透析医療の自主機能評価指標の公開施設一覧
（2021年12月1日現在）
都道府県

1

公開URL
(上段：施設HPホーム 下段：掲載ページ）

施設名

北海道 帯広徳洲会病院

http://www.obitoku.com/
http://www.obitoku.com/p001_sub/page00115.html

2

社会医療法人北楡会 札幌北楡病院

https://www.hokuyu-aoth.org/
https://www.hokuyu-aoth.org/about/c2f7303d8bf25c5cb63106f50d69501877e32808.pdf

3

医療法人社団豊生会 豊生会元町総合クリニック

https://houseikai-motomachi.com/
https://houseikai-motomachi.com/pdf/tousekihyouka2020.pdf

4

青森県 公益財団法人鷹揚郷腎研究所 青森病院

http://www.oyokyo.jp/publics/index/89/
http://www.oyokyo.jp/publics/index/79/

5

宮城県 石巻赤十字病院

http://www.ishinomaki.jrc.or.jp/
http://www.ishinomaki.jrc.or.jp/guide/department/hemodial/pdf/dialysis_care.pdf

6

秋田県 こまち透析クリニック

https://komachihd-clinic.www2.jp/
http://komachihd-clinic.www2.jp/selffunctionindicators/

7

8

JA秋田厚生連 由利組合総合病院

福島県 医療法人援腎会 すずきクリニック

http://www.yuri-hospital.honjo.akita.jp/
http://www.yuri-hospital.honjo.akita.jp/doc/hospital/evaluation.pdf

https://enjinkai.com/
https://enjinkai.com/suzuki/news/2020/12/post-147.php

9

公益財団法人湯浅報恩会 寿泉堂クリニック

https://www.jusendo.or.jp/cln
https://www.jusendo.or.jp/cln/dialysis/hyoka.html

10

医療法人援腎会 あさか野泌尿器透析クリニック

https://enjinkai.com/asakano/
https://enjinkai.com/asakano/news/2020/12/post-8.php

11

茨城県 医療法人一樹 筑西腎クリニック

https://prjct-a.com/clinic/
https://prjct-a.com/clinic/wp-content/uploads/2020/07/hyouka.pdf

12

栃木県 医療法人開生会 奥田クリニック

https://www.okudacl.com/
https://www.okudacl.com/20211004101316.html

13

埼玉県

14

15

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
埼玉県済生会栗橋病院

https://www.saikuri.org/
https://www.saikuri.org/hospital/wp/wpcontent/uploads/2020/08/940a836b610cf2aa1311e744deed21e6.pdf

社会医療法人社団新都市医療研究会 「関越」会

https://www.kan-etsu-hp.ne.jp/
https://www.kan-etsu-hp.ne.jp/wp-content/themes/kan-etsuhp/assets/pdf/index/Jin%20clinic%20dialysis%20self%20assessment.pdf

千葉県 千葉大学医学部附属病院

https://www.ho.chiba-u.ac.jp/index.html
https://www.ho.chiba-u.ac.jp/dl/patient/section/jinkojinzo_02.pdf

16

医療法人社団誠仁会 みはま病院

https://www.seijinkai.jp/mihama/
https://www.seijinkai.jp/mihama/guide/5_5f1a338360451/

17

医療法人社団誠仁会 みはま佐倉クリニック

https://www.seijinkai.jp/sakura/
https://www.seijinkai.jp/sakura/6_5f1e74129c1d3/

18

医療法人社団誠仁会 みはま成田クリニック

https://www.seijinkai.jp/narita/
https://www.seijinkai.jp/narita/7_5f1e7d0fc7691/

19

医療法人社団誠仁会 みはま香取クリニック

https://www.seijinkai.jp/
https://www.seijinkai.jp/katori/8_5f1e802158a25/

20

東京勤労者医療会 東葛病院

http://www.tokatsu-hp.com/index.html
http://www.tokatsu-hp.com/services/division/dialysis/hyouka.html
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東京都 社会医療法人河北医療財団 河北透析クリニック

https://kawakita.or.jp/suginami-area/touseki/
https://kawakita.or.jp/suginami-area/touseki/outline/shishin/

22

医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院

https://www.tokyonishi-hp.or.jp/
https://www.tokyonishi-hp.or.jp/section/nephrology/5/#s0203

23

東邦大学医療センター大橋病院

https://www.lab.toho-u.ac.jp/med/ohashi/neph/index.html
https://www.lab.toho-u.ac.jp/med/ohashi/neph/patient/medical_record.html

24

医療法人三友会 あけぼの病院

http://akebono-hospital.jp/
http://akebono-hospital.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/information.pdf

25

医療法人社団靭生会 小岩駅北口クリニック

https://koiwa-clinic.com/
https://koiwa-clinic.com/%E9%80%8F%E6%9E%90

26

中野南口クリニック

https://www.nakanoscl.com/features
https://fe3d6b81-3ba3-4c40-abf767ed2ab0e6c7.filesusr.com/ugd/2801fa_c947944dcca84dfa802c7242b0277955.pdf

27 神奈川県 社会医療法人財団石心会 川崎クリニック

https://www.kawasakicl.jp/
https://www.kawasakicl.jp/shihyou/

28

https://www.ims-yokohama-asahi.jp/
https://www.ims-yokohama-asahi.jp/specialized/ketsuekijoka.html

横浜旭中央総合病院

29

新潟県 医療法人社団甲田内科クリニック

30

新潟県厚生連豊栄病院

http://www.asahi-net.or.jp/~WG8Y-KUD/KD/intro.html
http://www.asahi-net.or.jp/~WG8Y-KUD/KD/20200701_KodaClinic_jishukinou.pdf
https://www.toyosaka-hospital.jp/
https://www.toyosaka-hospital.jp/wordpress/wpcontent/uploads/2021/02/%E9%80%8F%E6%9E%90%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%81%AE%E8%87%AA%E5%B7%
B1%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%8C%87%E6%A8%99.pdf
http://www.asanagi-hp.or.jp
http://www.asanagi-hp.or.jp/pdf/jasa-2020.PDF

31

富山県 医療法人社団睦心会 あさなぎ病院

32

医療法人社団 長谷川病院

http://h-uro.com/
http://h-uro.com/wp/wp-content/uploads/2020/09/tousekijishuhyouka202008.pdf

33

富山市立富山市民病院

https://www.tch.toyama.toyama.jp/
https://www.tch.toyama.toyama.jp/sinryou_info/kakubu_info/naika_touseki/

34

福井県 鈴木クリニック

http://suzukiclinic-hd.webmedipr.jp/index.html
http://suzukiclinic-hd.webmedipr.jp/contents/news/sihyo.html

35

山梨県 アルプス腎クリニック

https://alps-clinic.jp/
https://alps-clinic.jp/hemodialysis.html

36

長野県 社会医療法人健和会 健和会病院

https://www.kenwakai.or.jp/
https://www.kenwakai.or.jp/wp-content/uploads/2020/07/e03450dbdf548e3ccf1a6601b0f4427f.pdf

37

岐阜県 医療法人大誠会 松岡内科クリニック

http://www.taiseikai.jp/
http://www.taiseikai.jp/archives/001/202007/%E9%80%8F%E6%9E%90%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%81%AE%
E8%87%AA%E4%B8%BB%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%8C%87%E6%A8%99(%E6%9D%BE%
E5%B2%A1%E5%86%85%E7%A7%91%EF%BC%89.pdf

38

医療法人大誠会 大垣北クリニック

http://www.taiseikai.jp/
http://www.taiseikai.jp/archives/001/202007/%E9%80%8F%E6%9E%90%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%81%AE%
E8%87%AA%E4%B8%BB%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%8C%87%E6%A8%99%20(%E5%A4%
A7%E5%9E%A3%E5%8C%97).pdf

39

医療法人大誠会 サンシャインM&Dクリニック

http://www.taiseikai.jp/
http://www.taiseikai.jp/archives/001/202007/%E9%80%8F%E6%9E%90%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%81%AE%
E8%87%AA%E4%B8%BB%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%A9%95%E4%BE%A1%E6%8C%87%E6%A8%99%EF%BC%88%
EF%BD%BB%EF%BE%9D%EF%BD%BC%EF%BD%AC%EF%BD%B2%EF%BE%9DM&D).pdf

40

41

静岡県 医療法人社団和晃会 佐野内科クリニック

磐田メイツクリニック

http://www.sanoclinic.jp/
http://www.sanoclinic.jp/kinouhyouka.html

http://www.mates.or.jp/iwata_mates.html
http://www.mates.or.jp/top/pdf/touseki_iwata.pdf
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静岡県 静岡県立総合病院

田所クリニック

愛知県 五条川リハビリテーション病院

http://www.shizuoka-pho.jp/sogo/index.html
http://www.shizuoka-pho.jp/sogo/guidance/section/nephrology/upload/20201113-143325-7610.pdf

http://www.tad-cli.jp/
http://www.tad-cli.jp/

https://www.seijukai.or.jp/gojogawa/dialysis/index.html
https://www.seijukai.or.jp/gojogawa/files/self-evaluation.pdf

45

名古屋第二赤十字病院

https://www.nagoya2.jrc.or.jp/
https://www.nagoya2.jrc.or.jp/content/uploads/2020/07/tousekiiyojishukinouhyokasihyo202007.pdf

46

豊橋メイツクリニック

http://www.mates.or.jp/toyohashi_mates.html
http://www.mates.or.jp/top/pdf/touseki_toyohashi.pdf

47

豊川メイツクリニック

http://www.mates.or.jp/toyokawa_mates.html
http://www.mates.or.jp/top/pdf/touseki_toyokawa.pdf

48

岡崎メイツ腎・睡眠クリニック

http://www.mates.or.jp/okazaki.html
http://www.mates.or.jp/top/pdf/touseki_okazaki.pdf

49

岡崎市民病院

https://www.okazakihospital.jp/
https://www.okazakihospital.jp/media/touseki1.pdf

50

衆済会 増子記念病院

https://www.syusaikai.com/
https://www.syusaikai.com/dialysis4.html

51

京都府 国家公務員共済組合連合会 舞鶴共済病院

https://maizuru.kkr.or.jp/index.html
https://maizuru.kkr.or.jp/bumon_touseki.html

52

大阪府 社会医療法人三上会 東香里病院

https://higashikouri-hp.com/
https://higashikouri-hp.com/courses/dialysis/hd/

53

社会医療法人生長会 府中病院

https://seichokai.jp/fuchu/
https://seichokai.jp/fuchu/hd_shihyo/

54

医療法人好輝会 梶本クリニック

http://www.kajimoto-clinic.com/
http://www.kajimoto-clinic.com/touseki/#a05

55

医療法人好輝会 梶本クリニック分院

http://www.koukikai-clinic.com/
http://www.koukikai-clinic.com/dialysis/#a07

56

医療法人好輝会 梶本クリニック新金岡分院

http://www.koukikai-shinkanaoka.jp/
http://www.koukikai-shinkanaoka.jp/about/#a05

57

佐々木クリニック

https://sasaki-cl.info/
https://sasaki-cl.info/wp-content/uploads/29ac39d7677b46284a5bc8ec3ffbd926.pdf

58

社会医療法人頌徳会 日野クリニック

https://www.syo.or.jp/clinic/
https://www.syo.or.jp/clinic/service/jisyukinou_hyouka_shihyou.html

59

特定医療法人仁真会 白鷺病院

http://www.shirasagi-hp.or.jp/
http://www.shirasagi-hp.or.jp/wp-content/uploads/2021/02/shihyo202101.pdf

60

公益社団法人日本海員掖済会 大阪掖済会病院

https://osaka-ekisaikai.jp/index.html
https://osaka-ekisaikai.jp/gairai_tousekika.html

61

62

兵庫県 兵庫県立尼崎総合医療センター

さくま透析クリニック

https://agmc.hyogo.jp/
https://agmc.hyogo.jp/department/internal-medicin/kidney/performance

https://sakuma-cl.net/
https://sakuma-cl.net/medical/
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63

兵庫県 医療法人協和会 第二協立病院

https://www.kyowakai.com/d2kr/d2kr.htm
https://www.kyowakai.com/d2kr/information/n09aui0000000ggs.html

64

奈良県 奈良県総合医療センター

http://www.nara-hp.jp/
http://www.nara-hp.jp/departments/department/ketsuekijoukachiryoubu

65 和歌山県 柏井内科クリニック

http://www.aikis.or.jp/~tkashii/
http://www.aikis.or.jp/~tkashii/hyouka2.html

66

http://stationclinic.com
http://stationclinic.com/wp/wp-content/uploads/2020/07/hyokashihyo.pdf

67

鳥取県 医療法人社団三樹会 吉野・三宅ステーションクリニック

新開山本クリニック

https://yamamotoclinic.or.jp/shinkai/
https://yamamotoclinic.or.jp/wp-content/themes/yamamoto-clinic/images/shinkai/hemodialysispdf1.pdf

68

島根県 出雲医療生活協同組合 出雲市民病院

http://izumo-hp.com/
http://izumo-hp.com/pdf/touseki_shihyou.pdf

69

岡山県 医療法人創和会 しげい病院

https://shigei.jp/
https://shigei.jp/department-category/blood-purification-therapy-center/569

70

医療法人創和会 重井医学研究所附属病院

https://www.shigei.or.jp/smrh/
https://www.shigei.or.jp/smrh/2020_smrh_hdshihyo.pdf

71

広島県 医療法人一陽会 原田病院

https://www.icy.or.jp/harada-hospital/
https://www.icy.or.jp/harada-hospital/outpatient/files/toseki_jikokinohyoka.pdf

72

香川県 医療法人財団博仁会 キナシ大林病院

http://www.obayashihp.or.jp/center/touseki_hyouka.htm

73

リウマチ・腎臓内科 はちまんクリニック

https://8man-clinic.com/
https://8man-clinic.com/wp-content/uploads/2020/08/PDF.pdf

74

高松市立みんなの病院

http://www.takamatsu-municipal-hospital.jp/
http://www.takamatsu-municipal-hospital.jp/archives/1204

75

高知県 医療法人仁栄会 島津病院

https://www.shimazuhp.jp/
https://www.shimazuhp.jp/pdf/dialysis_index.pdf

76

福岡県 独立行政法人地域医療機能推進機構 久留米総合病院

http://kurume.jcho.go.jp/
https://kurume.jcho.go.jp/wp-content/uploads/2020/07/HD-jisyukinohyoka.jpg

77

医療法人心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科

https://www.fukuoka-vaccess.jp/
https://www.fukuoka-vaccess.jp/evaluation-index

78

社会福祉法人恩賜財団済生会支部
福岡県済生会八幡総合病院

http://www.yahata.saiseikai.or.jp/
http://www.yahata.saiseikai.or.jp/files/dialysis_medical_evaluation_index.pdf

79

80

佐賀県 医療法人修腎会 藤崎病院

医療法人修腎会 栄町クリニック

http://www.shujinkai.or.jp/index.html
http://www.shujinkai.or.jp/guide/jishuhyoukafujisaki.pdf

http://www.shujinkai.or.jp/sakae/index.html
http://www.shujinkai.or.jp/guide/jisuhyoukasakae.pdf

81

長崎県 健昌会 新里クリニック浦上

https://shinzato.jp/
https://shinzato.jp/publics/index/197/

82

熊本県 医療法人如水会 嶋田病院

https://www.shimada-hp.jp/
https://www.shimada-hp.jp/dialysis/

83

医療法人如水会 嘉島クリニック

https://www.shimada-hp.jp/kashima/
https://www.shimada-hp.jp/kashima/dialysis/
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84 鹿児島県 医療法人腎愛会 上山病院

https://www.jin-ai-kai.or.jp/
https://www.jin-ai-kai.or.jp/ueyama_hp/ketueki-shihyou.html
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