
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 認知療法・認知行動療法１　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)

    101,1638,1 市立札幌病院 〒060-8604 一般       701（認１）第22号            平成24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） 届出区分：認知療法・認知行動
     １番１号              8 療法１
     011-726-2211  (011-726-7912) 精神        38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1766,0 医療法人社団ほっとス〒064-0820 （認１）第12号            平成24年 4月 1日
     テーション　大通公園札幌市中央区大通西５丁目８番地 届出区分：認知療法・認知行動
     メンタルクリニック 昭和ビル２階 療法１
     011-233-5255  (011-233-5256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1944,3 医療法人社団心劇会　〒060-0003 （認１）第50号            平成26年 4月 1日
     さっぽろ駅前クリニッ札幌市中央区北３条西４丁目１番 届出区分：認知療法・認知行動
     ク　北海道リワークプ地１日本生命札幌ビル３階 療法１
     ラザ 011-280-0556  (011-280-0552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402,1156,2 医療法人　啓生会病院〒065-0027 精神       211（認１）第15号            平成24年 4月 1日
     札幌市東区北２７条東２０丁目５ 届出区分：認知療法・認知行動
     番２５号 療法１
     011-781-9321  (011-785-2284)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502,1434,3 医療法人　研成会　札〒001-0903 精神       163（認１）第49号            平成25年12月 1日
     幌鈴木病院 札幌市北区新琴似３条１丁目１番 届出区分：認知療法・認知行動
     ２７号 療法１
     011-709-5511  (011-709-5512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602,1742,9 北大前北１８条メンタ〒001-0018 （認１）第23号            平成24年 4月 1日
     ルクリニック 札幌市北区北１８条西３丁目２１ 届出区分：認知療法・認知行動
     －２４ＭＩＣビル７Ｆ 療法１
     011-746-6616  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    702,1940,9 まつもとメンタルクリ〒060-0807 （認１）第57号            平成30年 4月 1日
     ニック 札幌市北区北７条西５丁目７番１ 届出区分：認知療法・認知行動
     号札幌北スカイビル６階 療法１
     011-756-6000  (011-756-6001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    802,1994,6 北大通こころのクリニ〒001-0010 （認１）第52号            平成26年 8月 1日
     ック 札幌市北区北１０条西４丁目１番 届出区分：認知療法・認知行動
     １３クレドメディカルビル３階 療法１
     011-738-7171  (011-738-7172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    903,1908,4 医療法人社団　こぶし〒004-0052 （認１）第47号            平成25年 8月 1日
     　札幌こぶしクリニッ札幌市厚別区厚別中央２条４丁目 届出区分：認知療法・認知行動
     ク ９番１５号 療法１
     011-896-7260  (011-895-1758)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 認知療法・認知行動療法１　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)

   1003,1970,4 医療法人社団　高台病〒062-0937 精神       106（認１）第34号            平成24年 7月 1日
     院 札幌市豊平区平岸７条１２丁目１ 届出区分：認知療法・認知行動
     ー３９ 療法１
     011-831-8161  (011-831-8163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1105,1366,0 新さっぽろメンタルク〒004-0051 （認１）第31号            平成24年 5月 1日
     リニック 札幌市厚別区厚別中央１条６丁目 届出区分：認知療法・認知行動
     ３番１号ホクノー新札幌ビル３階 療法１
     011-375-8172  (011-895-1152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1205,1373,6 札幌ひいらぎクリニッ〒004-0811 （認１）第3号             平成24年 4月 1日
     ク 札幌市清田区美しが丘１条６丁目 届出区分：認知療法・認知行動
     ２番１号 療法１
     011-885-0111  (011-885-0113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1306,1045,8 さっぽろ駅前クリニッ〒060-0003 （認１）第51号            平成26年 4月 1日
     ク　分院 札幌市中央区北３条西４丁目１番 届出区分：認知療法・認知行動
     地１日本生命札幌ビル３階 療法１
     011-219-0020  (011-280-0552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1407,1062,1 札幌いそべ頭痛・もの〒007-0836 （認１）第56号            平成30年 4月 1日
     忘れクリニック 札幌市東区北３６条東１５丁目１ 届出区分：認知療法・認知行動
     番２０号 療法１
     011-753-6000  (011-753-7070)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1514,1685,5 医療法人社団　かとう〒041-0841 （認１）第59号            平成30年 4月 1日
     メンタルクリニック 函館市日吉町１丁目１４番１号 届出区分：認知療法・認知行動
     0138-33-7000  (0138-33-7007) 療法１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1614,1711,9 函館渡辺病院　附属ゆ〒042-8678 （認１）第58号            平成30年 4月 1日
     のかわメンタルクリニ函館市湯川町１丁目２９番１１号 届出区分：認知療法・認知行動
     ック 0138-59-3331  (0138-59-6717) 療法１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1736,1178,4 医療法人社団　玄洋会〒059-1265 療養        63（認１）第14号            平成24年 4月 1日
     　道央佐藤病院 苫小牧市字樽前２３４番地 精神       402 届出区分：認知療法・認知行動
     0144-67-0236  (0144-67-3125) 療法１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1836,1340,0 医療法人社団玄洋会　〒053-0021 （認１）第13号            平成24年 4月 1日
     メンタルケアわかくさ苫小牧市若草町５丁目１番５号 届出区分：認知療法・認知行動
     0144-34-2969  (0144-34-2542) 療法１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1941,1185,9 市立釧路総合病院 〒085-0822 一般       535（認１）第20号            平成24年 4月 1日
     (41,3270,3) 釧路市春湖台１番１２号 精神        94 届出区分：認知療法・認知行動
     0154-41-6121  (0154-41-4080) 一般（感染） 療法１
                  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 認知療法・認知行動療法１　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)

   2047,1217,7 北海道立緑ケ丘病院 〒080-0334 精神       168（認１）第53号            平成29年 5月 1日
     河東郡音更町緑が丘１番地１ 届出区分：認知療法・認知行動
     0155-42-3377  (0155-42-4233) 療法１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2150,1007,6 北見赤十字病院 〒090-8666 一般       490（認１）第26号            平成24年 4月 1日
     (50,3457,7) 北見市北６条東２丁目１番地 精神        40 届出区分：認知療法・認知行動
     0157-24-3115  (0157-22-3339) 一般（感染） 療法１
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2280,1001,6 北海道大学病院 〒060-8648 一般       874（認１）第55号            平成29年11月 1日
     (80,3012,7) 札幌市北区北１４条西５丁目 精神        70 届出区分：認知療法・認知行動
     011-716-1161  (011-706-7627) 療法１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2380,1017,2 独立行政法人国立病院〒080-8518 一般       239（認１）第18号            平成24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 届出区分：認知療法・認知行動
     0155-33-3155  (0155-33-3397) 精神       100 療法１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 認知療法・認知行動療法２　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)

    102,1924,3 栄町ファミリークリニ〒007-0841 （認２）第56号            平成29年 5月 1日
     ック 札幌市東区北４１条東１５丁目１ 届出区分：認知療法・認知行動
     －１８ 療法２
     011-723-8633  (011-723-9387)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203,1040,6 ＫＫＲ札幌医療センタ〒062-0931 一般       450（認２）第35号            平成24年 6月 1日
     ー 札幌市豊平区平岸１条６丁目３番 届出区分：認知療法・認知行動
     ４０号 療法２
     011-822-1811  (011-841-4572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    304,1774,8 医療法人　渓仁会　手〒006-0812 一般        19（認２）第52号            平成28年 4月 1日
     稲家庭医療クリニック札幌市手稲区前田２条１０丁目１
     番１０号
     011-685-3920  (011-685-3921)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    405,1166,4 医療法人社団　きよみ〒003-0004 （認２）第27号            平成24年 4月 1日
     ず公園クリニック 札幌市白石区東札幌４条３丁目６ 届出区分：認知療法・認知行動
     番１号 療法２
     011-813-6311  (011-813-6320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    505,1400,7 医療法人徳洲会　札幌〒004-0041 一般       301（認２）第57号            平成29年 9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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    606,1073,0 Ｎｉｃｏ　Ｎｉｃｏ　〒060-0001 （認２）第8号             平成24年 4月 1日
     Ｍｅｎｔａｌ　Ｃｌｉ札幌市中央区北１条西４丁目１ー 届出区分：認知療法・認知行動
     ｎｉｃ １三甲大通公園ビル１階 療法２
     011-272-5777  (011-272-5778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    706,1100,1 四季メンタルクリニッ〒060-0061 （認２）第44号            平成25年 5月 1日
     ク 札幌市中央区南１条西１１丁目３ 届出区分：認知療法・認知行動
     ２７ー６ワンズ南一条ビル４Ｆ 療法２
     011-209-7111  (011-209-7222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    806,1111,8 時計台メンタルクリニ〒060-0002 （認２）第46号            平成25年 7月 1日
     ック 札幌市中央区北２条西２丁目２９ 届出区分：認知療法・認知行動
     －２ウエノビル９Ｆ 療法２
     011-200-1549  (011-200-1548)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    907,1014,2 ここハートクリニック〒001-0013 （認２）第51号            平成27年 8月 1日
     札幌市北区北１３条西３丁目２番 届出区分：認知療法・認知行動
     １号北１３条ビル　２階ーＦ号室 療法２
     011-788-7897  (011-788-7689)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 認知療法・認知行動療法２　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)

   1007,1036,5 よつば家庭医療クリニ〒065-0012 （認２）第54号            平成28年12月 1日
     ック 札幌市東区北１２条東４丁目１番
     １号
     011-722-7700  (011-722-7733)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1110,1354,6 医療法人健康会　おお〒069-0845 （認２）第45号            平成25年 5月 1日
     あさクリニック 江別市大麻中町２番１７ 届出区分：認知療法・認知行動
     011-388-2233  (011-388-2238) 療法２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1210,1442,9 江別こころのクリニッ〒069-0802 （認２）第7号             平成24年 4月 1日
     ク 江別市野幌寿町４４番１４ 届出区分：認知療法・認知行動
     011-380-5100  (011-380-5101) 療法２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1311,1185,2 医療法人資生会　千歳〒066-0067 精神       168（認２）第48号            平成25年11月 1日
     病院 千歳市桂木１丁目５番６ 届出区分：認知療法・認知行動
     0123-40-0700  (0123-40-0701) 療法２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1411,1211,6 向陽台ファミリークリ〒066-0054 （認２）第55号            平成29年 4月 1日
     ニック 千歳市柏陽４丁目３番地５
     0123-48-5151  (0123-48-5152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1514,1004,9 函館中央病院 〒040-8585 一般       527（認２）第53号            平成28年 4月 1日
     (14,3004,3) 函館市本町３３番２号
     0138-52-1231  (0138-54-7520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1614,1439,7 ゆうあい会石川診療所〒041-0802 （認２）第24号            平成24年 4月 1日
     函館市石川町４１番２号 届出区分：認知療法・認知行動
     0138-46-6641  (0138-47-8496) 療法２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1715,1337,0 くがメディカルクリニ〒049-2313 （認２）第19号            平成24年 4月 1日
     ック 茅部郡森町字森川町２７８－８５ 届出区分：認知療法・認知行動
     01374-2-2039  (01374-2-2029) 療法２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1820,1288,5 三浦外科肛門科医院 〒047-0023 一般        19（認２）第30号            平成24年 5月 1日
     小樽市最上１丁目３番２号 届出区分：認知療法・認知行動
     0134-22-6111  療法２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1929,1451,0 医療法人社団　博愛内〒079-8412 一般         3（認２）第38号            平成24年12月 1日
     科クリニック 旭川市永山２条１６丁目５番１１療養        16 届出区分：認知療法・認知行動
     号 療法２
     0166-48-5111  (0166-47-1180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2030,1108,4 けん三のことば館クリ〒079-2403 （認２）第11号            平成24年 4月 1日
     ニック 空知郡南富良野町字幾寅６１７番 届出区分：認知療法・認知行動
     地２２ 療法２
     0167-52-2424  (0167-52-2752)



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 認知療法・認知行動療法２　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)

   2135,1230,5 医療法人　若草ファミ〒059-0035 （認２）第49号            平成26年 4月 1日
     リークリニック 登別市若草町４丁目２４番地１号
     0143-86-5180  (0143-82-2098)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2235,1301,4 医療法人社団　くがは〒051-0002 （認２）第61号            平成30年 5月 1日
     ら内科クリニック 室蘭市御前水町２丁目７番２２号 届出区分：認知療法・認知行動
     0143-22-1010  (0143-23-1212) 療法２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2335,1330,3 本輪西ファミリークリ〒050-0065 （認２）第25号            平成24年 4月 1日
     ニック 室蘭市本輪西町３丁目３６番９号 届出区分：認知療法・認知行動
     0143-55-1212  (0143-55-3000) 療法２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2446,1428,2 十勝むつみのクリニッ〒080-0020 （認２）第58号            平成29年11月 1日
     ク 帯広市西１０条南５丁目１－３６
     0155-21-2211  (0155-21-2231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2550,1254,4 社会医療法人　明生会〒090-0069 一般        60（認２）第43号            平成25年 4月 1日
     　道東脳神経外科病院北見市美山町東２丁目６８番地９ 届出区分：認知療法・認知行動
     0157-69-0300  (0157-69-0380) 療法２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2653,1162,3 社会医療法人　明生会〒093-0041 一般        64（認２）第42号            平成25年 4月 1日
     　網走脳神経外科・リ網走市桂町４丁目１番７号 届出区分：認知療法・認知行動
     ハビリテーション病院0152-45-1311  (0152-44-5503) 療法２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2753,1181,3 社会医療法人　明生会〒093-0041 （認２）第41号            平成25年 4月 1日
     　桂ヶ丘クリニック 網走市桂町４丁目７番１１号 届出区分：認知療法・認知行動
     0152-61-6161  (0152-61-4738) 療法２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2854,1087,0 丸瀬布ひらやま医院 〒099-0203 （認２）第60号            平成30年 4月 1日
     紋別郡遠軽町丸瀬布中町１０－１
     0158-46-3140  (0158-46-3141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科作業療法　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)

    101,1274,5 医療法人社団　慈藻会〒064-8536 精神       228（精）第212号             平成27年 3月 1日
     　平松記念病院 札幌市中央区南２２条西１４丁目 専用施設の面積:514.9㎡
     １番２０号
     011-561-0708  (011-552-5710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1353,7 医療法人　北仁会　旭〒064-0946 精神       374（精）第245号             平成30年 4月 1日
     山病院 札幌市中央区双子山４丁目３番３ 専用施設の面積:404.2㎡
     ３号
     011-641-7755  (011-631-5512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1398,2 医療法人社団　正心会〒060-0007 療養        28（精）第39号              平成 7年 5月 1日
     　岡本病院 札幌市中央区北７条西２６丁目３精神       189
     番１号
     011-611-2351  (011-611-2598)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1640,7 医療法人社団　健心会〒060-0012 精神       156（精）第86号              平成14年 6月 1日
     　桑園病院 札幌市中央区北１２条西１５丁目
     １番３０号
     011-716-2497  (011-716-2358)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502,1002,8 医療法人社団　心優会〒001-0022 精神       280（精）第25号              平成 4年12月 1日
     　中江病院 札幌市北区北２２条西７丁目２番
     １号
     011-716-7181  (011-758-1451)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602,1156,2 医療法人　啓生会病院〒065-0027 精神       211（精）第140号             平成20年 9月 1日
     札幌市東区北２７条東２０丁目５ 専用施設の面積:220.15㎡
     番２５号
     011-781-9321  (011-785-2284)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    702,1359,2 特定医療法人　朋友会〒001-0930 精神       210（精）第40号              平成 7年 7月 1日
     　石金病院 札幌市北区新川７１４番地２
     011-762-4111  (011-762-7877)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    802,1434,3 医療法人　研成会　札〒001-0903 精神       163（精）第217号             平成28年 1月 1日
     幌鈴木病院 札幌市北区新琴似３条１丁目１番 専用施設の面積:151.1㎡
     ２７号
     011-709-5511  (011-709-5512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902,1532,4 医療法人社団　五稜会〒002-8029 精神       193（精）第229号             平成29年 4月 1日
     病院 札幌市北区篠路９条６丁目２番３ 専用施設の面積:465.44㎡
     号
     011-771-5660  (011-771-5687)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科作業療法　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)

   1002,1543,1 医療法人社団　大藏会〒007-0862 精神       244（精）第148号             平成21年 2月 1日
     (03,3384,2) 　札幌佐藤病院 札幌市東区伏古２条４丁目１０番 専用施設の面積:255.18㎡
     １５号
     011-781-5511  (011-781-5594)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1102,1562,1 医療法人社団　栄杜会〒002-0859 精神       145（精）第176号             平成23年11月 1日
     　小原病院 札幌市北区屯田９条１２丁目５番 専用施設の面積:121㎡
     １号
     011-771-0881  (011-773-5924)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1202,1710,6 医療法人社団　荒木病〒002-8023 精神       121（精）第181号             平成24年 4月 1日
     院 札幌市北区篠路３条２丁目１番９療養        27 専用施設の面積:108.8㎡
     ２号
     011-771-5731  (011-773-5183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1303,1273,3 医療法人社団　同仁会〒003-0013 精神       294（精）第203号             平成26年 4月 1日
     　長野病院 札幌市白石区中央３条５丁目４番 専用施設の面積:218.58㎡
     ３０号
     011-861-1037  (011-861-1032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1403,1306,1 医療法人社団　図南会〒004-0841 精神       342（精）第204号             平成26年 4月 1日
     (06,3052,8) 　あしりべつ病院 札幌市清田区清田１条４丁目４番 専用施設の面積:107.3㎡
     ３５号
     011-881-2626  (011-882-4161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1503,1361,6 医療法人　広誠会　北〒005-0832 精神       180（精）第49号              平成 9年 6月 1日
     ノ沢病院 札幌市南区北ノ沢１７３２番地
     011-571-7011  (011-571-7031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1603,1385,5 医療法人　重仁会　大〒004-0041 精神       265（精）第190号             平成24年 9月 1日
     谷地病院 札幌市厚別区大谷地東５丁目７番療養        50 専用施設の面積:660.87㎡
     １０号
     011-891-3737  (011-891-3868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1703,1479,6 ときわ病院 〒005-0853 精神       206（精）第244号             平成30年 4月 1日
     札幌市南区常盤３条１丁目６番１ 専用施設の面積:454.72㎡
     号
     011-591-4711  (011-591-0922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1803,1760,9 社会医療法人共栄会　〒003-0869 精神       419（精）第30号              平成 5年11月 1日
     (05,3252,6) 札幌トロイカ病院 札幌市白石区川下５７７番地８
     011-873-1221  (011-873-2053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1903,1830,0 医療法人社団　五風会〒004-0839 精神       450（精）第104号             平成16年12月 1日
     (06,3280,5) 　さっぽろ　香雪病院札幌市清田区真栄３１９番地
     011-884-6878  (011-883-6875)



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 精神科作業療法　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)

   2003,1883,9 医療法人社団　林下病〒005-0004 精神       145（精）第44号              平成 8年 6月 1日
     院 札幌市南区澄川４条５丁目９番３
     ８号
     011-821-6155  (011-821-6156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2103,1887,0 医療法人社団　幸仁会〒003-0875 精神       258（精）第47号              平成 8年10月 1日
     　札幌ロイヤル病院 札幌市白石区米里５条１丁目３番
     ３０号
     011-872-0121  (011-872-4699)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2203,1970,4 医療法人社団　高台病〒062-0937 精神       106（精）第72号              平成12年11月 1日
     院 札幌市豊平区平岸７条１２丁目１
     ー３９
     011-831-8161  (011-831-8163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2304,1005,7 医療法人　耕仁会　札〒063-0005 精神       202（精）第23号              平成 4年11月 1日
     幌太田病院 札幌市西区山の手５条５丁目１番介護        32
     １号
     011-644-5111  (011-644-5144)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2404,1086,7 医療法人社団　慶愛会〒064-0915 精神       227（精）第235号             平成29年11月 1日
     　札幌花園病院 札幌市中央区南１５条西１５丁目 専用施設の面積:213.06㎡
     １番３０号
     011-561-6131  (011-552-3227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2504,1352,3 医療法人　勉仁会　中〒006-0041 精神       236（精）第219号             平成28年 3月 1日
     (04,3086,1) 垣病院 札幌市手稲区金山１条２丁目１番療養        42 専用施設の面積:150.55㎡
     ６号
     011-682-3011  (011-684-0828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2604,1479,4 医療法人澤山会　手稲〒006-0816 精神       232（精）第201号             平成25年 9月 1日
     病院 札幌市手稲区前田６条１３丁目８ 専用施設の面積:252㎡
     番１５号
     011-683-1111  (011-683-1289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2704,1494,3 札幌グリーン病院 〒006-0005 精神       180（精）第69号              平成12年 7月 1日
     札幌市手稲区西宮の沢５条１丁目
     １３番１５号
     011-662-2338  (011-662-2374)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2804,1523,9 医療法人　札幌西の峰〒063-0022 精神       157（精）第220号             平成28年 4月 1日
     病院 札幌市西区平和２条５丁目１０番 専用施設の面積:470.13㎡
     １号
     011-661-8060  (011-664-1651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科作業療法　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)

   2905,1153,2 医療法人社団明日佳　〒004-0065 療養        99（精）第161号             平成22年 6月 1日
     桜台明日佳病院 札幌市厚別区厚別西５条５丁目１精神       100 専用施設の面積:53.35㎡
     番１号
     011-894-8181  (011-894-8196)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3005,1467,6 自衛隊札幌病院 〒005-0008 一般       170（精）第213号             平成27年 3月26日
     (06,3483,5) 札幌市南区真駒内１７番地 精神        30 専用施設の面積:112.78㎡
     011-581-3101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3110,1027,8 江別市立病院 〒067-8585 一般       278（精）第125号             平成18年12月 1日
     江別市若草町６番地 精神        59 専用施設の面積:421㎡
     011-382-5151  (011-384-1321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3210,1441,1 医療法人風のすずらん〒067-0064 精神       234（精）第182号             平成24年 4月 1日
     会　江別すずらん病院江別市上江別４４２番地１５ 専用施設の面積:235.6㎡
     011-384-2100  (011-384-2288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3311,1185,2 医療法人資生会　千歳〒066-0067 精神       168（精）第224号             平成28年11月 1日
     病院 千歳市桂木１丁目５番６ 専用施設の面積:102.81㎡
     0123-40-0700  (0123-40-0701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3411,1199,3 千歳桂病院 〒066-0068 精神       248（精）第187号             平成24年 6月 1日
     千歳市蘭越９７番地の２ 専用施設の面積:319.73㎡
     0123-23-2101  (0123-22-0171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3512,1024,1 特定医療法人修道会　〒061-1364 精神       184（精）第70号              平成12年10月 1日
     本田記念病院 恵庭市下島松６１９番地１
     0123-36-7111  (0123-36-7113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3612,1037,3 医療法人　盟侑会　島〒061-1356 精神       112（精）第178号             平成23年12月 1日
     松病院 恵庭市西島松５７０番地 介護        60 専用施設の面積:149.8㎡
     0123-36-5181  (0123-36-5184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3714,1040,3 函館渡辺病院 〒042-8678 一般       120（精）第186号             平成24年 6月 1日
     函館市湯川町１丁目３１番１号 精神       461 専用施設の面積:213.51㎡
     0138-59-2221  (0138-57-3176)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3814,1123,7 特定医療法人　富田病〒042-8511 一般        45（精）第147号             平成21年 1月 1日
     院 函館市駒場町９番１８号 精神       316 専用施設の面積:160.76㎡
     0138-52-1112  (0138-55-2243) 療養        29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3914,1452,0 医療法人　亀田病院分〒041-0802 精神       400（精）第45号              平成 8年 6月 1日
     院亀田北病院 函館市石川町１９１番地４
     0138-46-4651  (0138-46-6533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科作業療法　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)

   4015,1070,7 八雲総合病院 〒049-3197 一般       203（精）第60号              平成10年12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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4115,1335,4 医療法人社団立青会　〒041-1112 療養        36（精）第162号             平成22年 6月 1日
     なるかわ病院 亀田郡七飯町鳴川４丁目３２５番精神       360 専用施設の面積:584㎡
     １
     0138-65-7131  (0138-65-7132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4216,1089,5 北海道立江差病院 〒043-0022 一般       146（精）第150号             平成21年 6月 1日
     檜山郡江差町字伏木戸町４８４番精神        48 専用施設の面積:75.23㎡
     地 一般（感染）
     0139-52-0036  (0139-52-0098)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4320,1143,2 医療法人　北仁会　石〒047-8585 精神       384（精）第202号             平成25年11月 1日
     (20,3130,3) 橋病院 小樽市長橋３丁目７番７号 専用施設の面積:188.89㎡
     0134-25-6655  (0134-22-5510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4420,1501,1 小樽市立病院 〒047-8550 一般       302（精）第210号             平成26年12月 1日
     小樽市若松１丁目１番１号 精神        80 専用施設の面積:58.23㎡
     0134-25-1211  (0134-32-6424) 結核         4
     一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4522,1006,7 ＪＡ北海道厚生連　倶〒044-0004 一般       172（精）第102号             平成16年10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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4622,1082,8 医療法人社団　創成会〒044-0132 精神       120（精）第87号              平成14年 8月 1日
     　羊蹄グリーン病院 虻田郡京極町字更進７８０番２
     0136-41-2111  (0136-41-2113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4725,1095,3 医療法人社団　修徳会〒046-0012 精神       185（精）第227号             平成28年12月 1日
     　林病院 余市郡余市町山田町５０番地１ 専用施設の面積:6282.06㎡
     0135-22-5188  (0135-22-6521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4829,1099,7 市立旭川病院 〒070-0029 一般       316（精）第53号              平成 9年12月 1日
     (29,3826,7) 旭川市金星町１丁目１番６５号 精神       100
     0166-24-3181  (0166-27-8505) 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 精神科作業療法　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)

   4929,1142,5 医療法人社団　志恩会〒070-0842 精神       116（精）第243号             平成30年 4月 1日
     　相川記念病院 旭川市大町２条１４丁目９２番地 専用施設の面積:102.99㎡
     の２０
     0166-51-3421  (0166-53-0112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5029,1421,3 医療法人社団　旭川圭〒078-8208 精神       399（精）第225号             平成28年11月 1日
     泉会病院 旭川市東旭川町下兵村２５２番地 専用施設の面積:328.32㎡
     0166-36-1559  (0166-36-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5129,1566,5 医療法人　順真会　メ〒070-0061 精神        70（精）第191号             平成24年10月 1日
     イプル病院 旭川市曙１条８丁目２番地の２９ 専用施設の面積:125.37㎡
     0166-22-7245  (0166-22-8542)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5230,1083,9 北の峰病院 〒076-0016 精神       170（精）第74号              平成13年 5月 1日
     富良野市２０６２番地
     0167-22-2011  (0167-23-1606)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5331,1100,9 医療法人社団　六樹会〒071-1561 精神       120（精）第56号              平成10年 6月 1日
     　聖台病院 上川郡東神楽町東１線２号１３番
     地
     0166-83-3522  (0166-83-3523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5432,1143,7 名寄市立総合病院 〒096-8511 一般       300（精）第206号             平成26年 6月 1日
     名寄市西７条南８丁目１番地 精神        55 専用施設の面積:149.86㎡
     01654-3-3101  (01654-2-0567) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5535,1150,5 医療法人社団　千寿会〒059-0493 療養        74（精）第216号             平成27年 8月 1日
     (35,3215,0) 　三愛病院 登別市中登別町２４番地 精神       460 専用施設の面積:261.71㎡
     0143-83-1111  (0143-83-1361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5635,1205,7 医療法人社団　積信会〒050-0074 精神       300（精）第192号             平成24年10月 1日
     　三村病院 室蘭市中島町３丁目３２番１５号 専用施設の面積:290.3㎡
     0143-44-3274  (0143-47-9041)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5735,1276,8 社会医療法人友愛会　〒059-0034 療養        16（精）第65号              平成11年 8月 1日
     恵愛病院 登別市鷲別町２丁目３１番地１ 精神       234
     0143-82-2200  (0143-86-7484)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5835,1279,2 市立室蘭総合病院 〒051-8512 一般       401（精）第226号             平成28年11月 1日
     室蘭市山手町３丁目８番１号 結核        24 専用施設の面積:228.17㎡
     0143-25-3111  (0143-22-6867) 精神       120
     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 精神科作業療法　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)

   5936,1178,4 医療法人社団　玄洋会〒059-1265 療養        63（精）第11号              昭和61年 5月 1日
     　道央佐藤病院 苫小牧市字樽前２３４番地 精神       402
     0144-67-0236  (0144-67-3125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6036,1226,1 社会医療法人こぶし　〒059-1365 精神       230（精）第35号              平成 6年 7月 1日
     植苗病院 苫小牧市字植苗５２番地の２
     0144-58-2314  (0144-58-2564)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6136,1259,2 医療法人大島記念会　〒053-0034 精神       111（精）第119号             平成18年 4月 1日
     苫小牧緑ヶ丘病院 苫小牧市清水町１丁目５番７号 専用施設の面積:112.48㎡
     0144-34-4761  (0144-34-4762)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6237,1001,6 総合病院　伊達赤十字〒052-8511 一般       270（精）第120号             平成18年 5月 1日
     病院 伊達市末永町８１番地 精神        60 専用施設の面積:223.74㎡
     0142-23-2211  (0142-23-5249) 療養        44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6337,1146,9 医療法人社団倭会　ミ〒052-0012 精神       170（精）第197号             平成25年 6月 1日
     ネルバ病院 伊達市松ケ枝町２４５番地１ 専用施設の面積:361.81㎡
     0142-21-2000  (0142-22-3000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6437,1163,4 医療法人社団倭会　三〒052-0105 精神       200（精）第218号             平成28年 2月 1日
     恵病院 有珠郡壮瞥町字仲洞爺６９番地 専用施設の面積:572.46㎡
     0142-66-3232  (0142-66-2748)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6538,1146,7 医療法人社団　静和会〒056-0022 精神       218（精）第142号             平成20年11月 1日
     　石井病院 日高郡新ひだか町静内高砂町３丁 専用施設の面積:114.5㎡
     目３番１号
     0146-42-3031  (0146-43-3389)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6641,1067,9 総合病院　釧路赤十字〒085-8512 一般       431（精）第223号             平成28年 9月 1日
     (41,3322,2) 病院 釧路市新栄町２１番１４号 精神        58 専用施設の面積:117.1㎡
     0154-22-7171  (0154-24-7880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6741,1185,9 市立釧路総合病院 〒085-0822 一般       535（精）第242号             平成30年 3月 1日
     (41,3270,3) 釧路市春湖台１番１２号 精神        94 専用施設の面積:192.71㎡
     0154-41-6121  (0154-41-4080) 一般（感染）
                  4
     結核        10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6841,1243,6 医療法人　清水桜が丘〒085-0805 精神       162（精）第149号             平成21年 4月 1日
     病院 釧路市桜ケ岡８丁目１番２号 専用施設の面積:118.74㎡
     0154-91-6011  (0154-91-3197)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6941,1328,5 医療法人社団優心会　〒084-0917 精神        97（精）第189号             平成24年 9月 1日
     釧路優心病院 釧路市大楽毛４丁目１番１号 専用施設の面積:51.85㎡
     0154-57-8054  (0154-57-5182)



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 精神科作業療法　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)

   7042,1077,6 根室共立病院 〒087-0045 精神       115（精）第52号              平成 9年12月 1日
     根室市花園町４丁目１番地
     01532-4-4736  (0153-24-7136)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7143,1107,9 つるい養生邑病院 〒085-1212 精神       120（精）第215号             平成27年 7月 1日
     阿寒郡鶴居村字雪裡原野北２２線療養        26 専用施設の面積:72.6㎡
     西１１番地
     0154-64-2321  (0154-64-2669)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7246,1169,2 医療法人社団　博仁会〒080-2470 精神       154（精）第37号              平成 6年11月 1日
     　大江病院 帯広市西２０条南２丁目５番３号
     0155-33-6332  (0155-36-2095)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7347,1217,7 北海道立緑ケ丘病院 〒080-0334 精神       168（精）第9号               昭和60年 9月 1日
     河東郡音更町緑が丘１番地１
     0155-42-3377  (0155-42-4233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7450,1007,6 北見赤十字病院 〒090-8666 一般       490（精）第214号             平成27年 7月 1日
     (50,3457,7) 北見市北６条東２丁目１番地 精神        40 専用施設の面積:78.69㎡
     0157-24-3115  (0157-22-3339) 一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7550,1175,1 医療法人社団　潤清会〒099-2101 精神       140（精）第238号             平成29年12月 1日
     　端野病院 北見市端野町一区６６６番地 専用施設の面積:332.52㎡
     0157-56-3151  (0157-56-2919)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7650,1213,0 医療法人社団　拓美会〒090-0835 精神       110（精）第228号             平成28年12月 1日
     　玉越病院 北見市光西町１９５番地 専用施設の面積:160.82㎡
     0157-24-3323  (0157-24-3354)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7753,1042,7 北海道立向陽ケ丘病院〒093-0084 精神       105（精）第239号             平成30年 1月 1日
     網走市向陽ケ丘１丁目５番１号 専用施設の面積:388.41㎡
     0152-43-4138  (0152-43-4365)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7854,1073,0 医療法人　恵池会　遠〒099-0405 精神       135（精）第78号              平成13年 6月 1日
     軽学田病院 紋別郡遠軽町岩見通北６丁目２番
     地
     0158-42-2741  (0158-42-9738)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7957,1030,3 岩見沢市立総合病院 〒068-8555 一般       365（精）第115号             昭和53年 4月 1日
     岩見沢市９条西７丁目２番地 精神       115 専用施設の面積:188.7㎡
     0126-22-1650  (0126-25-0886) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8057,1055,0 医療法人　恵仁会　空〒068-0851 精神       161（精）第222号             平成28年 8月 1日
     知病院 岩見沢市大和１条８丁目１番地 専用施設の面積:104.56㎡
     0126-22-2072  (0126-24-9559)



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 精神科作業療法　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)

   8157,1125,1 野宮病院 〒068-0005 精神       193（精）第117号             平成18年 2月 1日
     岩見沢市５条東１８丁目５７番地 専用施設の面積:113.94㎡
     0126-22-3731  (0126-24-7585)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8257,1152,5 医療法人社団　北陽会〒068-0023 精神       140（精）第160号             平成22年 4月 1日
     　牧病院 岩見沢市３条西５丁目９番地 専用施設の面積:55.12㎡
     0126-22-0043  (0126-22-3729)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8357,1208,5 医療法人社団明日佳　〒068-0833 療養       150（精）第230号             平成29年 6月 1日
     (57,3304,6) 岩見沢明日佳病院 岩見沢市志文町２９７番地１３ 精神       100 専用施設の面積:111.56㎡
     0126-25-5670  (0126-22-2660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8464,1138,0 荻野病院 〒077-0048 精神        99（精）第112号             平成17年 9月 1日
     留萌市大町３丁目２８番地の１ 専用施設の面積:194.41㎡
     0164-42-1406  (0164-42-0179)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8567,1050,0 市立稚内病院 〒097-0022 一般       258（精）第8号               昭和60年 5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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8671,1046,0 砂川市立病院 〒073-0196 一般       408（精）第209号             平成26年11月 1日
     (71,3364,1) 砂川市西４条北３丁目１番１号 結核         6 専用施設の面積:486.67㎡
     0125-54-2131  (0125-54-0101) 精神        80
     一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8771,1225,0 医療法人砂川慈恵会病〒073-0141 精神       124（精）第208号             平成26年 9月 1日
     院 砂川市西１条南１１丁目２番１０ 専用施設の面積:70.5㎡
     号
     0125-54-2300  (0125-54-2303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8872,1022,9 平岸病院 〒079-1281 一般        42（精）第172号             平成23年 9月 1日
     (71,3166,0) 赤平市平岸新光町２丁目１番地 精神       324 専用施設の面積:352.7㎡
     0125-38-8331  (0125-38-8553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8973,1055,7 医療法人仁恵会　中野〒075-0036 精神       212（精）第170号             平成23年 8月 1日
     記念病院 芦別市旭町４８番地 専用施設の面積:259.4㎡
     0124-22-2196  (0124-22-3370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9074,1079,5 医療法人　圭仁会　東〒074-1273 精神       329（精）第92号              平成15年 6月 1日
     ケ丘病院 深川市音江町字音江２５７番地２
     0164-25-2755  (0164-25-2757)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9175,1001,6 滝川市立病院 〒073-0022 一般       270（精）第166号             平成23年 4月 1日
     滝川市大町２丁目２番３４号 精神        44 専用施設の面積:104.13㎡
     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 精神科作業療法　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)

   9275,1011,5 医療法人　優仁会　滝〒073-0015 精神       297（精）第232号             平成29年 9月 1日
     (71,3142,1) 川中央病院 滝川市朝日町東２丁目１－５ 専用施設の面積:502.31㎡
     0125-22-4344  (0125-26-1121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9375,1050,3 医療法人　圭仁会　佐〒073-0042 一般        36（精）第194号             平成25年 1月 1日
     藤病院 滝川市泉町１３５番地１５ 精神       144 専用施設の面積:226.34㎡
     0125-24-0111  (0125-24-2975)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9476,1031,1 医療法人　悠気会　熊〒061-3207 精神       119（精）第234号             平成29年10月 1日
     谷病院 石狩市花川南７条５丁目５番地 専用施設の面積:501.44㎡
     0133-73-5201  (0133-73-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9580,1001,6 北海道大学病院 〒060-8648 一般       874（精）第246号             平成30年 6月 1日
     (80,3012,7) 札幌市北区北１４条西５丁目 精神        70 専用施設の面積:215㎡
     011-716-1161  (011-706-7627)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9680,1017,2 独立行政法人国立病院〒080-8518 一般       239（精）第97号              平成16年 2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
     0155-33-3155  (0155-33-3397) 精神       100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科ショート・ケア「小規模なもの」　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)

    101,1938,5 札幌医科大学附属病院〒060-8543 一般       890（ショ小）第34号          平成21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 専用施設の面積:40.26㎡
     ９１番地 結核         6 患者１人当たりの面積:3.35㎡
     011-611-2111  (011-621-8059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1944,3 医療法人社団心劇会　〒060-0003 （ショ小）第93号          平成30年 4月 1日
     さっぽろ駅前クリニッ札幌市中央区北３条西４丁目１番 専用施設の面積:285.8㎡
     ク　北海道リワークプ地１日本生命札幌ビル３階 患者１人当たりの面積:3.3㎡
     ラザ 011-280-0556  (011-280-0552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    302,1434,3 医療法人　研成会　札〒001-0903 精神       163（ショ小）第75号          平成28年 5月 1日
     幌鈴木病院 札幌市北区新琴似３条１丁目１番 専用施設の面積:224.68㎡
     ２７号 患者１人当たりの面積:11.23㎡
     011-709-5511  (011-709-5512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402,1728,8 医療法人社団　さっぽ〒001-0039 （ショ小）第63号          平成26年12月 1日
     ろ麻生メンタルクリニ札幌市北区北３９条西５丁目１番 専用施設の面積:46.77㎡
     ック １５号北電商販サトウビル４階 患者１人当たりの面積:3.34㎡
     011-737-8676  (011-737-8676)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502,1994,6 北大通こころのクリニ〒001-0010 （ショ小）第92号          平成30年 4月 1日
     ック 札幌市北区北１０条西４丁目１番 専用施設の面積:168.85㎡
     １３クレドメディカルビル３階 患者１人当たりの面積:3.31㎡
     011-738-7171  (011-738-7172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    603,1887,0 医療法人社団　幸仁会〒003-0875 精神       258（ショ小）第8号           平成18年 4月 1日
     　札幌ロイヤル病院 札幌市白石区米里５条１丁目３番 専用施設の面積:125.4㎡
     ３０号 患者１人当たりの面積:4.18㎡
     011-872-0121  (011-872-4699)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    703,1970,4 医療法人社団　高台病〒062-0937 精神       106（ショ小）第88号          平成29年 7月 1日
     院 札幌市豊平区平岸７条１２丁目１ 専用施設の面積:268.01㎡
     ー３９ 患者１人当たりの面積:8.9㎡
     011-831-8161  (011-831-8163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    804,1523,9 医療法人　札幌西の峰〒063-0022 精神       157（ショ小）第54号          平成25年12月 1日
     病院 札幌市西区平和２条５丁目１０番 専用施設の面積:104.62㎡
     １号 患者１人当たりの面積:5.23㎡
     011-661-8060  (011-664-1651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    905,1287,8 医療法人社団五風会　〒062-0051 （ショ小）第48号          平成24年12月 1日
     福住メンタルクリニッ札幌市豊平区月寒東１条１５丁目 専用施設の面積:78.36㎡
     ク １番２０号 患者１人当たりの面積:3.91㎡
     011-853-1889  (011-856-2030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科ショート・ケア「小規模なもの」　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)

   1005,1347,0 医療法人社団南郷メン〒003-0022 （ショ小）第46号          平成24年11月 1日
     タルクリニック 札幌市白石区南郷通１９丁目南３ 専用施設の面積:41.59㎡
     －１１メディカル９７　４Ｆ 患者１人当たりの面積:4.5㎡
     011-861-7518  (011-863-7518)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1105,1466,8 札幌市子ども心身医療〒062-0934 （ショ小）第85号          平成29年 4月 1日
     センター 札幌市豊平区平岸４条１８丁目１ 専用施設の面積:254.4㎡
     番２１号 患者１人当たりの面積:12.7㎡
     011-821-0070  (011-821-0241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1206,1124,1 札幌こころの診療所 〒060-0051 （ショ小）第57号          平成26年 4月 1日
     札幌市中央区南１条東２丁目６番 専用施設の面積:47.6㎡
     地大通バスセンタービル２号館　 患者１人当たりの面積:4.76㎡
     ５階
     011-218-8888  (011-218-8889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1306,1125,8 医療法人北仁会　幹メ〒064-0820 （ショ小）第76号          平成28年 6月 1日
     ンタルクリニック 札幌市中央区大通西２０丁目２番 専用施設の面積:72.31㎡
     ２０号 患者１人当たりの面積:3.61㎡
     011-622-2525  (011-622-2526)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1406,1131,6 桑園メンタルクリニッ〒060-0007 （ショ小）第90号          平成29年 9月 1日
     ク 札幌市中央区北７条西１５丁目２ 専用施設の面積:40.12㎡
     ８番１１号中央カクマンビル２階 患者１人当たりの面積:3.34㎡
     011-676-4007  (011-676-4008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1506,1154,8 さっぽろ駅前クリニッ〒060-0004 （ショ小）第94号          平成30年 4月 1日
     ク　日興ビル分院 札幌市中央区北４条西４丁目１番 専用施設の面積:541.65㎡
     地札幌日興ビル６階 患者１人当たりの面積:3.3㎡
     011-223-0556  (011-223-0557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1610,1442,9 江別こころのクリニッ〒069-0802 （ショ小）第71号          平成27年10月 1日
     ク 江別市野幌寿町４４番１４ 専用施設の面積:106.56㎡
     011-380-5100  (011-380-5101) 患者１人当たりの面積:5.32㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1712,1037,3 医療法人　盟侑会　島〒061-1356 精神       112（ショ小）第10号          平成18年 4月 1日
     松病院 恵庭市西島松５７０番地 介護        60
     0123-36-5181  (0123-36-5184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1813,1102,3 医療法人風のすずらん〒061-1133 （ショ小）第82号          平成28年 9月 1日
     会北広島メンタルクリ北広島市栄町１丁目５番地５ 専用施設の面積:113.78㎡
     ニック 011-376-7373  (011-376-7378) 患者１人当たりの面積:5.69㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科ショート・ケア「小規模なもの」　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)

   1915,1070,7 八雲総合病院 〒049-3197 一般       203（ショ小）第65号          平成27年 2月 1日
     (14,3384,9) 二海郡八雲町東雲町５０番地 精神       100 専用施設の面積:100.88㎡
     0137-63-2185  (0137-62-2753) 一般（感染） 患者１人当たりの面積:5.04㎡
                  4
     療養        40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2015,1335,4 医療法人社団立青会　〒041-1112 療養        36（ショ小）第66号          平成27年 4月 1日
     なるかわ病院 亀田郡七飯町鳴川４丁目３２５番精神       360 専用施設の面積:259.7㎡
     １ 患者１人当たりの面積:12.9㎡
     0138-65-7131  (0138-65-7132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2120,1350,3 医療法人社団　ウェル〒047-0155 一般        19（ショ小）第84号          平成29年 3月 1日
     ネス望洋台医院 小樽市望洋台２丁目２番１３号 専用施設の面積:100㎡
     0134-54-1199  (0134-51-2010) 患者１人当たりの面積:10㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2223,1079,2 社会福祉法人　北海道〒045-0013 一般        96（ショ小）第55号          平成26年 2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 専用施設の面積:104.14㎡
     院 0135-62-1021  患者１人当たりの面積:5.2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2325,1095,3 医療法人社団　修徳会〒046-0012 精神       185（ショ小）第64号          平成26年12月 1日
     　林病院 余市郡余市町山田町５０番地１ 専用施設の面積:247.87㎡
     0135-22-5188  (0135-22-6521) 患者１人当たりの面積:4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2429,1566,5 医療法人　順真会　メ〒070-0061 精神        70（ショ小）第5号           平成18年 4月 1日
     イプル病院 旭川市曙１条８丁目２番地の２９
     0166-22-7245  (0166-22-8542)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2531,1100,9 医療法人社団　六樹会〒071-1561 精神       120（ショ小）第21号          平成18年 8月 1日
     　聖台病院 上川郡東神楽町東１線２号１３番 専用施設の面積:102.49㎡
     地 患者１人当たりの面積:5.12㎡
     0166-83-3522  (0166-83-3523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2637,1001,6 総合病院　伊達赤十字〒052-8511 一般       270（ショ小）第87号          平成29年 7月 1日
     病院 伊達市末永町８１番地 精神        60 専用施設の面積:101.1㎡
     0142-23-2211  (0142-23-5249) 療養        44 患者１人当たりの面積:30.6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2738,1146,7 医療法人社団　静和会〒056-0022 精神       218（ショ小）第4号           平成18年 4月 1日
     　石井病院 日高郡新ひだか町静内高砂町３丁 専用施設の面積:133.55㎡
     目３番１号 患者１人当たりの面積:4.45㎡
     0146-42-3031  (0146-43-3389)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2847,1217,7 北海道立緑ケ丘病院 〒080-0334 精神       168（ショ小）第86号          平成29年 7月 1日
     河東郡音更町緑が丘１番地１ 専用施設の面積:484.5㎡
     0155-42-3377  (0155-42-4233) 患者１人当たりの面積:24.23㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科ショート・ケア「小規模なもの」　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)

   2950,1175,1 医療法人社団　潤清会〒099-2101 精神       140（ショ小）第91号          平成29年12月 1日
     　端野病院 北見市端野町一区６６６番地 専用施設の面積:131.59㎡
     0157-56-3151  (0157-56-2919) 患者１人当たりの面積:4.3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3050,1213,0 医療法人社団　拓美会〒090-0835 精神       110（ショ小）第77号          平成28年 7月 1日
     　玉越病院 北見市光西町１９５番地 専用施設の面積:114.3㎡
     0157-24-3323  (0157-24-3354) 患者１人当たりの面積:5.71㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3157,1055,0 医療法人　恵仁会　空〒068-0851 精神       161（ショ小）第80号          平成28年 8月 1日
     知病院 岩見沢市大和１条８丁目１番地 専用施設の面積:110.39㎡
     0126-22-2072  (0126-24-9559) 患者１人当たりの面積:3.67㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3261,1068,5 医療法人風のすずらん〒072-0012 （ショ小）第43号          平成23年 5月 1日
     会　美唄すずらんクリ美唄市東１条南２丁目１番１２号 専用施設の面積:229.58㎡
     ニック 　新興ビル１Ｆ 患者１人当たりの面積:11.47㎡
     0126-66-1234  (0126-62-2215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3373,1055,7 医療法人仁恵会　中野〒075-0036 精神       212（ショ小）第1号           平成18年 4月 1日
     記念病院 芦別市旭町４８番地 専用施設の面積:170.93㎡
     0124-22-2196  (0124-22-3370) 患者１人当たりの面積:5.69㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3480,1001,6 北海道大学病院 〒060-8648 一般       874（ショ小）第13号          平成18年 4月 1日
     (80,3012,7) 札幌市北区北１４条西５丁目 精神        70 専用施設の面積:80㎡
     011-716-1161  (011-706-7627) 患者１人当たりの面積:4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3580,1017,2 独立行政法人国立病院〒080-8518 一般       239（ショ小）第62号          平成26年11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 専用施設の面積:219.18㎡
     0155-33-3155  (0155-33-3397) 精神       100 患者１人当たりの面積:10.95㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科ショート・ケア「大規模なもの」　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)

    101,1274,5 医療法人社団　慈藻会〒064-8536 精神       228（ショ大）第104号         平成27年 3月 1日
     　平松記念病院 札幌市中央区南２２条西１４丁目 専用施設の面積:291.9㎡
     １番２０号 患者１人当たりの面積:5.8㎡
     011-561-0708  (011-552-5710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1353,7 医療法人　北仁会　旭〒064-0946 精神       374（ショ大）第135号         平成30年 4月 1日
     山病院 札幌市中央区双子山４丁目３番３ 専用施設の面積:378.2㎡
     ３号 患者１人当たりの面積:5.4㎡
     011-641-7755  (011-631-5512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1398,2 医療法人社団　正心会〒060-0007 療養        28（ショ大）第68号          平成22年 4月 1日
     　岡本病院 札幌市中央区北７条西２６丁目３精神       189 専用施設の面積:502.52㎡
     番１号 患者１人当たりの面積:5.02㎡
     011-611-2351  (011-611-2598)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1766,0 医療法人社団ほっとス〒064-0820 （ショ大）第107号         平成27年 5月 1日
     テーション　大通公園札幌市中央区大通西５丁目８番地 専用施設の面積:310㎡
     メンタルクリニック 昭和ビル２階 患者１人当たりの面積:4.4㎡
     011-233-5255  (011-233-5256) 専用施設の面積:312.4㎡
     患者１人当たりの面積:4.4㎡
     専用施設の面積:387.4㎡
     患者１人当たりの面積:5.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1944,3 医療法人社団心劇会　〒060-0003 （ショ大）第47号          平成19年 7月 1日
     さっぽろ駅前クリニッ札幌市中央区北３条西４丁目１番 専用施設の面積:285.8㎡
     ク　北海道リワークプ地１日本生命札幌ビル３階 患者１人当たりの面積:4.08㎡
     ラザ 011-280-0556  (011-280-0552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602,1002,8 医療法人社団　心優会〒001-0022 精神       280（ショ大）第83号          平成24年 4月 1日
     　中江病院 札幌市北区北２２条西７丁目２番 専用施設の面積:888㎡
     １号 患者１人当たりの面積:11.1㎡
     011-716-7181  (011-758-1451)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    702,1156,2 医療法人　啓生会病院〒065-0027 精神       211（ショ大）第108号         平成27年 6月 1日
     札幌市東区北２７条東２０丁目５ 専用施設の面積:163.7㎡
     番２５号 患者１人当たりの面積:4.09㎡
     011-781-9321  (011-785-2284)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    802,1359,2 特定医療法人　朋友会〒001-0930 精神       210（ショ大）第15号          平成18年 4月 1日
     　石金病院 札幌市北区新川７１４番地２
     011-762-4111  (011-762-7877)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902,1434,3 医療法人　研成会　札〒001-0903 精神       163（ショ大）第122号         平成28年12月 1日
     幌鈴木病院 札幌市北区新琴似３条１丁目１番 専用施設の面積:232.04㎡
     ２７号 患者１人当たりの面積:4.64㎡
     011-709-5511  (011-709-5512)



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 精神科ショート・ケア「大規模なもの」　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)

   1002,1532,4 医療法人社団　五稜会〒002-8029 精神       193（ショ大）第116号         平成28年 2月 1日
     病院 札幌市北区篠路９条６丁目２番３ 専用施設の面積:304.85㎡
     号 患者１人当たりの面積:6.09㎡
     011-771-5660  (011-771-5687) 専用施設の面積:306.19㎡
     患者１人当たりの面積:6.12㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1102,1543,1 医療法人社団　大藏会〒007-0862 精神       244（ショ大）第137号         平成30年 5月 1日
     (03,3384,2) 　札幌佐藤病院 札幌市東区伏古２条４丁目１０番 専用施設の面積:290.14㎡
     １５号 患者１人当たりの面積:4.14㎡
     011-781-5511  (011-781-5594)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1202,1994,6 北大通こころのクリニ〒001-0010 （ショ大）第133号         平成30年 4月 1日
     ック 札幌市北区北１０条西４丁目１番 専用施設の面積:168.85㎡
     １３クレドメディカルビル３階 患者１人当たりの面積:4.02㎡
     011-738-7171  (011-738-7172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1303,1273,3 医療法人社団　同仁会〒003-0013 精神       294（ショ大）第16号          平成18年 4月 1日
     　長野病院 札幌市白石区中央３条５丁目４番 専用施設の面積:349.64㎡
     ３０号 患者１人当たりの面積:6.99㎡
     011-861-1037  (011-861-1032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1403,1385,5 医療法人　重仁会　大〒004-0041 精神       265（ショ大）第90号          平成25年 4月 1日
     谷地病院 札幌市厚別区大谷地東５丁目７番療養        50 専用施設の面積:875.8㎡
     １０号 患者１人当たりの面積:17.5㎡
     011-891-3737  (011-891-3868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1503,1479,6 ときわ病院 〒005-0853 精神       206（ショ大）第78号          平成23年12月 1日
     札幌市南区常盤３条１丁目６番１ 専用施設の面積:101.09㎡
     号 患者１人当たりの面積:4.04㎡
     011-591-4711  (011-591-0922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1603,1643,7 こころのリカバリー総〒003-0029 （ショ大）第18号          平成18年 4月 1日
     合支援センター 札幌市白石区平和通１７丁目北１ 専用施設の面積:1473.69㎡
     番１３号 患者１人当たりの面積:21.05㎡
     011-861-6353  (011-861-6330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1703,1760,9 社会医療法人共栄会　〒003-0869 精神       419（ショ大）第27号          平成18年 4月 1日
     (05,3252,6) 札幌トロイカ病院 札幌市白石区川下５７７番地８ 専用施設の面積:826.3㎡
     011-873-1221  (011-873-2053) 患者１人当たりの面積:11.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1803,1830,0 医療法人社団　五風会〒004-0839 精神       450（ショ大）第34号          平成18年 4月 1日
     (06,3280,5) 　さっぽろ　香雪病院札幌市清田区真栄３１９番地 専用施設の面積:392.78㎡
     011-884-6878  (011-883-6875) 患者１人当たりの面積:7.86㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科ショート・ケア「大規模なもの」　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)

   1903,1883,9 医療法人社団　林下病〒005-0004 精神       145（ショ大）第80号          平成24年 4月 1日
     院 札幌市南区澄川４条５丁目９番３ 専用施設の面積:235.79㎡
     ８号 患者１人当たりの面積:4.71㎡
     011-821-6155  (011-821-6156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2003,1970,4 医療法人社団　高台病〒062-0937 精神       106（ショ大）第134号         平成30年 4月 1日
     院 札幌市豊平区平岸７条１２丁目１ 専用施設の面積:268.01㎡
     ー３９ 患者１人当たりの面積:5.36㎡
     011-831-8161  (011-831-8163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2104,1005,7 医療法人　耕仁会　札〒063-0005 精神       202（ショ大）第37号          平成18年 5月 1日
     幌太田病院 札幌市西区山の手５条５丁目１番介護        32
     １号
     011-644-5111  (011-644-5144)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2204,1086,7 医療法人社団　慶愛会〒064-0915 精神       227（ショ大）第130号         平成29年11月 1日
     　札幌花園病院 札幌市中央区南１５条西１５丁目 専用施設の面積:277.86㎡
     １番３０号 患者１人当たりの面積:5.55㎡
     011-561-6131  (011-552-3227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2304,1352,3 医療法人　勉仁会　中〒006-0041 精神       236（ショ大）第117号         平成28年 3月 1日
     (04,3086,1) 垣病院 札幌市手稲区金山１条２丁目１番療養        42 専用施設の面積:205.14㎡
     ６号 患者１人当たりの面積:4.1㎡
     011-682-3011  (011-684-0828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2404,1479,4 医療法人澤山会　手稲〒006-0816 精神       232（ショ大）第11号          平成18年 4月 1日
     病院 札幌市手稲区前田６条１３丁目８ 専用施設の面積:253.9㎡
     番１５号 患者１人当たりの面積:5㎡
     011-683-1111  (011-683-1289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2504,1869,6 医療法人社団　彌和会〒063-0061 （ショ大）第120号         平成28年 5月 1日
     　三浦メンタルクリニ札幌市西区西町北７丁目２番１５ 専用施設の面積:169.42㎡
     ック 号 患者１人当たりの面積:4㎡
     011-666-2767  (011-661-2662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2605,1292,8 医療法人　しもでメン〒062-0922 （ショ大）第55号          平成20年 9月 1日
     タルクリニック 札幌市豊平区中の島２条１丁目３ 専用施設の面積:200.32㎡
     番２５号カムオンビル 患者１人当たりの面積:4.01㎡
     011-833-6662  (011-833-6522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2706,1085,4 医療法人社団　楽優会〒064-0822 （ショ大）第86号          平成24年10月 1日
     　札幌なかまの杜クリ札幌市中央区北２条西２０丁目１ 専用施設の面積:226.6㎡
     ニック 番２８号報恩ビル　２階 患者１人当たりの面積:4㎡
     011-688-5753  (011-688-5754)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科ショート・ケア「大規模なもの」　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)

   2806,1154,8 さっぽろ駅前クリニッ〒060-0004 （ショ大）第136号         平成30年 4月 1日
     ク　日興ビル分院 札幌市中央区北４条西４丁目１番 専用施設の面積:541.65㎡
     地札幌日興ビル６階 患者１人当たりの面積:4㎡
     011-223-0556  (011-223-0557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2910,1441,1 医療法人風のすずらん〒067-0064 精神       234（ショ大）第115号         平成28年 2月 1日
     会　江別すずらん病院江別市上江別４４２番地１５ 専用施設の面積:214.82㎡
     011-384-2100  (011-384-2288) 患者１人当たりの面積:4.29㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3011,1148,0 社会医療法人こぶし　〒066-0063 （ショ大）第25号          平成18年 4月 1日
     千歳こぶしクリニック千歳市幸町３丁目１５番地　エレ 専用施設の面積:149.89㎡
     ガンスビル２階 患者１人当たりの面積:5㎡
     0123-23-1133  (0123-23-4395)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3111,1185,2 医療法人資生会　千歳〒066-0067 精神       168（ショ大）第44号          平成18年12月 1日
     病院 千歳市桂木１丁目５番６ 専用施設の面積:216.48㎡
     0123-40-0700  (0123-40-0701) 患者１人当たりの面積:4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3212,1024,1 特定医療法人修道会　〒061-1364 精神       184（ショ大）第22号          平成18年 4月 1日
     本田記念病院 恵庭市下島松６１９番地１ 専用施設の面積:186.93㎡
     0123-36-7111  (0123-36-7113) 患者１人当たりの面積:4.15㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3314,1711,9 函館渡辺病院　附属ゆ〒042-8678 （ショ大）第26号          平成18年 4月 1日
     のかわメンタルクリニ函館市湯川町１丁目２９番１１号 専用施設の面積:400.75㎡
     ック 0138-59-3331  (0138-59-6717) 患者１人当たりの面積:4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3420,1143,2 医療法人　北仁会　石〒047-8585 精神       384（ショ大）第94号          平成25年11月 1日
     (20,3130,3) 橋病院 小樽市長橋３丁目７番７号 専用施設の面積:178.30㎡
     0134-25-6655  (0134-22-5510) 患者１人当たりの面積:4.05㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3522,1006,7 ＪＡ北海道厚生連　倶〒044-0004 一般       172（ショ大）第119号         平成28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 専用施設の面積:203.24㎡
     番地 一般（感染） 患者１人当たりの面積:4.06㎡
     0136-22-1141  (0136-23-3142)              2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3625,1095,3 医療法人社団　修徳会〒046-0012 精神       185（ショ大）第102号         平成26年12月 1日
     　林病院 余市郡余市町山田町５０番地１ 専用施設の面積:247.87㎡
     0135-22-5188  (0135-22-6521) 患者１人当たりの面積:4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3729,1142,5 医療法人社団　志恩会〒070-0842 精神       116（ショ大）第84号          平成24年 6月 1日
     　相川記念病院 旭川市大町２条１４丁目９２番地 専用施設の面積:208.5㎡
     の２０ 患者１人当たりの面積:4.17㎡
     0166-51-3421  (0166-53-0112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科ショート・ケア「大規模なもの」　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)

   3832,1143,7 名寄市立総合病院 〒096-8511 一般       300（ショ大）第112号         平成27年 8月 1日
     名寄市西７条南８丁目１番地 精神        55 専用施設の面積:733.44㎡
     01654-3-3101  (01654-2-0567) 一般（感染） 患者１人当たりの面積:10㎡
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3935,1150,5 医療法人社団　千寿会〒059-0493 療養        74（ショ大）第2号           平成18年 4月 1日
     (35,3215,0) 　三愛病院 登別市中登別町２４番地 精神       460 専用施設の面積:255.35㎡
     0143-83-1111  (0143-83-1361) 患者１人当たりの面積:5.1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4035,1279,2 市立室蘭総合病院 〒051-8512 一般       401（ショ大）第124号         平成29年 4月 1日
     室蘭市山手町３丁目８番１号 結核        24 専用施設の面積:631.15㎡
     0143-25-3111  (0143-22-6867) 精神       120
     一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4136,1178,4 医療法人社団　玄洋会〒059-1265 療養        63（ショ大）第50号          平成19年12月 1日
     　道央佐藤病院 苫小牧市字樽前２３４番地 精神       402 専用施設の面積:646.42㎡
     0144-67-0236  (0144-67-3125) 患者１人当たりの面積:12.92㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4236,1259,2 医療法人大島記念会　〒053-0034 精神       111（ショ大）第57号          平成20年11月 1日
     苫小牧緑ヶ丘病院 苫小牧市清水町１丁目５番７号 専用施設の面積:256㎡
     0144-34-4761  (0144-34-4762) 患者１人当たりの面積:5.12㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4336,1288,1 社会医療法人こぶし　〒053-0053 （ショ大）第29号          平成18年 4月 1日
     柳町診療所 苫小牧市柳町４丁目１２番２０号 専用施設の面積:314.6㎡
     0144-57-3322  (0144-57-5959) 患者１人当たりの面積:6.29㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4436,1340,0 医療法人社団玄洋会　〒053-0021 （ショ大）第30号          平成18年 4月 1日
     メンタルケアわかくさ苫小牧市若草町５丁目１番５号 専用施設の面積:1202.76㎡
     0144-34-2969  (0144-34-2542) 患者１人当たりの面積:24.06㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4538,1181,4 浦河ひがし町診療所 〒057-0007 （ショ大）第106号         平成27年 4月 1日
     浦河郡浦河町東町ちのみ１丁目１ 専用施設の面積:180.67㎡
     番１号 患者１人当たりの面積:4㎡
     0146-22-7800  (0146-22-7801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4641,1185,9 市立釧路総合病院 〒085-0822 一般       535（ショ大）第63号          平成21年 9月 1日
     (41,3270,3) 釧路市春湖台１番１２号 精神        94 専用施設の面積:299.86㎡
     0154-41-6121  (0154-41-4080) 一般（感染） 患者１人当たりの面積:14.9㎡
                  4
     結核        10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4741,1243,6 医療法人　清水桜が丘〒085-0805 精神       162（ショ大）第19号          平成18年 4月 1日
     病院 釧路市桜ケ岡８丁目１番２号 専用施設の面積:679㎡
     0154-91-6011  (0154-91-3197) 患者１人当たりの面積:13㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科ショート・ケア「大規模なもの」　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)

   4841,1247,7 クリニック養生邑 〒085-0034 （ショ大）第128号         平成29年10月 1日
     釧路市白金町２番１４号 専用施設の面積:239.3㎡
     0154-22-5547  (0154-23-0330) 患者１人当たりの面積:4.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4941,1306,1 江南通りクリニック 〒085-0056 （ショ大）第46号          平成19年 5月 1日
     釧路市東川町３番１５号 専用施設の面積:347.2㎡
     0154-32-3788  (0154-32-7688) 患者１人当たりの面積:6.94㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5046,1415,9 医療法人社団博仁会　〒080-0015 （ショ大）第97号          平成26年 4月 1日
     おおえメンタルクリニ帯広市西５条南１２丁目１番地 専用施設の面積:234.21㎡
     ックゆう 0155-20-3800  (0155-20-3801) 患者１人当たりの面積:4.68㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5150,1007,6 北見赤十字病院 〒090-8666 一般       490（ショ大）第111号         平成27年 7月 1日
     (50,3457,7) 北見市北６条東２丁目１番地 精神        40 専用施設の面積:392.36㎡
     0157-24-3115  (0157-22-3339) 一般（感染） 患者１人当たりの面積:7.8㎡
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5253,1042,7 北海道立向陽ケ丘病院〒093-0084 精神       105（ショ大）第54号          平成20年 6月 1日
     網走市向陽ケ丘１丁目５番１号 専用施設の面積:809.71㎡
     0152-43-4138  (0152-43-4365) 患者１人当たりの面積:16.19㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5357,1030,3 岩見沢市立総合病院 〒068-8555 一般       365（ショ大）第73号          平成23年 5月 1日
     岩見沢市９条西７丁目２番地 精神       115 専用施設の面積:132.3㎡
     0126-22-1650  (0126-25-0886) 一般（感染） 患者１人当たりの面積:4㎡
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5461,1066,9 医療法人　心和会　心〒072-0025 （ショ大）第71号          平成22年10月 1日
     療内科　あおぞらクリ美唄市西２条南２丁目４－２０ 専用施設の面積:297.59㎡
     ニック 0126-66-6355  (0126-63-1551) 患者１人当たりの面積:4.25㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5561,1068,5 医療法人風のすずらん〒072-0012 （ショ大）第74号          平成23年 5月 1日
     会　美唄すずらんクリ美唄市東１条南２丁目１番１２号 専用施設の面積:229.58㎡
     ニック 　新興ビル１Ｆ 患者１人当たりの面積:4.59㎡
     0126-66-1234  (0126-62-2215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5664,1138,0 荻野病院 〒077-0048 精神        99（ショ大）第52号          平成20年 3月 1日
     留萌市大町３丁目２８番地の１ 専用施設の面積:446.58㎡
     0164-42-1406  (0164-42-0179) 患者１人当たりの面積:4.46㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5764,1153,9 はぼろメンタルクリニ〒078-4123 （ショ大）第89号          平成25年 2月 1日
     ック 苫前郡羽幌町栄町１８６番７ 専用施設の面積:176.04㎡
     0164-69-2700  (0164-69-2701) 患者１人当たりの面積:4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5867,1050,0 市立稚内病院 〒097-0022 一般       258（ショ大）第131号         平成30年 1月 1日
     稚内市中央４丁目１１番６号 精神        70 専用施設の面積:123.93㎡
     0162-23-2771  (0162-23-5636) 一般（感染） 患者１人当たりの面積:4.13㎡
                  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 精神科ショート・ケア「大規模なもの」　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)

   5975,1011,5 医療法人　優仁会　滝〒073-0015 精神       297（ショ大）第127号         平成29年 9月 1日
     (71,3142,1) 川中央病院 滝川市朝日町東２丁目１－５ 専用施設の面積:254.13㎡
     0125-22-4344  (0125-26-1121) 患者１人当たりの面積:5.08㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6076,1031,1 医療法人　悠気会　熊〒061-3207 精神       119（ショ大）第129号         平成29年10月 1日
     谷病院 石狩市花川南７条５丁目５番地 専用施設の面積:112.97㎡
     0133-73-5201  (0133-73-8932) 患者１人当たりの面積: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 精神科デイ・ケア「小規模なもの」　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)

    101,1944,3 医療法人社団心劇会　〒060-0003 （デ小）第124号           平成30年 4月 1日
     さっぽろ駅前クリニッ札幌市中央区北３条西４丁目１番 専用施設の面積:258.8㎡
     ク　北海道リワークプ地１日本生命札幌ビル３階 患者１人当たりの面積:3.3㎡
     ラザ 011-280-0556  (011-280-0552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202,1994,6 北大通こころのクリニ〒001-0010 （デ小）第123号           平成30年 4月 1日
     ック 札幌市北区北１０条西４丁目１番 専用施設の面積:168.85㎡
     １３クレドメディカルビル３階 患者１人当たりの面積:3.31㎡
     011-738-7171  (011-738-7172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303,1792,2 社会福祉法人　楡の会〒004-0007 一般        16（デ小）第10号            平成 9年 7月 1日
     (05,3318,5) 　こどもクリニック 札幌市厚別区厚別町下野幌４９番
     地
     011-898-3934  (011-898-3133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    403,1887,0 医療法人社団　幸仁会〒003-0875 精神       258（デ小）第39号            平成14年 8月 1日
     　札幌ロイヤル病院 札幌市白石区米里５条１丁目３番
     ３０号
     011-872-0121  (011-872-4699)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    503,1970,4 医療法人社団　高台病〒062-0937 精神       106（デ小）第121号           平成29年 7月 1日
     院 札幌市豊平区平岸７条１２丁目１ 専用施設の面積:268.01㎡
     ー３９ 患者１人当たりの面積:8.9㎡
     011-831-8161  (011-831-8163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    604,1523,9 医療法人　札幌西の峰〒063-0022 精神       157（デ小）第55号            平成17年 4月 1日
     病院 札幌市西区平和２条５丁目１０番 専用施設の面積:104.62㎡
     １号 患者１人当たりの面積:3.48㎡
     011-661-8060  (011-664-1651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    705,1245,6 医療法人社団　たさき〒004-0041 （デ小）第68号            平成19年 1月 1日
     子ども相談診療室 札幌市厚別区大谷地東４丁目２－ 専用施設の面積:40.9㎡
     ２０第２西村ビル１階 患者１人当たりの面積:3.41㎡
     011-802-2888  (011-802-2877)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    805,1287,8 医療法人社団五風会　〒062-0051 （デ小）第96号            平成24年11月 1日
     福住メンタルクリニッ札幌市豊平区月寒東１条１５丁目 専用施設の面積:78.36㎡
     ク １番２０号 患者１人当たりの面積:3.91㎡
     011-853-1889  (011-856-2030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    905,1466,8 札幌市子ども心身医療〒062-0934 （デ小）第119号           平成29年 4月 1日
     センター 札幌市豊平区平岸４条１８丁目１ 専用施設の面積:254.5㎡
     番２１号 患者１人当たりの面積:8.4㎡
     011-821-0070  (011-821-0241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科デイ・ケア「小規模なもの」　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)

   1006,1125,8 医療法人北仁会　幹メ〒064-0820 （デ小）第113号           平成28年 6月 1日
     ンタルクリニック 札幌市中央区大通西２０丁目２番 専用施設の面積:72.31㎡
     ２０号 患者１人当たりの面積:3.61㎡
     011-622-2525  (011-622-2526)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1106,1154,8 さっぽろ駅前クリニッ〒060-0004 （デ小）第125号           平成30年 4月 1日
     ク　日興ビル分院 札幌市中央区北４条西４丁目１番 専用施設の面積:541.65㎡
     地札幌日興ビル６階 患者１人当たりの面積:3.3㎡
     011-223-0556  (011-223-0557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1210,1442,9 江別こころのクリニッ〒069-0802 （デ小）第110号           平成27年10月 1日
     ク 江別市野幌寿町４４番１４ 専用施設の面積:106.56㎡
     011-380-5100  (011-380-5101) 患者１人当たりの面積:3.55㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1311,1199,3 千歳桂病院 〒066-0068 精神       248（デ小）第94号            平成24年 6月 1日
     千歳市蘭越９７番地の２ 専用施設の面積:160.07㎡
     0123-23-2101  (0123-22-0171) 患者１人当たりの面積:5.33㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1412,1037,3 医療法人　盟侑会　島〒061-1356 精神       112（デ小）第26号            平成12年 5月 1日
     松病院 恵庭市西島松５７０番地 介護        60
     0123-36-5181  (0123-36-5184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1513,1102,3 医療法人風のすずらん〒061-1133 （デ小）第117号           平成28年 9月 1日
     会北広島メンタルクリ北広島市栄町１丁目５番地５ 専用施設の面積:113.78㎡
     ニック 011-376-7373  (011-376-7378) 患者１人当たりの面積:3.79㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1614,1452,0 医療法人　亀田病院分〒041-0802 精神       400（デ小）第108号           平成27年 8月 1日
     院亀田北病院 函館市石川町１９１番地４ 専用施設の面積:146.55㎡
     0138-46-4651  (0138-46-6533) 患者１人当たりの面積:4.88㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1714,1685,5 医療法人社団　かとう〒041-0841 （デ小）第33号            平成13年 8月 1日
     メンタルクリニック 函館市日吉町１丁目１４番１号
     0138-33-7000  (0138-33-7007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1815,1335,4 医療法人社団立青会　〒041-1112 療養        36（デ小）第106号           平成27年 4月 1日
     なるかわ病院 亀田郡七飯町鳴川４丁目３２５番精神       360 専用施設の面積:259.7㎡
     １ 患者１人当たりの面積:8.6㎡
     0138-65-7131  (0138-65-7132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1923,1079,2 社会福祉法人　北海道〒045-0013 一般        96（デ小）第81号            平成22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 専用施設の面積:104.14㎡
     院 0135-62-1021  患者１人当たりの面積:3.47㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2025,1095,3 医療法人社団　修徳会〒046-0012 精神       185（デ小）第104号           平成26年12月 1日
     　林病院 余市郡余市町山田町５０番地１ 専用施設の面積:247.87㎡
     0135-22-5188  (0135-22-6521) 患者１人当たりの面積: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 精神科デイ・ケア「小規模なもの」　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)

   2129,1566,5 医療法人　順真会　メ〒070-0061 精神        70（デ小）第95号            平成24年10月 1日
     イプル病院 旭川市曙１条８丁目２番地の２９ 専用施設の面積:179.36㎡
     0166-22-7245  (0166-22-8542) 患者１人当たりの面積:5.97㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2231,1100,9 医療法人社団　六樹会〒071-1561 精神       120（デ小）第65号            平成18年 8月 1日
     　聖台病院 上川郡東神楽町東１線２号１３番 専用施設の面積:102.49㎡
     地 患者１人当たりの面積:3.41㎡
     0166-83-3522  (0166-83-3523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2337,1001,6 総合病院　伊達赤十字〒052-8511 一般       270（デ小）第62号            平成18年 5月 1日
     病院 伊達市末永町８１番地 精神        60 専用施設の面積:60.5㎡
     0142-23-2211  (0142-23-5249) 療養        44 患者１人当たりの面積:3.3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2438,1146,7 医療法人社団　静和会〒056-0022 精神       218（デ小）第58号            平成17年10月 1日
     　石井病院 日高郡新ひだか町静内高砂町３丁 専用施設の面積:133.55㎡
     目３番１号 患者１人当たりの面積:4.45㎡
     0146-42-3031  (0146-43-3389)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2547,1217,7 北海道立緑ケ丘病院 〒080-0334 精神       168（デ小）第91号            平成24年 4月 1日
     河東郡音更町緑が丘１番地１ 専用施設の面積:484.5㎡
     0155-42-3377  (0155-42-4233) 患者１人当たりの面積:16.15㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2650,1175,1 医療法人社団　潤清会〒099-2101 精神       140（デ小）第75号            平成20年 8月 1日
     　端野病院 北見市端野町一区６６６番地 専用施設の面積:114.76㎡
     0157-56-3151  (0157-56-2919) 患者１人当たりの面積:3.83㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2757,1055,0 医療法人　恵仁会　空〒068-0851 精神       161（デ小）第115号           平成28年 8月 1日
     知病院 岩見沢市大和１条８丁目１番地 専用施設の面積:110.39㎡
     0126-22-2072  (0126-24-9559) 患者１人当たりの面積:3.67㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2861,1068,5 医療法人風のすずらん〒072-0012 （デ小）第88号            平成23年 5月 1日
     会　美唄すずらんクリ美唄市東１条南２丁目１番１２号 専用施設の面積:229.58㎡
     ニック 　新興ビル１Ｆ 患者１人当たりの面積:7.65㎡
     0126-66-1234  (0126-62-2215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2973,1055,7 医療法人仁恵会　中野〒075-0036 精神       212（デ小）第6号             平成 9年 4月 1日
     記念病院 芦別市旭町４８番地
     0124-22-2196  (0124-22-3370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3080,1001,6 北海道大学病院 〒060-8648 一般       874（デ小）第122号           平成29年 9月 1日
     (80,3012,7) 札幌市北区北１４条西５丁目 精神        70 専用施設の面積:73㎡
     011-716-1161  (011-706-7627) 患者１人当たりの面積:7.3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3180,1017,2 独立行政法人国立病院〒080-8518 一般       239（デ小）第102号           平成26年11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 専用施設の面積:219.18㎡
     0155-33-3155  (0155-33-3397) 精神       100 患者１人当たりの面積:7.3㎡



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 精神科デイ・ケア「大規模なもの」　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)

    101,1274,5 医療法人社団　慈藻会〒064-8536 精神       228（デ大）第157号           平成27年 3月 1日
     　平松記念病院 札幌市中央区南２２条西１４丁目 専用施設の面積:291.9㎡
     １番２０号 患者１人当たりの面積:5.8㎡
     011-561-0708  (011-552-5710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1353,7 医療法人　北仁会　旭〒064-0946 精神       374（デ大）第190号           平成30年 4月 1日
     山病院 札幌市中央区双子山４丁目３番３ 専用施設の面積:378.2㎡
     ３号 患者１人当たりの面積:5.4㎡
     011-641-7755  (011-631-5512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1398,2 医療法人社団　正心会〒060-0007 療養        28（デ大）第106号           平成22年 4月 1日
     　岡本病院 札幌市中央区北７条西２６丁目３精神       189 専用施設の面積:502.52㎡
     番１号 患者１人当たりの面積:5.02㎡
     011-611-2351  (011-611-2598)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1640,7 医療法人社団　健心会〒060-0012 精神       156（デ大）第44号            平成14年 6月 1日
     　桑園病院 札幌市中央区北１２条西１５丁目
     １番３０号
     011-716-2497  (011-716-2358)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1766,0 医療法人社団ほっとス〒064-0820 （デ大）第160号           平成27年 5月 1日
     テーション　大通公園札幌市中央区大通西５丁目８番地 専用施設の面積:310㎡
     メンタルクリニック 昭和ビル２階 患者１人当たりの面積:4.4㎡
     011-233-5255  (011-233-5256) 専用施設の面積:312.4㎡
     患者１人当たりの面積:4.4㎡
     専用施設の面積:387.4㎡
     患者１人当たりの面積:5.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1944,3 医療法人社団心劇会　〒060-0003 （デ大）第82号            平成19年 7月 1日
     さっぽろ駅前クリニッ札幌市中央区北３条西４丁目１番 専用施設の面積:285.8㎡
     ク　北海道リワークプ地１日本生命札幌ビル３階 患者１人当たりの面積:4.08㎡
     ラザ 011-280-0556  (011-280-0552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    702,1002,8 医療法人社団　心優会〒001-0022 精神       280（デ大）第123号           平成24年 4月 1日
     　中江病院 札幌市北区北２２条西７丁目２番 専用施設の面積:888㎡
     １号 患者１人当たりの面積:11.1㎡
     011-716-7181  (011-758-1451)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    802,1156,2 医療法人　啓生会病院〒065-0027 精神       211（デ大）第161号           平成27年 6月 1日
     札幌市東区北２７条東２０丁目５ 専用施設の面積:163.7㎡
     番２５号 患者１人当たりの面積:4.09㎡
     011-781-9321  (011-785-2284)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902,1359,2 特定医療法人　朋友会〒001-0930 精神       210（デ大）第32号            平成12年 6月 1日
     　石金病院 札幌市北区新川７１４番地２
     011-762-4111  (011-762-7877)



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 精神科デイ・ケア「大規模なもの」　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)

   1002,1434,3 医療法人　研成会　札〒001-0903 精神       163（デ大）第176号           平成28年12月 1日
     幌鈴木病院 札幌市北区新琴似３条１丁目１番 専用施設の面積:232.04㎡
     ２７号 患者１人当たりの面積:4.64㎡
     011-709-5511  (011-709-5512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1102,1532,4 医療法人社団　五稜会〒002-8029 精神       193（デ大）第170号           平成28年 2月 1日
     病院 札幌市北区篠路９条６丁目２番３ 専用施設の面積:304.85㎡
     号 患者１人当たりの面積:6.09㎡
     011-771-5660  (011-771-5687) 専用施設の面積:306.19㎡
     患者１人当たりの面積:6.12㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1202,1543,1 医療法人社団　大藏会〒007-0862 精神       244（デ大）第192号           平成30年 5月 1日
     (03,3384,2) 　札幌佐藤病院 札幌市東区伏古２条４丁目１０番 専用施設の面積:673.03㎡
     １５号 患者１人当たりの面積:4.2㎡
     011-781-5511  (011-781-5594)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1302,1994,6 北大通こころのクリニ〒001-0010 （デ大）第188号           平成30年 4月 1日
     ック 札幌市北区北１０条西４丁目１番 専用施設の面積:168.85㎡
     １３クレドメディカルビル３階 患者１人当たりの面積:4.02㎡
     011-738-7171  (011-738-7172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1403,1273,3 医療法人社団　同仁会〒003-0013 精神       294（デ大）第69号            平成18年 2月 1日
     　長野病院 札幌市白石区中央３条５丁目４番 専用施設の面積:349.64㎡
     ３０号 患者１人当たりの面積:6.99㎡
     011-861-1037  (011-861-1032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1503,1385,5 医療法人　重仁会　大〒004-0041 精神       265（デ大）第134号           平成25年 4月 1日
     谷地病院 札幌市厚別区大谷地東５丁目７番療養        50 専用施設の面積:875.8㎡
     １０号 患者１人当たりの面積:17.5㎡
     011-891-3737  (011-891-3868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1603,1479,6 ときわ病院 〒005-0853 精神       206（デ大）第117号           平成23年12月 1日
     札幌市南区常盤３条１丁目６番１ 専用施設の面積:101.09㎡
     号 患者１人当たりの面積:4.04㎡
     011-591-4711  (011-591-0922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1703,1643,7 こころのリカバリー総〒003-0029 （デ大）第10号            平成 2年 1月 1日
     合支援センター 札幌市白石区平和通１７丁目北１
     番１３号
     011-861-6353  (011-861-6330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1803,1760,9 社会医療法人共栄会　〒003-0869 精神       419（デ大）第37号            平成13年 4月 1日
     (05,3252,6) 札幌トロイカ病院 札幌市白石区川下５７７番地８
     011-873-1221  (011-873-2053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科デイ・ケア「大規模なもの」　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)

   1903,1830,0 医療法人社団　五風会〒004-0839 精神       450（デ大）第136号           平成25年 9月 1日
     (06,3280,5) 　さっぽろ　香雪病院札幌市清田区真栄３１９番地 専用施設の面積:392.78㎡
     011-884-6878  (011-883-6875) 患者１人当たりの面積:4.11㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2003,1883,9 医療法人社団　林下病〒005-0004 精神       145（デ大）第131号           平成24年12月 1日
     院 札幌市南区澄川４条５丁目９番３ 専用施設の面積:235.79㎡
     ８号 患者１人当たりの面積:4.06㎡
     011-821-6155  (011-821-6156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2103,1970,4 医療法人社団　高台病〒062-0937 精神       106（デ大）第189号           平成30年 4月 1日
     院 札幌市豊平区平岸７条１２丁目１ 専用施設の面積:268.01㎡
     ー３９ 患者１人当たりの面積:5.36㎡
     011-831-8161  (011-831-8163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2204,1005,7 医療法人　耕仁会　札〒063-0005 精神       202（デ大）第55号            平成 9年 5月 1日
     幌太田病院 札幌市西区山の手５条５丁目１番介護        32
     １号
     011-644-5111  (011-644-5144)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2304,1086,7 医療法人社団　慶愛会〒064-0915 精神       227（デ大）第184号           平成29年11月 1日
     　札幌花園病院 札幌市中央区南１５条西１５丁目 専用施設の面積:277.86㎡
     １番３０号 患者１人当たりの面積:5.55㎡
     011-561-6131  (011-552-3227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2404,1352,3 医療法人　勉仁会　中〒006-0041 精神       236（デ大）第171号           平成28年 3月 1日
     (04,3086,1) 垣病院 札幌市手稲区金山１条２丁目１番療養        42 専用施設の面積:205.14㎡
     ６号 患者１人当たりの面積:4.1㎡
     011-682-3011  (011-684-0828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2504,1479,4 医療法人澤山会　手稲〒006-0816 精神       232（デ大）第28号            平成11年12月 1日
     病院 札幌市手稲区前田６条１３丁目８
     番１５号
     011-683-1111  (011-683-1289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2604,1869,6 医療法人社団　彌和会〒063-0061 （デ大）第174号           平成28年 5月 1日
     　三浦メンタルクリニ札幌市西区西町北７丁目２番１５ 専用施設の面積:169.42㎡
     ック 号 患者１人当たりの面積:4㎡
     011-666-2767  (011-661-2662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2705,1292,8 医療法人　しもでメン〒062-0922 （デ大）第89号            平成20年 9月 1日
     タルクリニック 札幌市豊平区中の島２条１丁目３ 専用施設の面積:200.32㎡
     番２５号カムオンビル 患者１人当たりの面積:4.01㎡
     011-833-6662  (011-833-6522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科デイ・ケア「大規模なもの」　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)

   2806,1085,4 医療法人社団　楽優会〒064-0822 （デ大）第129号           平成24年10月 1日
     　札幌なかまの杜クリ札幌市中央区北２条西２０丁目１ 専用施設の面積:226.6㎡
     ニック 番２８号報恩ビル　２階 患者１人当たりの面積:4㎡
     011-688-5753  (011-688-5754)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2906,1154,8 さっぽろ駅前クリニッ〒060-0004 （デ大）第191号           平成30年 4月 1日
     ク　日興ビル分院 札幌市中央区北４条西４丁目１番 専用施設の面積:541.65㎡
     地札幌日興ビル６階 患者１人当たりの面積:4㎡
     011-223-0556  (011-223-0557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3010,1027,8 江別市立病院 〒067-8585 一般       278（デ大）第26号            平成11年10月 1日
     江別市若草町６番地 精神        59
     011-382-5151  (011-384-1321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3110,1441,1 医療法人風のすずらん〒067-0064 精神       234（デ大）第169号           平成28年 2月 1日
     会　江別すずらん病院江別市上江別４４２番地１５ 専用施設の面積:214.82㎡
     011-384-2100  (011-384-2288) 患者１人当たりの面積:4.29㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3211,1148,0 社会医療法人こぶし　〒066-0063 （デ大）第46号            平成14年 6月 1日
     千歳こぶしクリニック千歳市幸町３丁目１５番地　エレ
     ガンスビル２階
     0123-23-1133  (0123-23-4395)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3311,1185,2 医療法人資生会　千歳〒066-0067 精神       168（デ大）第76号            平成18年12月 1日
     病院 千歳市桂木１丁目５番６ 専用施設の面積:216.48㎡
     0123-40-0700  (0123-40-0701) 患者１人当たりの面積:4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3412,1024,1 特定医療法人修道会　〒061-1364 精神       184（デ大）第59号            平成16年 9月 1日
     本田記念病院 恵庭市下島松６１９番地１
     0123-36-7111  (0123-36-7113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3514,1123,7 特定医療法人　富田病〒042-8511 一般        45（デ大）第81号            平成19年 7月 1日
     院 函館市駒場町９番１８号 精神       316 専用施設の面積:265.09㎡
     0138-52-1112  (0138-55-2243) 療養        29 患者１人当たりの面積:5.3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3614,1695,4 医療法人社団　五稜郭〒040-0004 （デ大）第40号            平成14年 1月 1日
     メンタルクリニック 函館市杉並町２３番１５号
     0138-31-7771  (0138-31-7772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3714,1711,9 函館渡辺病院　附属ゆ〒042-8678 （デ大）第150号           平成26年 6月 1日
     のかわメンタルクリニ函館市湯川町１丁目２９番１１号 専用施設の面積:400.75㎡
     ック 0138-59-3331  (0138-59-6717) 患者１人当たりの面積:4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3820,1143,2 医療法人　北仁会　石〒047-8585 精神       384（デ大）第141号           平成25年11月 1日
     (20,3130,3) 橋病院 小樽市長橋３丁目７番７号 専用施設の面積:178.3㎡
     0134-25-6655  (0134-22-5510) 患者１人当たりの面積:4.05㎡



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 精神科デイ・ケア「大規模なもの」　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)

   3920,1501,1 小樽市立病院 〒047-8550 一般       302（デ大）第155号           平成26年12月 1日
     小樽市若松１丁目１番１号 精神        80 専用施設の面積:172.54㎡
     0134-25-1211  (0134-32-6424) 結核         4 患者１人当たりの面積:5.75㎡
     一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4022,1006,7 ＪＡ北海道厚生連　倶〒044-0004 一般       172（デ大）第173号           平成28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 専用施設の面積:203.24㎡
     番地 一般（感染） 患者１人当たりの面積:4.06㎡
     0136-22-1141  (0136-23-3142)              2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4125,1095,3 医療法人社団　修徳会〒046-0012 精神       185（デ大）第154号           平成26年12月 1日
     　林病院 余市郡余市町山田町５０番地１ 専用施設の面積:247.87㎡
     0135-22-5188  (0135-22-6521) 患者１人当たりの面積:4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4229,1142,5 医療法人社団　志恩会〒070-0842 精神       116（デ大）第124号           平成24年 6月 1日
     　相川記念病院 旭川市大町２条１４丁目９２番地 専用施設の面積:208.5㎡
     の２０ 患者１人当たりの面積:4.17㎡
     0166-51-3421  (0166-53-0112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4329,1421,3 医療法人社団　旭川圭〒078-8208 精神       399（デ大）第140号           平成25年10月 1日
     泉会病院 旭川市東旭川町下兵村２５２番地 専用施設の面積:432㎡
     0166-36-1559  (0166-36-4193) 患者１人当たりの面積:6.17㎡
     専用施設の面積:468.18㎡
     患者１人当たりの面積:6.68㎡
     専用施設の面積:685.64㎡
     患者１人当たりの面積:9.79㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4429,1535,0 医療法人社団　直江ク〒070-0038 （デ大）第23号            平成10年 6月 1日
     リニック 旭川市８条通１０丁目左１号
     0166-23-3898  (0166-23-3678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4532,1143,7 名寄市立総合病院 〒096-8511 一般       300（デ大）第165号           平成27年 8月 1日
     名寄市西７条南８丁目１番地 精神        55 専用施設の面積:733.44㎡
     01654-3-3101  (01654-2-0567) 一般（感染） 患者１人当たりの面積:10㎡
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4635,1150,5 医療法人社団　千寿会〒059-0493 療養        74（デ大）第67号            平成14年10月 1日
     (35,3215,0) 　三愛病院 登別市中登別町２４番地 精神       460 専用施設の面積:255.35㎡
     0143-83-1111  (0143-83-1361) 患者１人当たりの面積:5.1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4735,1276,8 社会医療法人友愛会　〒059-0034 療養        16（デ大）第60号            平成16年10月 1日
     恵愛病院 登別市鷲別町２丁目３１番地１ 精神       234
     0143-82-2200  (0143-86-7484)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科デイ・ケア「大規模なもの」　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)

   4835,1279,2 市立室蘭総合病院 〒051-8512 一般       401（デ大）第178号           平成29年 4月 1日
     室蘭市山手町３丁目８番１号 結核        24 専用施設の面積:631.15㎡
     0143-25-3111  (0143-22-6867) 精神       120
     一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4936,1178,4 医療法人社団　玄洋会〒059-1265 療養        63（デ大）第84号            平成19年12月 1日
     　道央佐藤病院 苫小牧市字樽前２３４番地 精神       402 専用施設の面積:646.42㎡
     0144-67-0236  (0144-67-3125) 患者１人当たりの面積:12.92㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5036,1259,2 医療法人大島記念会　〒053-0034 精神       111（デ大）第92号            平成20年11月 1日
     苫小牧緑ヶ丘病院 苫小牧市清水町１丁目５番７号 専用施設の面積:256㎡
     0144-34-4761  (0144-34-4762) 患者１人当たりの面積:5.12㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5136,1288,1 社会医療法人こぶし　〒053-0053 （デ大）第18号            平成 9年 4月 1日
     柳町診療所 苫小牧市柳町４丁目１２番２０号
     0144-57-3322  (0144-57-5959)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5236,1340,0 医療法人社団玄洋会　〒053-0021 （デ大）第186号           平成30年 2月 1日
     メンタルケアわかくさ苫小牧市若草町５丁目１番５号 専用施設の面積:1352.92㎡
     0144-34-2969  (0144-34-2542) 患者１人当たりの面積:18.04㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5338,1181,4 浦河ひがし町診療所 〒057-0007 （デ大）第159号           平成27年 4月 1日
     浦河郡浦河町東町ちのみ１丁目１ 専用施設の面積:180.67㎡
     番１号 患者１人当たりの面積:4㎡
     0146-22-7800  (0146-22-7801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5441,1185,9 市立釧路総合病院 〒085-0822 一般       535（デ大）第101号           平成21年 9月 1日
     (41,3270,3) 釧路市春湖台１番１２号 精神        94 専用施設の面積:299.86㎡
     0154-41-6121  (0154-41-4080) 一般（感染） 患者１人当たりの面積:14.9㎡
                  4
     結核        10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5541,1243,6 医療法人　清水桜が丘〒085-0805 精神       162（デ大）第64号            平成17年 3月 1日
     病院 釧路市桜ケ岡８丁目１番２号
     0154-91-6011  (0154-91-3197)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5641,1247,7 クリニック養生邑 〒085-0034 （デ大）第182号           平成29年10月 1日
     釧路市白金町２番１４号 専用施設の面積:239.3㎡
     0154-22-5547  (0154-23-0330) 患者１人当たりの面積:4.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5741,1306,1 江南通りクリニック 〒085-0056 （デ大）第79号            平成19年 4月 1日
     釧路市東川町３番１５号 専用施設の面積:347.2㎡
     0154-32-3788  (0154-32-7688) 患者１人当たりの面積:6.94㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科デイ・ケア「大規模なもの」　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)

   5842,1095,8 江村精神科内科病院 〒087-0008 精神       101（デ大）第148号           平成26年 4月 1日
     根室市有磯町２丁目２５番地 専用施設の面積:345.03㎡
     0153-22-2811  (0153-24-4629) 患者１人当たりの面積:4.92㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5946,1415,9 医療法人社団博仁会　〒080-0015 （デ大）第144号           平成26年 4月 1日
     おおえメンタルクリニ帯広市西５条南１２丁目１番地 専用施設の面積:234.21㎡
     ックゆう 0155-20-3800  (0155-20-3801) 患者１人当たりの面積:4.68㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6050,1007,6 北見赤十字病院 〒090-8666 一般       490（デ大）第164号           平成27年 7月 1日
     (50,3457,7) 北見市北６条東２丁目１番地 精神        40 専用施設の面積:392.36㎡
     0157-24-3115  (0157-22-3339) 一般（感染） 患者１人当たりの面積:7.8㎡
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6153,1042,7 北海道立向陽ケ丘病院〒093-0084 精神       105（デ大）第17号            平成 8年 7月 1日
     網走市向陽ケ丘１丁目５番１号
     0152-43-4138  (0152-43-4365)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6257,1030,3 岩見沢市立総合病院 〒068-8555 一般       365（デ大）第112号           平成23年 5月 1日
     岩見沢市９条西７丁目２番地 精神       115 専用施設の面積:132.3㎡
     0126-22-1650  (0126-25-0886) 一般（感染） 患者１人当たりの面積:4㎡
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6361,1066,9 医療法人　心和会　心〒072-0025 （デ大）第110号           平成22年10月 1日
     療内科　あおぞらクリ美唄市西２条南２丁目４－２０ 専用施設の面積:297.59㎡
     ニック 0126-66-6355  (0126-63-1551) 患者１人当たりの面積:4.25㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6461,1068,5 医療法人風のすずらん〒072-0012 （デ大）第113号           平成23年 5月 1日
     会　美唄すずらんクリ美唄市東１条南２丁目１番１２号 専用施設の面積:229.58㎡
     ニック 　新興ビル１Ｆ 患者１人当たりの面積:4.59㎡
     0126-66-1234  (0126-62-2215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6564,1138,0 荻野病院 〒077-0048 精神        99（デ大）第86号            平成20年 3月 1日
     留萌市大町３丁目２８番地の１ 専用施設の面積:446.58㎡
     0164-42-1406  (0164-42-0179) 患者１人当たりの面積:4.46㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6664,1153,9 はぼろメンタルクリニ〒078-4123 （デ大）第133号           平成25年 2月 1日
     ック 苫前郡羽幌町栄町１８６番７ 専用施設の面積:176.04㎡
     0164-69-2700  (0164-69-2701) 患者１人当たりの面積:4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6767,1050,0 市立稚内病院 〒097-0022 一般       258（デ大）第185号           平成30年 1月 1日
     稚内市中央４丁目１１番６号 精神        70 専用施設の面積:123.93㎡
     0162-23-2771  (0162-23-5636) 一般（感染） 患者１人当たりの面積:4.13㎡
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6872,1022,9 平岸病院 〒079-1281 一般        42（デ大）第120号           平成24年 4月 1日
     (71,3166,0) 赤平市平岸新光町２丁目１番地 精神       324 専用施設の面積:339.07㎡
     0125-38-8331  (0125-38-8553) 患者１人当たりの面積:6.78㎡



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 精神科デイ・ケア「大規模なもの」　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)

   6975,1011,5 医療法人　優仁会　滝〒073-0015 精神       297（デ大）第181号           平成29年 9月 1日
     (71,3142,1) 川中央病院 滝川市朝日町東２丁目１－５ 専用施設の面積:254.13㎡
     0125-22-4344  (0125-26-1121) 患者１人当たりの面積:5.08㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7076,1031,1 医療法人　悠気会　熊〒061-3207 精神       119（デ大）第183号           平成29年10月 1日
     谷病院 石狩市花川南７条５丁目５番地 専用施設の面積:112.97㎡
     0133-73-5201  (0133-73-8932) 患者１人当たりの面積: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 精神科ナイト・ケア　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)

    101,1398,2 医療法人社団　正心会〒060-0007 療養        28（ナ）第33号              平成22年 4月 1日
     　岡本病院 札幌市中央区北７条西２６丁目３精神       189 専用施設の面積:502.52㎡
     番１号 患者１人当たりの面積:25.12㎡
     011-611-2351  (011-611-2598)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1766,0 医療法人社団ほっとス〒064-0820 （ナ）第44号              平成27年 5月 1日
     テーション　大通公園札幌市中央区大通西５丁目８番地 専用施設の面積:310㎡
     メンタルクリニック 昭和ビル２階 患者１人当たりの面積:4.4㎡
     011-233-5255  (011-233-5256) 専用施設の面積:312.4㎡
     患者１人当たりの面積:4.4㎡
     専用施設の面積:387.4㎡
     患者１人当たりの面積:5.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1944,3 医療法人社団心劇会　〒060-0003 （ナ）第24号              平成19年 7月 1日
     さっぽろ駅前クリニッ札幌市中央区北３条西４丁目１番 専用施設の面積:285.8㎡
     ク　北海道リワークプ地１日本生命札幌ビル３階 患者１人当たりの面積:7.14㎡
     ラザ 011-280-0556  (011-280-0552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402,1156,2 医療法人　啓生会病院〒065-0027 精神       211（ナ）第48号              平成28年 9月 1日
     札幌市東区北２７条東２０丁目５ 専用施設の面積:163.7㎡
     番２５号 患者１人当たりの面積:8.18㎡
     011-781-9321  (011-785-2284)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502,1543,1 医療法人社団　大藏会〒007-0862 精神       244（ナ）第40号              平成26年 3月 1日
     (03,3384,2) 　札幌佐藤病院 札幌市東区伏古２条４丁目１０番 専用施設の面積:235.94㎡
     １５号 患者１人当たりの面積:11.7㎡
     011-781-5511  (011-781-5594)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    603,1385,5 医療法人　重仁会　大〒004-0041 精神       265（ナ）第39号              平成25年 4月 1日
     谷地病院 札幌市厚別区大谷地東５丁目７番療養        50 専用施設の面積:875.8㎡
     １０号 患者１人当たりの面積:43.78㎡
     011-891-3737  (011-891-3868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    703,1643,7 こころのリカバリー総〒003-0029 （ナ）第21号              平成18年 7月 1日
     合支援センター 札幌市白石区平和通１７丁目北１ 専用施設の面積:1473.69㎡
     番１３号 患者１人当たりの面積:21.05㎡
     011-861-6353  (011-861-6330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    803,1760,9 社会医療法人共栄会　〒003-0869 精神       419（ナ）第20号              平成18年 5月 1日
     (05,3252,6) 札幌トロイカ病院 札幌市白石区川下５７７番地８ 専用施設の面積:826.3㎡
     011-873-1221  (011-873-2053) 患者１人当たりの面積:41.3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    903,1883,9 医療法人社団　林下病〒005-0004 精神       145（ナ）第37号              平成25年 1月 1日
     院 札幌市南区澄川４条５丁目９番３ 専用施設の面積:235.79㎡
     ８号 患者１人当たりの面積:11.78㎡
     011-821-6155  (011-821-6156)



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 精神科ナイト・ケア　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)

   1004,1005,7 医療法人　耕仁会　札〒063-0005 精神       202（ナ）第23号              平成19年 1月 1日
     幌太田病院 札幌市西区山の手５条５丁目１番介護        32 専用施設の面積:402.6㎡
     １号 患者１人当たりの面積:20.13㎡
     011-644-5111  (011-644-5144)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1104,1869,6 医療法人社団　彌和会〒063-0061 （ナ）第46号              平成28年 5月 1日
     　三浦メンタルクリニ札幌市西区西町北７丁目２番１５ 専用施設の面積:169.42㎡
     ック 号 患者１人当たりの面積:8㎡
     011-666-2767  (011-661-2662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1206,1085,4 医療法人社団　楽優会〒064-0822 （ナ）第36号              平成24年10月 1日
     　札幌なかまの杜クリ札幌市中央区北２条西２０丁目１ 専用施設の面積:226.6㎡
     ニック 番２８号報恩ビル　２階 患者１人当たりの面積:3.3㎡
     011-688-5753  (011-688-5754)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1306,1154,8 さっぽろ駅前クリニッ〒060-0004 （ナ）第51号              平成30年 4月 1日
     ク　日興ビル分院 札幌市中央区北４条西４丁目１番 専用施設の面積:541.65㎡
     地札幌日興ビル６階 患者１人当たりの面積:3.3㎡
     011-223-0556  (011-223-0557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1432,1143,7 名寄市立総合病院 〒096-8511 一般       300（ナ）第45号              平成27年 8月 1日
     名寄市西７条南８丁目１番地 精神        55 専用施設の面積:733.44㎡
     01654-3-3101  (01654-2-0567) 一般（感染） 患者１人当たりの面積:10㎡
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1535,1150,5 医療法人社団　千寿会〒059-0493 療養        74（ナ）第29号              平成21年 6月 1日
     (35,3215,0) 　三愛病院 登別市中登別町２４番地 精神       460 専用施設の面積:255.35㎡
     0143-83-1111  (0143-83-1361) 患者１人当たりの面積:5.1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1636,1340,0 医療法人社団玄洋会　〒053-0021 （ナ）第8号               平成15年 4月 1日
     メンタルケアわかくさ苫小牧市若草町５丁目１番５号
     0144-34-2969  (0144-34-2542)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1738,1181,4 浦河ひがし町診療所 〒057-0007 （ナ）第43号              平成27年 4月 1日
     浦河郡浦河町東町ちのみ１丁目１ 専用施設の面積:180.67㎡
     番１号 患者１人当たりの面積:9.03㎡
     0146-22-7800  (0146-22-7801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1847,1217,7 北海道立緑ケ丘病院 〒080-0334 精神       168（ナ）第35号              平成24年 4月 1日
     河東郡音更町緑が丘１番地１ 専用施設の面積:484.5㎡
     0155-42-3377  (0155-42-4233) 患者１人当たりの面積:24.23㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1975,1011,5 医療法人　優仁会　滝〒073-0015 精神       297（ナ）第50号              平成30年 4月 1日
     (71,3142,1) 川中央病院 滝川市朝日町東２丁目１－５ 専用施設の面積:254.13㎡
     0125-22-4344  (0125-26-1121) 患者１人当たりの面積:12.7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科デイ・ナイト・ケア　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)

    101,1398,2 医療法人社団　正心会〒060-0007 療養        28（デナ）第35号            平成22年 4月 1日
     　岡本病院 札幌市中央区北７条西２６丁目３精神       189 専用施設の面積:502.52㎡
     番１号 患者１人当たりの面積:10.05㎡
     011-611-2351  (011-611-2598)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1766,0 医療法人社団ほっとス〒064-0820 （デナ）第60号            平成27年 5月 1日
     テーション　大通公園札幌市中央区大通西５丁目８番地 専用施設の面積:310㎡
     メンタルクリニック 昭和ビル２階 患者１人当たりの面積:4.4㎡
     011-233-5255  (011-233-5256) 専用施設の面積:312.4㎡
     患者１人当たりの面積:4.4㎡
     専用施設の面積:387.4㎡
     患者１人当たりの面積:5.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1944,3 医療法人社団心劇会　〒060-0003 （デナ）第23号            平成19年 7月 1日
     さっぽろ駅前クリニッ札幌市中央区北３条西４丁目１番 専用施設の面積:285.8㎡
     ク　北海道リワークプ地１日本生命札幌ビル３階 患者１人当たりの面積:4.08㎡
     ラザ 011-280-0556  (011-280-0552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402,1156,2 医療法人　啓生会病院〒065-0027 精神       211（デナ）第68号            平成28年 9月 1日
     札幌市東区北２７条東２０丁目５ 専用施設の面積:163.7㎡
     番２５号 患者１人当たりの面積:3.34㎡
     011-781-9321  (011-785-2284)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502,1434,3 医療法人　研成会　札〒001-0903 精神       163（デナ）第69号            平成28年12月 1日
     幌鈴木病院 札幌市北区新琴似３条１丁目１番 専用施設の面積:232.04㎡
     ２７号 患者１人当たりの面積:7.73㎡
     011-709-5511  (011-709-5512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602,1532,4 医療法人社団　五稜会〒002-8029 精神       193（デナ）第66号            平成28年 2月 1日
     病院 札幌市北区篠路９条６丁目２番３ 専用施設の面積:304.85㎡
     号 患者１人当たりの面積:6.09㎡
     011-771-5660  (011-771-5687)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    702,1543,1 医療法人社団　大藏会〒007-0862 精神       244（デナ）第27号            平成20年12月 1日
     (03,3384,2) 　札幌佐藤病院 札幌市東区伏古２条４丁目１０番 専用施設の面積:212.3㎡
     １５号 患者１人当たりの面積:4.2㎡
     011-781-5511  (011-781-5594)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    803,1361,6 医療法人　広誠会　北〒005-0832 精神       180（デナ）第2号             平成 8年 5月 1日
     ノ沢病院 札幌市南区北ノ沢１７３２番地
     011-571-7011  (011-571-7031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    903,1385,5 医療法人　重仁会　大〒004-0041 精神       265（デナ）第53号            平成25年 4月 1日
     谷地病院 札幌市厚別区大谷地東５丁目７番療養        50 専用施設の面積:875.8㎡
     １０号 患者１人当たりの面積:17.5㎡
     011-891-3737  (011-891-3868)



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 精神科デイ・ナイト・ケア　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)

   1003,1643,7 こころのリカバリー総〒003-0029 （デナ）第48号            平成23年 8月 1日
     合支援センター 札幌市白石区平和通１７丁目北１ 専用施設の面積:1473.69㎡
     番１３号 患者１人当たりの面積:21.05㎡
     011-861-6353  (011-861-6330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1103,1760,9 社会医療法人共栄会　〒003-0869 精神       419（デナ）第41号            平成22年12月 1日
     (05,3252,6) 札幌トロイカ病院 札幌市白石区川下５７７番地８ 専用施設の面積:791.6㎡
     011-873-1221  (011-873-2053) 患者１人当たりの面積:11.3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1203,1830,0 医療法人社団　五風会〒004-0839 精神       450（デナ）第46号            平成23年 7月 1日
     (06,3280,5) 　さっぽろ　香雪病院札幌市清田区真栄３１９番地 専用施設の面積:392.78㎡
     011-884-6878  (011-883-6875) 患者１人当たりの面積:4.91㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1303,1883,9 医療法人社団　林下病〒005-0004 精神       145（デナ）第51号            平成25年 1月 1日
     院 札幌市南区澄川４条５丁目９番３ 専用施設の面積:235.79㎡
     ８号 患者１人当たりの面積:7.85㎡
     011-821-6155  (011-821-6156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1404,1479,4 医療法人澤山会　手稲〒006-0816 精神       232（デナ）第5号             平成13年 6月 1日
     病院 札幌市手稲区前田６条１３丁目８
     番１５号
     011-683-1111  (011-683-1289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1506,1085,4 医療法人社団　楽優会〒064-0822 （デナ）第50号            平成24年10月 1日
     　札幌なかまの杜クリ札幌市中央区北２条西２０丁目１ 専用施設の面積:226.6㎡
     ニック 番２８号報恩ビル　２階 患者１人当たりの面積:3.3㎡
     011-688-5753  (011-688-5754)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1606,1154,8 さっぽろ駅前クリニッ〒060-0004 （デナ）第72号            平成30年 4月 1日
     ク　日興ビル分院 札幌市中央区北４条西４丁目１番 専用施設の面積:541.65㎡
     地札幌日興ビル６階 患者１人当たりの面積:3.3㎡
     011-223-0556  (011-223-0557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1710,1441,1 医療法人風のすずらん〒067-0064 精神       234（デナ）第65号            平成28年 2月 1日
     会　江別すずらん病院江別市上江別４４２番地１５ 専用施設の面積:214.82㎡
     011-384-2100  (011-384-2288) 患者１人当たりの面積:7.16㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1815,1335,4 医療法人社団立青会　〒041-1112 療養        36（デナ）第59号            平成27年 4月 1日
     なるかわ病院 亀田郡七飯町鳴川４丁目３２５番精神       360 専用施設の面積:259.7㎡
     １ 患者１人当たりの面積:5.1㎡
     0138-65-7131  (0138-65-7132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1929,1421,3 医療法人社団　旭川圭〒078-8208 精神       399（デナ）第47号            平成23年 8月 1日
     泉会病院 旭川市東旭川町下兵村２５２番地 専用施設の面積:763.72㎡
     0166-36-1559  (0166-36-4193) 患者１人当たりの面積:10.91㎡
     専用施設の面積:740.52㎡
     患者１人当たりの面積:10.57㎡



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 精神科デイ・ナイト・ケア　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)

   2029,1566,5 医療法人　順真会　メ〒070-0061 精神        70（デナ）第37号            平成22年 7月 1日
     イプル病院 旭川市曙１条８丁目２番地の２９ 専用施設の面積:179.36㎡
     0166-22-7245  (0166-22-8542) 患者１人当たりの面積:8.96㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2132,1143,7 名寄市立総合病院 〒096-8511 一般       300（デナ）第63号            平成27年 8月 1日
     名寄市西７条南８丁目１番地 精神        55 専用施設の面積:733.44㎡
     01654-3-3101  (01654-2-0567) 一般（感染） 患者１人当たりの面積:10㎡
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2235,1150,5 医療法人社団　千寿会〒059-0493 療養        74（デナ）第30号            平成21年 6月 1日
     (35,3215,0) 　三愛病院 登別市中登別町２４番地 精神       460 専用施設の面積:255.35㎡
     0143-83-1111  (0143-83-1361) 患者１人当たりの面積:5.1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2336,1340,0 医療法人社団玄洋会　〒053-0021 （デナ）第15号            平成17年 8月 1日
     メンタルケアわかくさ苫小牧市若草町５丁目１番５号 専用施設の面積:1202.7㎡
     0144-34-2969  (0144-34-2542) 患者１人当たりの面積:24㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2438,1181,4 浦河ひがし町診療所 〒057-0007 （デナ）第58号            平成27年 4月 1日
     浦河郡浦河町東町ちのみ１丁目１ 専用施設の面積:180.67㎡
     番１号 患者１人当たりの面積:6.02㎡
     0146-22-7800  (0146-22-7801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2561,1066,9 医療法人　心和会　心〒072-0025 （デナ）第39号            平成22年10月 1日
     療内科　あおぞらクリ美唄市西２条南２丁目４－２０ 専用施設の面積:297.59㎡
     ニック 0126-66-6355  (0126-63-1551) 患者１人当たりの面積:4.25㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2661,1068,5 医療法人風のすずらん〒072-0012 （デナ）第44号            平成23年 5月 1日
     会　美唄すずらんクリ美唄市東１条南２丁目１番１２号 専用施設の面積:229.58㎡
     ニック 　新興ビル１Ｆ 患者１人当たりの面積:4.59㎡
     0126-66-1234  (0126-62-2215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2764,1138,0 荻野病院 〒077-0048 精神        99（デナ）第26号            平成20年 3月 1日
     留萌市大町３丁目２８番地の１ 専用施設の面積:446.58㎡
     0164-42-1406  (0164-42-0179) 患者１人当たりの面積:4.46㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2875,1011,5 医療法人　優仁会　滝〒073-0015 精神       297（デナ）第71号            平成29年 9月 1日
     (71,3142,1) 川中央病院 滝川市朝日町東２丁目１－５ 専用施設の面積:254.13㎡
     0125-22-4344  (0125-26-1121) 患者１人当たりの面積:5.08㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


