
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 抗精神病特定薬剤治療指導管理料（治療抵抗性統合失調症治療指導　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)

    101,1274,5 医療法人社団　慈藻会〒064-8536 精神       228（抗治療）第30号          平成30年 5月 1日
     　平松記念病院 札幌市中央区南２２条西１４丁目
     １番２０号
     011-561-0708  (011-552-5710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1398,2 医療法人社団　正心会〒060-0007 療養        28（抗治療）第13号          平成24年 6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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1638,1 市立札幌病院 〒060-8604 一般       701（抗治療）第8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）
     １番１号              8
     011-726-2211  (011-726-7912) 精神        38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1938,5 札幌医科大学附属病院〒060-8543 一般       890（抗治療）第7号           平成24年 4月 1日
     (01,3817,5) 札幌市中央区南１条西１６丁目２精神        42
     ９１番地 結核         6
     011-611-2111  (011-621-8059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502,1156,2 医療法人　啓生会病院〒065-0027 精神       211（抗治療）第9号           平成24年 4月 1日
     札幌市東区北２７条東２０丁目５
     番２５号
     011-781-9321  (011-785-2284)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602,1434,3 医療法人　研成会　札〒001-0903 精神       163（抗治療）第21号          平成28年 6月 1日
     幌鈴木病院 札幌市北区新琴似３条１丁目１番
     ２７号
     011-709-5511  (011-709-5512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    703,1385,5 医療法人　重仁会　大〒004-0041 精神       265（抗治療）第14号          平成24年 8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
     １０号
     011-891-3737  (011-891-3868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    803,1760,9 社会医療法人共栄会　〒003-0869 精神       419（抗治療）第16号          平成25年 6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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    904,1086,7 医療法人社団　慶愛会〒064-0915 精神       227（抗治療）第1号           平成24年 4月 1日
     　札幌花園病院 札幌市中央区南１５条西１５丁目
     １番３０号
     011-561-6131  (011-552-3227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 抗精神病特定薬剤治療指導管理料（治療抵抗性統合失調症治療指導　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)

   1004,1479,4 医療法人澤山会　手稲〒006-0816 精神       232（抗治療）第18号          平成27年 2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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1104,1494,3 札幌グリーン病院 〒006-0005 精神       180（抗治療）第15号          平成25年 5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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1205,1467,6 自衛隊札幌病院 〒005-0008 一般       170（抗治療）第19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
     011-581-3101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1310,1441,1 医療法人風のすずらん〒067-0064 精神       234（抗治療）第17号          平成26年 3月 1日
     会　江別すずらん病院江別市上江別４４２番地１５
     011-384-2100  (011-384-2288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1414,1040,3 函館渡辺病院 〒042-8678 一般       120（抗治療）第24号          平成29年 6月 1日
     函館市湯川町１丁目３１番１号 精神       461
     0138-59-2221  (0138-57-3176)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1520,1501,1 小樽市立病院 〒047-8550 一般       302（抗治療）第28号          平成29年11月 1日
     小樽市若松１丁目１番１号 精神        80
     0134-25-1211  (0134-32-6424) 結核         4
     一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1629,1421,3 医療法人社団　旭川圭〒078-8208 精神       399（抗治療）第12号          平成24年 4月 1日
     泉会病院 旭川市東旭川町下兵村２５２番地
     0166-36-1559  (0166-36-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1732,1143,7 名寄市立総合病院 〒096-8511 一般       300（抗治療）第22号          平成28年 8月 1日
     名寄市西７条南８丁目１番地 精神        55
     01654-3-3101  (01654-2-0567) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1841,1067,9 総合病院　釧路赤十字〒085-8512 一般       431（抗治療）第4号           平成24年 4月 1日
     (41,3322,2) 病院 釧路市新栄町２１番１４号 精神        58
     0154-22-7171  (0154-24-7880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1941,1185,9 市立釧路総合病院 〒085-0822 一般       535（抗治療）第5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
     0154-41-6121  (0154-41-4080) 一般（感染）
                  4
     結核        10



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 抗精神病特定薬剤治療指導管理料（治療抵抗性統合失調症治療指導　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)

   2046,1041,3 ＪＡ北海道厚生連　帯〒080-0016 一般       672（抗治療）第29号          平成29年11月 1日
     広厚生病院 帯広市西６条南８丁目１番地 精神        70
     0155-24-4161  (0155-25-7851) 一般（感染）
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2147,1217,7 北海道立緑ケ丘病院 〒080-0334 精神       168（抗治療）第25号          平成29年 6月 1日
     河東郡音更町緑が丘１番地１
     0155-42-3377  (0155-42-4233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2250,1007,6 北見赤十字病院 〒090-8666 一般       490（抗治療）第10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
     0157-24-3115  (0157-22-3339) 一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2371,1046,0 砂川市立病院 〒073-0196 一般       408（抗治療）第11号          平成24年 4月 1日
     (71,3364,1) 砂川市西４条北３丁目１番１号 結核         6
     0125-54-2131  (0125-54-0101) 精神        80
     一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2475,1001,6 滝川市立病院 〒073-0022 一般       270（抗治療）第27号          平成29年 8月 1日
     滝川市大町２丁目２番３４号 精神        44
     0125-22-4311  (0125-24-6010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2580,1001,6 北海道大学病院 〒060-8648 一般       874（抗治療）第26号          平成29年 7月 1日
     (80,3012,7) 札幌市北区北１４条西５丁目 精神        70
     011-716-1161  (011-706-7627)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2680,1017,2 独立行政法人国立病院〒080-8518 一般       239（抗治療）第23号          平成29年 3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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2780,1021,4 旭川医科大学病院 〒078-8510 一般       571（抗治療）第3号           平成24年 4月 1日
     (80,3010,1) 旭川市緑が丘東２条１丁目１番１精神        31
     号
     0166-65-2111  (0166-69-3569)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 重度認知症患者デイ・ケア料　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)

    102,1434,3 医療法人　研成会　札〒001-0903 精神       163（認デ）第27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:119.08㎡
     ２７号 患者１人当たりの面積:4.76㎡
     011-709-5511  (011-709-5512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202,1543,1 医療法人社団　大藏会〒007-0862 精神       244（認デ）第17号            平成21年 4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:243.28㎡
     １５号 患者１人当たりの面積:4.8㎡
     011-781-5511  (011-781-5594)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    302,1710,6 医療法人社団　荒木病〒002-8023 精神       121（認デ）第3号             平成18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:228.8㎡
     ２号
     011-771-5731  (011-773-5183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402,1860,9 医療法人社団北夕会　〒007-0813 （認デ）第12号            平成19年 4月 1日
     メンタルケア札幌 札幌市東区東苗穂１３条１丁目２ 専用施設の面積:1834.61㎡
     番６号 患者１人当たりの面積:4㎡
     011-791-3630  (011-791-3079)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    503,1273,3 医療法人社団　同仁会〒003-0013 精神       294（認デ）第25号            平成28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:275.3㎡
     ３０号 患者１人当たりの面積:11.01㎡
     011-861-1037  (011-861-1032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    603,1479,6 ときわ病院 〒005-0853 精神       206（認デ）第24号            平成28年 1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:223.28㎡
     号 患者１人当たりの面積:8.93㎡
     011-591-4711  (011-591-0922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    703,1760,9 社会医療法人共栄会　〒003-0869 精神       419（認デ）第5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:349.13㎡
     011-873-1221  (011-873-2053) 患者１人当たりの面積:6.98㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    803,1830,0 医療法人社団　五風会〒004-0839 精神       450（認デ）第16号            平成21年 2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:261.21㎡
     011-884-6878  (011-883-6875) 患者１人当たりの面積:5.22㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    910,1441,1 医療法人風のすずらん〒067-0064 精神       234（認デ）第30号            平成29年 6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:196.23㎡
     011-384-2100  (011-384-2288) 患者１人当たりの面積:4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1029,1421,3 医療法人社団　旭川圭〒078-8208 精神       399（認デ）第2号             平成18年 4月 1日
     泉会病院 旭川市東旭川町下兵村２５２番地
     0166-36-1559  (0166-36-4193)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 重度認知症患者デイ・ケア料　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)

   1136,1178,4 医療法人社団　玄洋会〒059-1265 療養        63（認デ）第31号            平成30年 2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:984.79㎡
     0144-67-0236  (0144-67-3125) 患者１人当たりの面積:13.13㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1236,1340,0 医療法人社団玄洋会　〒053-0021 （認デ）第8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:433.32㎡
     0144-34-2969  (0144-34-2542) 患者１人当たりの面積:5.77㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1346,1169,2 医療法人社団　博仁会〒080-2470 精神       154（認デ）第10号            平成18年 4月 1日
     　大江病院 帯広市西２０条南２丁目５番３号 専用施設の面積:61.36㎡
     0155-33-6332  (0155-36-2095)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1457,1208,5 医療法人社団明日佳　〒068-0833 療養       150（認デ）第29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:173㎡
     0126-25-5670  (0126-22-2660) 患者１人当たりの面積:6.92㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科在宅患者支援管理料　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)

    101,1766,0 医療法人社団ほっとス〒064-0820 （精在宅援）第1号         平成28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
     メンタルクリニック 昭和ビル２階
     011-233-5255  (011-233-5256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203,1385,5 医療法人　重仁会　大〒004-0041 精神       265（精在宅援）第5号         平成30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
     １０号
     011-891-3737  (011-891-3868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    304,1005,7 医療法人　耕仁会　札〒063-0005 精神       202（精在宅援）第7号         平成30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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    431,1100,9 医療法人社団　六樹会〒071-1561 精神       120（精在宅援）第8号         平成30年 5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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    546,1415,9 医療法人社団博仁会　〒080-0015 （精在宅援）第3号         平成30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
     ックゆう 0155-20-3800  (0155-20-3801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    647,1217,7 北海道立緑ケ丘病院 〒080-0334 精神       168（精在宅援）第2号         平成29年 7月 1日
     河東郡音更町緑が丘１番地１
     0155-42-3377  (0155-42-4233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    761,1066,9 医療法人　心和会　心〒072-0025 （精在宅援）第6号         平成30年 4月 1日
     療内科　あおぞらクリ美唄市西２条南２丁目４－２０
     ニック 0126-66-6355  (0126-63-1551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    876,1031,1 医療法人　悠気会　熊〒061-3207 精神       119（精在宅援）第4号         平成30年 4月 1日
     谷病院 石狩市花川南７条５丁目５番地
     0133-73-5201  (0133-73-8932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


