

コンフォート豊平クリニック

小笠原医院 博佑内科クリニック

ひらぎし環状通りクリニック
医療法人社団　はせがわ
内科クリニック

なかざとホームケアクリニッ
ク

定山渓病院
医療法人一仁会　南札幌
脳神経外科※②

医療法人社団もなみ　もな
みクリニック※②

医療法人為久会　札幌共立
五輪橋病院

さっぽろみなみホームケア
クリニック※②

札幌さがクリニック※②

医療法人大地　札幌真駒内
病院

医療法人社団　もいわ内科
医院

医療法人　一光会　幸内科
クリニック

医療法人大地　澄川診療
所

真駒内クリニック

医療法人社団　栄会　ﾍﾙｽ
ｹｱｸﾘﾆｯｸ札幌南

クリニック　あい

勤医協　札幌西区病院※①
医療法人社団友善会　琴
似ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ※①

医療法人新産健会　ことに・ﾒﾃﾞｨｶ
ﾙ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｸﾘﾆｯｸ※②

医療法人社団静和会
静和記念病院※①

ホサナファミリークリニック
※②

そとかわ内科クリニック

医療法人社団北裕会　札幌
記念病院※①

医療法人社団　ひろ内科循
環器科クリニック

北海道在宅医療クリニック

ゆきのかなでクリニック
内科・消化器内科　Ｋクリ
ニック

医療法人　潤和会　札幌ひ
ばりが丘病院※②

医療法人社団秀和会　ファミリーク
リニックこころ※②

札幌おおぞらクリニック※
②

医療法人豊和会　新札幌豊
和会病院※②

ひばり緩和ケアクリニック※
②

医療法人社団緑稜会　みど
りクリニック※②

厚別区

豊平区

白石区

南　区

西　区

診　　　療　　　所
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第８章　別表

（別表２１　在宅療養支援病院及び在宅療養支援診療所一覧）
第三次
医療圏

第二次
医療圏

所　 管
保健所

病　　　　　　　院

道 央 札 幌 札 幌 市

勇気会医療法人　北央病院 さっぽろ厚別通内科
医療法人社団　仁誠会　もみじ
台内科・胃腸内科ｸﾘﾆｯｸ

医療法人社団　翔嶺館　新
札幌聖陵ホスピタル

もみじ台クリニック 桜台クリニック

医療法人　秀友会　札幌秀
友会病院

医療法人　渓仁会　手稲家
庭医療クリニック※①

生涯医療クリニックさっぽろ
※①

医療法人社団　星置駅前
内科医院

医療法人社団　展望会　ほ
しおき整形

医療法人社団　おちあい内
科・消化器内科医院

医療法人社団香友会　富
丘まごころ内科ｸﾘﾆｯｸ

医療法人　尚仁会　真栄病
院※②

医療法人社団　鈴木内科
医院※②

医療法人せせらぎ　札幌在
宅ｸﾘﾆｯｸそよ風※②

医療法人徳洲会　札幌南徳
洲会病院※②

北野循環器クリニック
医療法人社団向日葵　活き粋在宅
クリニック平岡診療所

北海道医療生協　札幌緑愛
病院
社会医療法人　札幌清田病
院

江 別
医療法人社団　恵愛会　茨
戸病院

社会医療法人関愛会　江
別訪問診療所※①

医療法人健康会　おおあさ
クリニック

医療法人　喬成会　花川病
院

医療法人　はるにれ　北町
クリニック

えべつ神経内科

石狩幸惺会病院 ないとうクリニック
医療法人社団北孔会　のっ
ぽろクリニック

石狩病院
医療法人新産健会おおあさ
皮フ科クリニック

医療法人社団ふとみクリ
ニック

すこやかクリニック新篠津 青木クリニック

医療法人秀友会　いしかり
脳神経外科クリニック

医療法人社団立石クリニッ
ク

医療法人バークシャー　み
き内科クリニック

千 歳
医療法人社団　翔仁会　輪
厚三愛病院※②

向陽台ファミリークリニック
※②

医療法人社団向日葵活き粋在宅ク
リニック千歳診療所※②

社会医療法人　即仁会　北
広島病院

ささえるクリニックきたひろ
※②

医療法人社団緩和ケアクリ
ニック・恵庭※②

医療法人社団　ひこばえの会　恵
庭みどりのクリニック しののめクリニック

社会医療法人即仁会　広
葉クリニック

医療法人社団　よしき内科
消化器クリニック

北の台クリニック

後 志 小 樽 市
医療法人社団北光会　朝里
中央病院

医療法人社団　消化器科・
内科髙橋医院※②

医療法人社団　阿久津内
科医院※②

医療法人社団　島田脳神
経外科※②

医療法人社団　谷口内科
医院※②

医療法人社団　松島内科
※②

医療法人社団　髙村内科
医院※②

医療法人社団　一視同仁会
札樽・すがた医院※②

医療法人社団　梅ヶ枝内
科・眼科クリニック※②

本間内科医院※②
医療法人社団　安達内科
医院

医療法人社団　小野内科
医院

脳神経外科おたる港南クリ
ニック

なつい胃腸内科・歯科クリ
ニック

倶 知 安
黒松内町国保くろまつない
ブナの森診療所※①

寿都町立寿都診療所

清田区

診　　　療　　　所

厚別区

手稲区
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第８章　別表

（別表２１　在宅療養支援病院及び在宅療養支援診療所一覧）
第三次
医療圏

第二次
医療圏

所　 管
保健所

病　　　　　　　院

道 央 後 志 倶 知 安
医療法人社団　健仁会　森
内科胃腸科医院

医療法人社団　田中内科
医院

医療法人社団　滋恒会　中
島内科

わたなべ内科医院

医療法人社団倫仁会　小
嶋内科

南 空 知 岩 見 沢 市立美唄病院
国民健康保険由仁町立診
療所※①

こじま内科クリニック※②

国民健康保険町立南幌病院
ささえるクリニック岩見沢※
②

医療法人社団すずかけ会
松藤医院※②

夕張市立診療所※②
医療法人社団　緑稜会　長
沼内科消化器科※②

医療法人社団エリヤ会　北
五条医院

医療法人社団　健伸会　東
町ﾌｧﾐﾘｰ・ｸﾘﾆｯｸ

医療法人社団　健伸会　栗
沢町美流渡診療所

石川内科・循環器科クリ
ニック

田中クリニック 海老原医院

すこやかクリニック上幌向
はくま内科・呼吸器内科クリ
ニック

みかさホームケアクリニック

中 空 知 滝 川 上砂川町立診療所 勤医協　芦別平和診療所

医療法人社団　えべおつ
ファミリークリニック

医療法人社団　そらち乳
腺・肛門外科クリニック

医療法人社団　おおい内科
循環器クリニック

神部クリニック

西 胆 振 室 蘭
本輪西ファミリークリニック
※①

医療法人　若草ファミリーク
リニック

みながわ往診クリニック
社会医療法人慈恵会　ひじ
り在宅クリニック

東 胆 振 苫 小 牧 勤医協　苫小牧病院※② 合田内科小児科医院※② いまい内科クリニック

医療法人同和会　追分菊池
病院

むかわ町国民健康保険　穂
別診療所

医療法人社団　健厚会　あ
つまクリニック

とまこまい脳神経外科
医療法人社団朋裕会とよた
腎泌尿器科クリニック

日 高 浦 河 うらかわエマオ診療所

静 内
日高町立門別国民健康保険
病院※①

医療法人社団　静愛会　山
田クリニック

医療法人社団　駒木クリ
ニック

道 北 上川中部 旭 川 市 道北勤医協一条通病院※②
医療法人恵心会　北星ﾌｧﾐ
ﾘｰｸﾘﾆｯｸ※①

医療法人仁友会　豊岡内科整
形外科クリニック※①

医療法人　修彰会　沼崎病
院

医療法人社団　今本内科
医院※②

医療法人社団　萌生会　ｻﾝ
ﾋﾞﾚｯｼﾞｸﾘﾆｯｸ※②

医療法人社団　旭豊会　旭
川三愛病院

医療法人社団　みどりの里
ﾘﾊﾞｰﾀｳﾝｸﾘﾆｯｸ※②

道北勤医協　旭川北医院
※②

医療法人社団　功和会　佐
久間病院

医療法人社団　にしきまち
通りクリニック※②

医療法人　旭川神経内科ク
リニック※②

医療法人健康会　くにもと病
院

村上内科小児科医院※②
医療法人社団　博愛内科ク
リニック

医療法人社団　さとう整形
外科胃腸科医院

道北勤医協　旭川医院

医療法人社団　真佑会　旭
川消化器肛門ｸﾘﾆｯｸ

おうみや内科クリニック

フクダクリニック
医療法人社団　たちなばク
リニック

道北勤医協ながやま医院 医療法人社団　及川医院

医療法人社団　四条はらだ
医院

医療法人　恒伸会　しんと
み内科クリニック

診　　　療　　　所

88



第８章　別表

（別表２１　在宅療養支援病院及び在宅療養支援診療所一覧）
第三次
医療圏

第二次
医療圏

所　 管
保健所

病　　　　　　　院

道 北 上川中部 旭 川 市 サクラ咲くクリニック
医療法人社団元気会　忠
和クリニック

医療法人社団　淳彩会　永
山循環器科クリニック

医療法人社団都丸内科ク
リック

永山内科・呼吸器内科クリ
ニック

松本呼吸器・内科クリニック

あさひかわ福祉生協銀座
通内科クリニック

上 川
国民健康保険上川医療セ
ンター※①

比布町立ぴっぷクリニック

医療法人社団元気クラブ
当麻内科ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ

医療法人社団友崇会　たん
ぽぽクリニック

上川北部 名 寄
士別市立あさひクリニック
※②

名寄市風連国民健康保険
診療所※②

中川町立診療所

富 良 野 富 良 野
医療法人社団　ふらの西病
院

医療法人社団　かわむら整
形外科医院

道 北 留 萌 留 萌 増毛町立市街診療所
社会医療人孝仁会　留萌セ
ントラルクリニック

宗 谷 稚 内 道北勤医協　宗谷医院

オホーツ
ク

北 網 北 見 津別病院※①
医療法人社団煌生会　北
見循環器クリニック※②

医療法人社団邦栄会　本
間内科医院※②

社会医療法人明生会　道東
の森総合病院

社会医療法人社団雄俊会
おんねゆ診療所

医療法人社団平間医院

医療法人社団　田中医院

網 走 小清水赤十字病院 清里クリニック
社会医療法人明生会桂ヶ
丘クリニック

遠 紋 紋 別 医療法人社団　幸栄病院 丸瀬布ひらやま医院

十 勝 十 勝 帯 広
社会医療法人北斗　十勝ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ※①

更別村国民健康保険診療
所※①

小関内科医院

十勝いけだ地域医療セン
ター※①

医療法人社団　イワタクリ
ニック

内科・循環器ハートサウン
ズもりクリニック

帯広記念病院※① 帯広整形外科
医療法人社団博仁会おお
えﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸゆう

帯広中央病院 うしおだ健康クリニック さかい総合内科クリニック

清水赤十字病院
医療法人社団　はまだ内科
医院

医療法人　蒼生　くりばやし
医院

医療法人社団　翔嶺館　十
勝の杜病院

医療法人　前田クリニック
医療法人社団慈弘会
森クリニック

医療法人社団翔嶺館音更宏
明館病院

医療法人　前田クリニック
サホロクリニック

みやざわ循環器・内科クリ
ニック

社会医療法人　博愛会　開
西病院

医療法人社団　あおばクリ
ニック

ホームケアクリニックあづま

公益財団法人北海道医療団
帯広第一病院

医療法人社団すずらんの
里　おとふけﾎｰﾑｹｱｸﾘﾆｯｸ

ほんべつ循環器内科クリ
ニック

御影診療所 木野東クリニック

十勝ヘルスケアクリニック 医療法人社団　なかお内科

釧 路 ・ 根
室

釧 路 釧 路
道東勤医協　釧路協立病院
※①

ふたば診療所※② やひろクリニック※②

医療法人　太平洋記念みな
み病院※②

医療法人社団　サンライブ
杉元内科医院

医療法人社団　田中医院

医療法人共生会　川湯の森
病院

医療法人社団　信診連　弟
子屈クリニック

医療法人社団智美会　吉
川メディカルクリニック

診　　　療　　　所
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第８章　別表

（別表２１　在宅療養支援病院及び在宅療養支援診療所一覧）
第三次
医療圏

第二次
医療圏

所　 管
保健所

病　　　　　　　院

釧 路 ・ 根
室

根 室 根 室 市立根室病院

中 標 津 町立中標津病院

64

うち、機能強化型　24

診　　　療　　　所

※①：機能強化型(単独）、※②機能強化型（複数連携）
・機能強化型在宅療養診療所～｢特掲診療科の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて｣(平成28
年3月4日保医発0304第2号厚生労働省保険局医療課長通知)(以下､｢通知｣という。）別添１の｢第９｣の１の(１)及び(２)に
規定する在宅療養支援診療所をいう。
・機能強化型在宅療養支援病院～通知別添１の｢第14の２｣の１の(１)及び(２)に規定する在宅療養支援病院をいう。

うち、機能強化型　112
318

合　　　　計
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