
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 遠隔画像診断　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)

    101,1938,5 札幌医科大学附属病院〒060-8543 一般       890（遠画）第121047号        平成27年10月 1日
     (01,3817,5) 札幌市中央区南１条西１６丁目２精神        42 送受信区分:受信側
     ９１番地 結核         6
     011-611-2111  (011-621-8059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    204,1112,1 社会医療法人　孝仁会〒063-0034 一般        52（遠画）第121048号        平成28年 1月 1日
     　札幌第一病院 札幌市西区二十四軒４条３丁目４療養        89 送受信区分:送信側
     番２６号
     011-611-6201  (011-643-3790)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    305,1400,7 医療法人徳洲会　札幌〒004-0041 一般       301（遠画）第121030号        平成24年 7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 送受信区分:受信側
     １号 （遠画）第121031号        平成24年 7月 1日
     011-890-1110  (011-896-2202) 送受信区分:受信側
     （遠画）第121032号        平成24年 7月 1日
     送受信区分:受信側
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    405,1535,0 医療法人徳洲会　札幌〒004-0801 一般        88（遠画）第121053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 送受信区分:送信側
     番１号
     011-883-0602  (011-883-0642)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    506,1194,4 国家公務員共済組合連〒060-0004 一般       243（遠画）第121052号        平成28年10月11日
     合会　斗南病院 札幌市中央区北４条西７丁目３－
     ８
     011-231-2121  (011-231-5000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    614,1003,1 社会福祉法人　函館厚〒040-8611 一般       480（遠画）第121046号        平成27年10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 送受信区分:送信側
     0138-51-2295  (0138-56-2695)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    716,1050,7 奥尻町国民健康保険病〒043-1401 一般        22（遠画）第121054号        平成30年 1月 1日
     (14,3278,3) 院 奥尻郡奥尻町字奥尻４６２番地 療養        32 送受信区分:送信側
     01397-2-3151  (01397-2-2763)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    829,1421,3 医療法人社団　旭川圭〒078-8208 精神       399（遠画）第121010号        平成21年 1月 1日
     泉会病院 旭川市東旭川町下兵村２５２番地 送受信区分:送信側
     0166-36-1559  (0166-36-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    930,1110,0 社会福祉法人　北海道〒076-8765 一般       195（遠画）第121012号        平成21年 2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） 送受信区分:送信側
     院 0167-23-2181  (0167-22-4256)              4
     療養        56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1035,1204,0 社会医療法人　母恋　〒051-8501 一般       387（遠画）第25号            平成16年 7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 送受信区分:受信側
     0143-24-1331  (0143-22-5296)



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 遠隔画像診断　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)

   1135,1255,2 医療法人社団　開田　〒059-0012 （遠画）第26号            平成16年 7月 1日
     医院 登別市中央町５丁目４番地３号 送受信区分:送信側
     0143-85-2746  (0143-85-8280)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1235,1279,2 市立室蘭総合病院 〒051-8512 一般       401（遠画）第121044号        平成26年 9月 1日
     室蘭市山手町３丁目８番１号 結核        24 送受信区分:送信側
     0143-25-3111  (0143-22-6867) 精神       120
     一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1338,1134,3 医療法人　静仁会　静〒056-0005 一般       110（遠画）第20号            平成14年11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 送受信区分:送信側
     １丁目１０番２７号
     0146-42-0701  (0146-43-2168)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1441,1067,9 総合病院　釧路赤十字〒085-8512 一般       431（遠画）第23号            平成16年 5月 1日
     (41,3322,2) 病院 釧路市新栄町２１番１４号 精神        58 送受信区分:送信側
     0154-22-7171  (0154-24-7880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1541,1237,8 社会医療法人孝仁会　〒084-0912 一般        42（遠画）第11号            平成14年 6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 送受信区分:送信側
     号
     0154-54-2500  (0154-54-2510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1641,1308,7 社会医療法人孝仁会　〒085-0062 一般       235（遠画）第121045号        平成26年10月 1日
     釧路孝仁会記念病院 釧路市愛国１９１番２１２号 送受信区分:送信側
     0154-39-1222  (0154-39-0330) （遠画）第121050号        平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1742,1010,7 市立根室病院 〒087-8686 一般       131（遠画）第121035号        平成25年 2月 1日
     根室市有磯町１丁目２番地 一般（感染） 送受信区分:送信側
     0153-24-3201  (0153-24-9693)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1842,1086,7 社会医療法人孝仁会　〒086-1111 （遠画）第27号            平成16年 7月 1日
     中標津脳神経外科 標津郡中標津町西１１条南８丁目 送受信区分:送信側
     ４番１
     0153-73-1500  (0153-73-1550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1943,1069,1 町立厚岸病院 〒088-1119 一般        55（遠画）第121013号        平成21年 7月 1日
     厚岸郡厚岸町住の江１丁目１番地 送受信区分:送信側
     0153-52-3145  (0153-52-6137)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2047,1040,3 公立芽室病院 〒082-0014 一般       150（遠画）第121019号        平成22年 4月 1日
     河西郡芽室町東４条３丁目５番地 送受信区分:送信側
     0155-62-2811  (0155-62-5843)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 遠隔画像診断　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)

   2147,1043,7 足寄町国民健康保険病〒089-3712 一般        60（遠画）第44号            平成20年11月 1日
     院 足寄郡足寄町南２条３丁目１番地 送受信区分:送信側
     0156-25-2155  (0156-25-2158)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2247,1046,0 十勝いけだ地域医療セ〒083-0022 一般        60（遠画）第121027号        平成23年10月 1日
     ンター 中川郡池田町字西２条５丁目２５ 送受信区分:送信側
     番地
     015-572-3181  (015-572-3185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2347,1288,8 医療法人　徳洲会　帯〒080-0302 一般       152（遠画）第2号             平成14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 送受信区分:送信側
     番地１
     0155-32-3030  (0155-32-3522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2464,1142,2 北海道立羽幌病院 〒078-4123 一般       120（遠画）第121034号        平成24年11月 1日
     苫前郡羽幌町栄町１１０番地 送受信区分:送信側
     0164-62-6060  (0164-62-6050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2564,1143,0 社会医療法人孝仁会　〒077-0007 一般        19（遠画）第36号            平成18年 6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 送受信区分:送信側
     ック 0164-43-9500  (0164-43-5655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2671,1046,0 砂川市立病院 〒073-0196 一般       408（遠画）第121049号        平成28年 1月 1日
     (71,3364,1) 砂川市西４条北３丁目１番１号 結核         6 送受信区分:送信側
     0125-54-2131  (0125-54-0101) 精神        80
     一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2774,1053,0 深川市立病院 〒074-0006 一般       199（遠画）第33号            平成17年 6月 1日
     深川市６条６番１号 一般（感染） 送受信区分:送信側
     0164-22-1101  (0164-22-5929)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2880,1021,4 旭川医科大学病院 〒078-8510 一般       571（遠画）第4号             平成14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 送受信区分:受信側
     号 送受信区分:受信側
     0166-65-2111  (0166-69-3569) 送受信区分:受信側
     （遠画）第12号            平成14年 6月 1日
     送受信区分:受信側
     （遠画）第42号            平成20年 1月 1日
     送受信区分:受信側
     （遠画）第24号            平成16年 6月 1日
     送受信区分:受信側
     （遠画）第28号            平成16年 7月 1日
     送受信区分:受信側
     （遠画）第31号            平成17年 6月 1日
     送受信区分:受信側



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 ポジトロン断層撮影　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)

    101,1638,1 市立札幌病院 〒060-8604 一般       701（ポ断）第63号            平成28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） 所定点数　１００分の１００
     １番１号              8 計算除外対象保険医療機関:が
     011-726-2211  (011-726-7912) 精神        38 ん診療の拠点となる病院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1846,0 札幌南三条病院 〒060-0063 一般        99（ポ断）第69号            平成29年 4月 1日
     札幌市中央区南３条西６丁目４番 所定点数　１００分の８０
     ２号 適合していない場合には所定点
     011-233-3711  (011-233-1415) 数の100分の80に相当する点数
     により算定する施設基準
     施設共同利用率:25.97％
     該当届出：ポジトロン断層撮影
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1863,5 社会医療法人　禎心会〒060-0042 （ポ断）第71号            平成29年 5月 1日
     　セントラルＣＩクリ札幌市中央区大通西１７丁目１番 所定点数　１００分の１００
     ニック ２７号札幌メディケアセンタービ 施設共同利用率:100％
     ル
     011-623-1131  (011-623-1132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402,1577,9 医療法人　彰和会　北〒065-0041 一般       199（ポ断）第67号            平成28年 9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 所定点数　１００分の１００
     ０号 計算除外対象保険医療機関:が
     011-784-1811  (011-784-1838) ん診療の拠点となる病院
     該当届出：ポジトロン断層撮影
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502,1953,2 医療法人　新産健会　〒065-0013 （ポ断）第70号            平成29年 4月 1日
     ＬＳＩ札幌クリニック札幌市東区北１３条東１丁目２番 所定点数　１００分の１００
     ５０号 施設共同利用率:100％
     011-711-1331  (011-711-1337) 該当届出：ポジトロン断層撮影
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    603,1513,2 社会医療法人　恵佑会〒003-0027 一般       229（ポ断）第34号            平成18年10月 1日
     (05,3192,4) 　札幌病院 札幌市白石区本通１４丁目北１番 所定点数　１００分の１００
     １号 該当届出：ポジトロン断層撮影
     011-863-2101  (011-864-1032) 該当届出：ポジトロン断層・コ
     ンピューター断層複合撮影
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    704,1875,3 社会医療法人孝仁会　〒063-0052 一般       276（ポ断）第75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
     番１号
     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 ポジトロン断層撮影　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)

    814,1003,1 社会福祉法人　函館厚〒040-8611 一般       480（ポ断）第64号            平成28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 所定点数　１００分の１００
     0138-51-2295  (0138-56-2695) 該当届出：ポジトロン断層撮影
     （ポ断）第73号            平成29年10月 1日
     計算除外対象保険医療機関:が
     ん診療の拠点となる病院
     （ポ断）第74号            平成29年12月 1日
     計算除外対象保険医療機関:が
     ん診療の拠点となる病院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    929,1457,7 ＪＡ北海道厚生連　旭〒078-8211 一般       539（ポ断）第30号            平成18年 4月 1日
     川厚生病院 旭川市１条通２４丁目１１１番地 所定点数　１００分の１００
     ３ 該当届出：ポジトロン断層撮影
     0166-33-7171  (0166-33-6075) 該当届出：ポジトロン断層・コ
     ンピューター断層複合撮影
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1035,1204,0 社会医療法人　母恋　〒051-8501 一般       387（ポ断）第44号            平成20年 6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 所定点数　１００分の１００
     0143-24-1331  (0143-22-5296) 施設共同利用率:27.5％
     該当届出：ポジトロン断層撮影
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1135,1251,1 社会医療法人　製鉄記〒050-0076 一般       347（ポ断）第66号            平成28年 5月 1日
     念室蘭病院 室蘭市知利別町１丁目４５番地 所定点数　１００分の１００
     0143-44-4650  (0143-47-4355) 計算除外対象保険医療機関:が
     ん診療の拠点となる病院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1236,1365,7 苫小牧市立病院 〒053-8567 一般       378（ポ断）第65号            平成28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） 所定点数　１００分の１００
     0144-33-3131  (0144-34-7511)              4 計算除外対象保険医療機関:が
     ん診療の拠点となる病院
     該当届出：ポジトロン断層撮影
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1350,1007,6 北見赤十字病院 〒090-8666 一般       490（ポ断）第61号            平成26年 4月 1日
     (50,3457,7) 北見市北６条東２丁目１番地 精神        40 計算除外対象保険医療機関:が
     0157-24-3115  (0157-22-3339) 一般（感染） ん診療の拠点となる病院
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1480,1001,6 北海道大学病院 〒060-8648 一般       874（ポ断）第72号            平成29年10月 1日
     (80,3012,7) 札幌市北区北１４条西５丁目 精神        70 計算除外対象保険医療機関:特
     011-716-1161  (011-706-7627) 定機能病院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1580,1002,4 独立行政法人国立病院〒003-0804 一般       520（ポ断）第54号            平成22年12月 1日
     (80,3014,3) 機構　北海道がんセン札幌市白石区菊水４条２丁目３番 計算除外対象保険医療機関:が
     ター ５４号 ん診療の拠点となる病院
     011-811-9111  (011-832-0652) 該当届出：ポジトロン断層撮影
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 ポジトロン断層撮影　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)

   1680,1021,4 旭川医科大学病院 〒078-8510 一般       571（ポ断）第49号            平成22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 所定点数　１００分の１００
     号 計算除外対象保険医療機関:特
     0166-65-2111  (0166-69-3569) 定機能病院
     計算除外対象保険医療機関:が
     ん診療の拠点となる病院
     該当届出：ポジトロン断層撮影
     該当届出：ポジトロン断層・コ
     ンピューター断層複合撮影
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影　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)

    101,1638,1 市立札幌病院 〒060-8604 一般       701（ポ断コ複）第71号        平成28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） 所定点数　１００分の１００
     １番１号              8 計算除外対象保険医療機関:が
     011-726-2211  (011-726-7912) 精神        38 ん診療の拠点となる病院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1846,0 札幌南三条病院 〒060-0063 一般        99（ポ断コ複）第77号        平成29年 4月 1日
     札幌市中央区南３条西６丁目４番 所定点数　１００分の８０
     ２号 適合していない場合には所定点
     011-233-3711  (011-233-1415) 数の100分の80に相当する点数
     により算定する施設基準
     施設共同利用率:25.97％
     該当届出：ポジトロン断層・コ
     ンピューター断層複合撮影
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1863,5 社会医療法人　禎心会〒060-0042 （ポ断コ複）第81号        平成29年 5月 1日
     　セントラルＣＩクリ札幌市中央区大通西１７丁目１番 所定点数　１００分の１００
     ニック ２７号札幌メディケアセンタービ 施設共同利用率:100％
     ル
     011-623-1131  (011-623-1132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1938,5 札幌医科大学附属病院〒060-8543 一般       890（ポ断コ複）第55号        平成22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 所定点数　１００分の１００
     ９１番地 結核         6 該当届出：ポジトロン断層・コ
     011-611-2111  (011-621-8059) ンピューター断層複合撮影
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502,1387,3 医療法人　徳洲会　札〒065-0033 一般       325（ポ断コ複）第62号        平成26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
     －１
     011-722-1110  (011-723-5631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602,1953,2 医療法人　新産健会　〒065-0013 （ポ断コ複）第80号        平成29年 4月 1日
     ＬＳＩ札幌クリニック札幌市東区北１３条東１丁目２番 所定点数　１００分の１００
     ５０号 施設共同利用率:100％
     011-711-1331  (011-711-1337) 該当届出：ポジトロン断層・コ
     ンピューター断層複合撮影
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    703,1513,2 社会医療法人　恵佑会〒003-0027 一般       229（ポ断コ複）第34号        平成18年10月 1日
     (05,3192,4) 　札幌病院 札幌市白石区本通１４丁目北１番 所定点数　１００分の１００
     １号 該当届出：ポジトロン断層撮影
     011-863-2101  (011-864-1032) 該当届出：ポジトロン断層・コ
     ンピューター断層複合撮影
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    804,1875,3 社会医療法人孝仁会　〒063-0052 一般       276（ポ断コ複）第86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
     番１号
     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 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影　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)

    914,1003,1 社会福祉法人　函館厚〒040-8611 一般       480（ポ断コ複）第73号        平成28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 所定点数　１００分の１００
     0138-51-2295  (0138-56-2695) 該当届出：ポジトロン断層撮影
     該当届出：ポジトロン断層・コ
     ンピューター断層複合撮影
     （ポ断コ複）第83号        平成29年10月 1日
     計算除外対象保険医療機関:が
     ん診療の拠点となる病院
     （ポ断コ複）第85号        平成29年12月 1日
     計算除外対象保険医療機関:が
     ん診療の拠点となる病院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1020,1501,1 小樽市立病院 〒047-8550 一般       302（ポ断コ複）第70号        平成27年 4月 1日
     小樽市若松１丁目１番１号 精神        80 所定点数　１００分の１００
     0134-25-1211  (0134-32-6424) 結核         4 施設共同利用率:65.6％
     一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1129,1457,7 ＪＡ北海道厚生連　旭〒078-8211 一般       539（ポ断コ複）第30号        平成18年 4月 1日
     川厚生病院 旭川市１条通２４丁目１１１番地 所定点数　１００分の１００
     ３ 該当届出：ポジトロン断層撮影
     0166-33-7171  (0166-33-6075) 該当届出：ポジトロン断層・コ
     ンピューター断層複合撮影
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1235,1204,0 社会医療法人　母恋　〒051-8501 一般       387（ポ断コ複）第45号        平成20年 6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 所定点数　１００分の１００
     0143-24-1331  (0143-22-5296) 施設共同利用率:27.5％
     該当届出：ポジトロン断層・コ
     ンピューター断層複合撮影
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1335,1251,1 社会医療法人　製鉄記〒050-0076 一般       347（ポ断コ複）第75号        平成28年 5月 1日
     念室蘭病院 室蘭市知利別町１丁目４５番地 所定点数　１００分の１００
     0143-44-4650  (0143-47-4355) 計算除外対象保険医療機関:が
     ん診療の拠点となる病院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1436,1293,1 王子総合病院 〒053-0021 一般       440（ポ断コ複）第58号        平成23年12月 1日
     (36,3234,9) 苫小牧市若草町３丁目４番８号 所定点数　１００分の１００
     0144-32-8111  (0144-32-7119) 計算除外対象保険医療機関:が
     ん診療の拠点となる病院
     該当届出：ポジトロン断層・コ
     ンピューター断層複合撮影
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影　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)

   1536,1365,7 苫小牧市立病院 〒053-8567 一般       378（ポ断コ複）第74号        平成28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） 所定点数　１００分の１００
     0144-33-3131  (0144-34-7511)              4 計算除外対象保険医療機関:が
     ん診療の拠点となる病院
     該当届出：ポジトロン断層・コ
     ンピューター断層複合撮影
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1641,1308,7 社会医療法人孝仁会　〒085-0062 一般       235（ポ断コ複）第79号        平成29年 4月 1日
     釧路孝仁会記念病院 釧路市愛国１９１番２１２号 所定点数　１００分の１００
     0154-39-1222  (0154-39-0330) 施設共同利用率:83.2％
     該当届出：ポジトロン断層・コ
     ンピューター断層複合撮影
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1746,1307,8 社会医療法人　北斗　〒080-0833 一般       221（ポ断コ複）第84号        平成29年12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 所定点数　１００分の１００
     0155-48-8000  (0155-49-2121) 施設共同利用率:74.8％
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1850,1007,6 北見赤十字病院 〒090-8666 一般       490（ポ断コ複）第61号        平成26年 4月 1日
     (50,3457,7) 北見市北６条東２丁目１番地 精神        40 計算除外対象保険医療機関:が
     0157-24-3115  (0157-22-3339) 一般（感染） ん診療の拠点となる病院
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1971,1046,0 砂川市立病院 〒073-0196 一般       408（ポ断コ複）第78号        平成29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 所定点数　１００分の１００
     0125-54-2131  (0125-54-0101) 精神        80 計算除外対象保険医療機関:が
     一般（感染） ん診療の拠点となる病院
                  4 該当届出：ポジトロン断層・コ
     ンピューター断層複合撮影
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2080,1001,6 北海道大学病院 〒060-8648 一般       874（ポ断コ複）第82号        平成29年10月 1日
     (80,3012,7) 札幌市北区北１４条西５丁目 精神        70 計算除外対象保険医療機関:特
     011-716-1161  (011-706-7627) 定機能病院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2180,1021,4 旭川医科大学病院 〒078-8510 一般       571（ポ断コ複）第49号        平成22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 所定点数　１００分の１００
     号 計算除外対象保険医療機関:特
     0166-65-2111  (0166-69-3569) 定機能病院
     計算除外対象保険医療機関:が
     ん診療の拠点となる病院
     該当届出：ポジトロン断層撮影
     該当届出：ポジトロン断層・コ
     ンピューター断層複合撮影
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 冠動脈ＣＴ撮影加算　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)

    101,1371,9 ＮＴＴ東日本　札幌病〒060-0061 一般       301（冠動Ｃ）第96号          平成29年 5月 1日
     院 札幌市中央区南１条西１５丁目２
     ９０番地
     011-623-7000  (011-623-7527)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1438,6 ＪＲ札幌病院 〒060-0033 一般       312（冠動Ｃ）第48号          平成24年 4月 1日
     (01,3407,5) 札幌市中央区北３条東１丁目１番
     地
     011-208-7150  (011-222-9260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1625,8 ＪＡ北海道厚生連　札〒060-0033 一般       519（冠動Ｃ）第33号          平成22年 7月 1日
     幌厚生病院 札幌市中央区北３条東８丁目５番 （冠動Ｃ）第65号          平成27年 1月 1日
     地
     011-261-5331  (011-271-5320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1638,1 市立札幌病院 〒060-8604 一般       701（冠動Ｃ）第84号          平成28年 9月 1日
     (01,3594,0) 札幌市中央区北１１条西１３丁目一般（感染）
     １番１号              8
     011-726-2211  (011-726-7912) 精神        38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1863,5 社会医療法人　禎心会〒060-0042 （冠動Ｃ）第78号          平成27年11月 1日
     　セントラルＣＩクリ札幌市中央区大通西１７丁目１番
     ニック ２７号札幌メディケアセンタービ
     ル
     011-623-1131  (011-623-1132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1938,5 札幌医科大学附属病院〒060-8543 一般       890（冠動Ｃ）第1号           平成20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（冠動Ｃ）第40号          平成23年 3月 1日
     ９１番地 結核         6（冠動Ｃ）第41号          平成23年 5月 1日
     011-611-2111  (011-621-8059) （冠動Ｃ）第82号          平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    702,1978,9 勤医協中央病院 〒007-8505 一般       450（冠動Ｃ）第54号          平成25年 5月 1日
     札幌市東区東苗穂５条１丁目９番 （冠動Ｃ）第55号          平成25年 5月 1日
     １号
     011-782-9111  (011-781-0680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    803,1040,6 ＫＫＲ札幌医療センタ〒062-0931 一般       450（冠動Ｃ）第21号          平成20年 8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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    903,1513,2 社会医療法人　恵佑会〒003-0027 一般       229（冠動Ｃ）第4号           平成20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
     １号
     011-863-2101  (011-864-1032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 冠動脈ＣＴ撮影加算　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)

   1003,1712,0 独立行政法人地域医療〒004-8618 一般       276（冠動Ｃ）第15号          平成20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
     辰病院 ２番１号
     011-893-3000  (011-893-4001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1104,1245,9 医療法人社団明生会　〒063-0842 一般       183（冠動Ｃ）第104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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1204,1431,5 手稲渓仁会病院 〒006-8555 一般       670（冠動Ｃ）第46号          平成24年 3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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1304,1875,3 社会医療法人孝仁会　〒063-0052 一般       276（冠動Ｃ）第99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 （冠動Ｃ）第100号         平成29年12月 1日
     番１号 （冠動Ｃ）第101号         平成29年12月 1日
     011-665-0020  (011-665-0242)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1405,1394,2 社会医療法人　恵佑会〒003-0027 一般       135（冠動Ｃ）第57号          平成25年 7月 1日
     第２病院 札幌市白石区本通１３丁目北７番
     １号
     011-863-2111  (011-863-2261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1505,1400,7 医療法人徳洲会　札幌〒004-0041 一般       301（冠動Ｃ）第50号          平成24年 7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 （冠動Ｃ）第51号          平成24年 7月 1日
     １号
     011-890-1110  (011-896-2202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1606,1194,4 国家公務員共済組合連〒060-0004 一般       243（冠動Ｃ）第88号          平成28年10月11日
     合会　斗南病院 札幌市中央区北４条西７丁目３－
     ８
     011-231-2121  (011-231-5000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1707,1022,5 社会医療法人禎心会　〒065-0033 一般       279（冠動Ｃ）第75号          平成27年11月 1日
     (03,3426,1) 札幌禎心会病院 札幌市東区北３３条東１丁目３番 （冠動Ｃ）第76号          平成27年11月 1日
     １号 （冠動Ｃ）第77号          平成27年11月 1日
     011-712-1131  (011-751-0239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1814,1003,1 社会福祉法人　函館厚〒040-8611 一般       480（冠動Ｃ）第16号          平成20年 8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 （冠動Ｃ）第98号          平成29年10月 1日
     0138-51-2295  (0138-56-2695) （冠動Ｃ）第103号         平成30年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1914,1004,9 函館中央病院 〒040-8585 一般       527（冠動Ｃ）第5号           平成20年 4月 1日
     (14,3004,3) 函館市本町３３番２号 （冠動Ｃ）第63号          平成26年 9月 1日
     0138-52-1231  (0138-54-7520)



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 冠動脈ＣＴ撮影加算　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)

   2014,1443,9 函館市医師会病院 〒041-8522 一般       240（冠動Ｃ）第71号          平成27年 4月 1日
     函館市富岡町２丁目１０番１０号
     0138-43-6000  (0138-43-2030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2114,1675,6 市立函館病院 〒041-8680 一般       582（冠動Ｃ）第90号          平成29年 1月 1日
     (14,3664,4) 函館市港町１丁目１０番１号 精神        50（冠動Ｃ）第94号          平成29年 1月 1日
     0138-43-2000  (0138-43-4434) 結核        10
     一般（感染）
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2220,1008,7 社会福祉法人　北海道〒047-8510 一般       240（冠動Ｃ）第91号          平成29年 1月 1日
     社会事業協会　小樽病小樽市住の江１丁目６番１５号
     院 0134-23-6234  (0134-33-7752)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2320,1501,1 小樽市立病院 〒047-8550 一般       302（冠動Ｃ）第85号          平成28年10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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2429,1006,2 旭川赤十字病院 〒070-8530 一般       480（冠動Ｃ）第12号          平成20年 8月 1日
     (29,3519,8) 旭川市曙１条１丁目１番１号 精神        40
     0166-22-8111  (0166-24-4648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2529,1650,7 医療法人社団　幾晃会〒078-8214 一般        19（冠動Ｃ）第35号          平成22年10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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2635,1204,0 社会医療法人　母恋　〒051-8501 一般       387（冠動Ｃ）第42号          平成23年 6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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2736,1365,7 苫小牧市立病院 〒053-8567 一般       378（冠動Ｃ）第72号          平成27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）
     0144-33-3131  (0144-34-7511)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2841,1308,7 社会医療法人孝仁会　〒085-0062 一般       235（冠動Ｃ）第83号          平成28年 9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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2946,1041,3 ＪＡ北海道厚生連　帯〒080-0016 一般       672（冠動Ｃ）第13号          平成20年 8月 1日
     広厚生病院 帯広市西６条南８丁目１番地 精神        70（冠動Ｃ）第59号          平成26年 1月 1日
     0155-24-4161  (0155-25-7851) 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 冠動脈ＣＴ撮影加算　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)

   3046,1307,8 社会医療法人　北斗　〒080-0833 一般       221（冠動Ｃ）第49号          平成24年 7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（冠動Ｃ）第102号         平成30年 2月 1日
     0155-48-8000  (0155-49-2121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3150,1007,6 北見赤十字病院 〒090-8666 一般       490（冠動Ｃ）第29号          平成21年 8月 1日
     (50,3457,7) 北見市北６条東２丁目１番地 精神        40
     0157-24-3115  (0157-22-3339) 一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3271,1046,0 砂川市立病院 〒073-0196 一般       408（冠動Ｃ）第80号          平成28年 1月 1日
     (71,3364,1) 砂川市西４条北３丁目１番１号 結核         6（冠動Ｃ）第81号          平成28年 1月 1日
     0125-54-2131  (0125-54-0101) 精神        80
     一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3375,1001,6 滝川市立病院 〒073-0022 一般       270（冠動Ｃ）第8号           平成20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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3480,1001,6 北海道大学病院 〒060-8648 一般       874（冠動Ｃ）第67号          平成27年 2月 1日
     (80,3012,7) 札幌市北区北１４条西５丁目 精神        70（冠動Ｃ）第68号          平成27年 2月 1日
     011-716-1161  (011-706-7627) （冠動Ｃ）第69号          平成27年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3580,1004,0 独立行政法人国立病院〒063-0005 一般       410（冠動Ｃ）第97号          平成29年 9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
     ター １号 結核        50
     011-611-8111  (011-611-5820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3680,1021,4 旭川医科大学病院 〒078-8510 一般       571（冠動Ｃ）第66号          平成27年 1月 1日
     (80,3010,1) 旭川市緑が丘東２条１丁目１番１精神        31（冠動Ｃ）第70号          平成27年 4月 1日
     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 外傷全身ＣＴ加算　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)

    101,1638,1 市立札幌病院 〒060-8604 一般       701（外傷Ｃ）第13号          平成28年 9月 1日
     (01,3594,0) 札幌市中央区北１１条西１３丁目一般（感染）
     １番１号              8
     011-726-2211  (011-726-7912) 精神        38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    214,1675,6 市立函館病院 〒041-8680 一般       582（外傷Ｃ）第14号          平成29年 1月 1日
     (14,3664,4) 函館市港町１丁目１０番１号 精神        50（外傷Ｃ）第15号          平成29年 1月 1日
     0138-43-2000  (0138-43-4434) 結核        10
     一般（感染）
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    350,1007,6 北見赤十字病院 〒090-8666 一般       490（外傷Ｃ）第1号           平成22年 4月 1日
     (50,3457,7) 北見市北６条東２丁目１番地 精神        40
     0157-24-3115  (0157-22-3339) 一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    471,1046,0 砂川市立病院 〒073-0196 一般       408（外傷Ｃ）第11号          平成28年 1月 1日
     (71,3364,1) 砂川市西４条北３丁目１番１号 結核         6（外傷Ｃ）第12号          平成28年 1月 1日
     0125-54-2131  (0125-54-0101) 精神        80
     一般（感染）
                  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 心臓ＭＲＩ撮影加算　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)

    101,1371,9 ＮＴＴ東日本　札幌病〒060-0061 一般       301（心臓Ｍ）第86号          平成29年 5月 1日
     院 札幌市中央区南１条西１５丁目２
     ９０番地
     011-623-7000  (011-623-7527)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1438,6 ＪＲ札幌病院 〒060-0033 一般       312（心臓Ｍ）第48号          平成24年 4月 1日
     (01,3407,5) 札幌市中央区北３条東１丁目１番 （心臓Ｍ）第93号          平成30年 4月 1日
     地
     011-208-7150  (011-222-9260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1625,8 ＪＡ北海道厚生連　札〒060-0033 一般       519（心臓Ｍ）第26号          平成20年 8月 1日
     幌厚生病院 札幌市中央区北３条東８丁目５番 （心臓Ｍ）第77号          平成28年10月 1日
     地
     011-261-5331  (011-271-5320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1638,1 市立札幌病院 〒060-8604 一般       701（心臓Ｍ）第32号          平成21年 1月 1日
     (01,3594,0) 札幌市中央区北１１条西１３丁目一般（感染） （心臓Ｍ）第65号          平成27年 4月 1日
     １番１号              8（心臓Ｍ）第75号          平成28年 9月 1日
     011-726-2211  (011-726-7912) 精神        38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1863,5 社会医療法人　禎心会〒060-0042 （心臓Ｍ）第49号          平成24年 4月 1日
     　セントラルＣＩクリ札幌市中央区大通西１７丁目１番
     ニック ２７号札幌メディケアセンタービ
     ル
     011-623-1131  (011-623-1132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1938,5 札幌医科大学附属病院〒060-8543 一般       890（心臓Ｍ）第2号           平成20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（心臓Ｍ）第13号          平成20年 6月 1日
     ９１番地 結核         6（心臓Ｍ）第73号          平成28年 4月 1日
     011-611-2111  (011-621-8059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    702,1978,9 勤医協中央病院 〒007-8505 一般       450（心臓Ｍ）第57号          平成26年 6月 1日
     札幌市東区東苗穂５条１丁目９番
     １号
     011-782-9111  (011-781-0680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    803,1040,6 ＫＫＲ札幌医療センタ〒062-0931 一般       450（心臓Ｍ）第31号          平成20年 8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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    903,1712,0 独立行政法人地域医療〒004-8618 一般       276（心臓Ｍ）第12号          平成20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
     辰病院 ２番１号
     011-893-3000  (011-893-4001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 心臓ＭＲＩ撮影加算　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)

   1004,1431,5 手稲渓仁会病院 〒006-8555 一般       670（心臓Ｍ）第46号          平成24年 3月 1日
     (04,3319,6) 札幌市手稲区前田１条１２丁目１ （心臓Ｍ）第47号          平成24年 3月 1日
     番４０号
     011-681-8111  (011-685-2998)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1104,1875,3 社会医療法人孝仁会　〒063-0052 一般       276（心臓Ｍ）第91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 （心臓Ｍ）第92号          平成29年12月 1日
     番１号
     011-665-0020  (011-665-0242)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1205,1400,7 医療法人徳洲会　札幌〒004-0041 一般       301（心臓Ｍ）第53号          平成24年 7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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1306,1194,4 国家公務員共済組合連〒060-0004 一般       243（心臓Ｍ）第80号          平成28年10月11日
     合会　斗南病院 札幌市中央区北４条西７丁目３－
     ８
     011-231-2121  (011-231-5000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1407,1022,5 社会医療法人禎心会　〒065-0033 一般       279（心臓Ｍ）第69号          平成27年11月 1日
     (03,3426,1) 札幌禎心会病院 札幌市東区北３３条東１丁目３番 （心臓Ｍ）第70号          平成27年11月 1日
     １号
     011-712-1131  (011-751-0239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1514,1003,1 社会福祉法人　函館厚〒040-8611 一般       480（心臓Ｍ）第23号          平成20年 8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
     0138-51-2295  (0138-56-2695)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1614,1004,9 函館中央病院 〒040-8585 一般       527（心臓Ｍ）第5号           平成20年 4月 1日
     (14,3004,3) 函館市本町３３番２号
     0138-52-1231  (0138-54-7520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1714,1443,9 函館市医師会病院 〒041-8522 一般       240（心臓Ｍ）第90号          平成29年11月 1日
     函館市富岡町２丁目１０番１０号
     0138-43-6000  (0138-43-2030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1814,1675,6 市立函館病院 〒041-8680 一般       582（心臓Ｍ）第81号          平成29年 1月 1日
     (14,3664,4) 函館市港町１丁目１０番１号 精神        50（心臓Ｍ）第85号          平成29年 1月 1日
     0138-43-2000  (0138-43-4434) 結核        10
     一般（感染）
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1920,1008,7 社会福祉法人　北海道〒047-8510 一般       240（心臓Ｍ）第82号          平成29年 1月 1日
     社会事業協会　小樽病小樽市住の江１丁目６番１５号
     院 0134-23-6234  (0134-33-7752)



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 心臓ＭＲＩ撮影加算　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)

   2020,1501,1 小樽市立病院 〒047-8550 一般       302（心臓Ｍ）第76号          平成28年10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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2129,1006,2 旭川赤十字病院 〒070-8530 一般       480（心臓Ｍ）第18号          平成20年 8月 1日
     (29,3519,8) 旭川市曙１条１丁目１番１号 精神        40
     0166-22-8111  (0166-24-4648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2235,1204,0 社会医療法人　母恋　〒051-8501 一般       387（心臓Ｍ）第44号          平成23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
     0143-24-1331  (0143-22-5296)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2336,1365,7 苫小牧市立病院 〒053-8567 一般       378（心臓Ｍ）第67号          平成27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） （心臓Ｍ）第87号          平成29年 8月 1日
     0144-33-3131  (0144-34-7511)              4（心臓Ｍ）第89号          平成29年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2441,1308,7 社会医療法人孝仁会　〒085-0062 一般       235（心臓Ｍ）第74号          平成28年 9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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2546,1041,3 ＪＡ北海道厚生連　帯〒080-0016 一般       672（心臓Ｍ）第20号          平成20年 8月 1日
     広厚生病院 帯広市西６条南８丁目１番地 精神        70（心臓Ｍ）第30号          平成20年 8月 1日
     0155-24-4161  (0155-25-7851) 一般（感染） （心臓Ｍ）第42号          平成23年 1月 1日
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2646,1307,8 社会医療法人　北斗　〒080-0833 一般       221（心臓Ｍ）第50号          平成24年 7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（心臓Ｍ）第55号          平成26年 3月 1日
     0155-48-8000  (0155-49-2121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2750,1007,6 北見赤十字病院 〒090-8666 一般       490（心臓Ｍ）第58号          平成26年12月 1日
     (50,3457,7) 北見市北６条東２丁目１番地 精神        40（心臓Ｍ）第59号          平成26年12月 1日
     0157-24-3115  (0157-22-3339) 一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2871,1046,0 砂川市立病院 〒073-0196 一般       408（心臓Ｍ）第71号          平成28年 1月 1日
     (71,3364,1) 砂川市西４条北３丁目１番１号 結核         6（心臓Ｍ）第72号          平成28年 1月 1日
     0125-54-2131  (0125-54-0101) 精神        80
     一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2975,1001,6 滝川市立病院 〒073-0022 一般       270（心臓Ｍ）第11号          平成20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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 心臓ＭＲＩ撮影加算　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)

   3080,1001,6 北海道大学病院 〒060-8648 一般       874（心臓Ｍ）第29号          平成20年 8月 1日
     (80,3012,7) 札幌市北区北１４条西５丁目 精神        70（心臓Ｍ）第61号          平成27年 2月 1日
     011-716-1161  (011-706-7627) （心臓Ｍ）第62号          平成27年 2月 1日
     （心臓Ｍ）第63号          平成27年 2月 1日
     （心臓Ｍ）第64号          平成27年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3180,1004,0 独立行政法人国立病院〒063-0005 一般       410（心臓Ｍ）第88号          平成29年 9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
     ター １号 結核        50
     011-611-8111  (011-611-5820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3280,1021,4 旭川医科大学病院 〒078-8510 一般       571（心臓Ｍ）第8号           平成20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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


