
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 歯科点数表第２章第８部処置の通則第６号に掲げる処置の休日加算　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)

    136,1365,7 苫小牧市立病院 〒053-8567 一般       378（歯処休）第5号           平成27年10月 1日
     (36,3286,9) 苫小牧市清水町１丁目５番２０号一般（感染）
     0144-33-3131  (0144-34-7511)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 歯科点数表第２章第８部処置の通則第６号に掲げる処置の時間外加　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)

    136,1365,7 苫小牧市立病院 〒053-8567 一般       378（歯処外）第5号           平成27年10月 1日
     (36,3286,9) 苫小牧市清水町１丁目５番２０号一般（感染）
     0144-33-3131  (0144-34-7511)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 歯科点数表第２章第８部処置の通則第６号に掲げる処置の深夜加算　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)

    136,1365,7 苫小牧市立病院 〒053-8567 一般       378（歯処深）第5号           平成27年10月 1日
     (36,3286,9) 苫小牧市清水町１丁目５番２０号一般（感染）
     0144-33-3131  (0144-34-7511)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 う蝕歯無痛的窩洞形成加算　医科］ 平成30年 6月 1日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1412,1 札幌西円山病院 〒064-8557 一般       420（う蝕無痛）第64号        平成20年 5月 1日
     (01,3364,8) 札幌市中央区円山西町４丁目７番療養       183
     ２５号
     011-642-4121  (011-642-4291)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202,1823,7 北海道医療大学病院 〒002-8072 一般        24（う蝕無痛）第36号        平成20年 4月 1日
     (02,3393,5) 札幌市北区あいの里２条５丁目
     011-778-7575  (011-770-5034)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303,1657,7 医療法人社団ひとみ会〒062-0020 一般        19（う蝕無痛）第84号        平成21年 8月 1日
     (06,3416,5) 　回明堂眼科・歯科 札幌市豊平区月寒中央通１０丁目
     ４番１号
     011-857-1103  (011-855-7631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    405,1467,6 自衛隊札幌病院 〒005-0008 一般       170（う蝕無痛）第165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  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    521,1034,1 島牧診療所 〒048-0621 一般         6（う蝕無痛）第118号       平成24年12月 1日
     (26,3215,9) 島牧郡島牧村字泊２９番地１
     0136-75-6100  (0136-79-2012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    629,1570,7 医療法人社団　柴田医〒070-0981 （う蝕無痛）第31号        平成20年 4月 1日
     (29,3761,6) 院 旭川市春光３条８丁目１０番２０
     号
     0166-51-3067  (0166-51-3057)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    780,1021,4 旭川医科大学病院 〒078-8510 一般       571（う蝕無痛）第3号         平成20年 4月 1日
     (80,3010,1) 旭川市緑が丘東２条１丁目１番１精神        31
     号
     0166-65-2111  (0166-69-3569)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 ＣＡＤ／ＣＡＭ冠　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)

    101,1145,7 北海道銀行医務室 〒060-0042 （歯ＣＡＤ）第3401号      平成30年 2月 1日
     (01,3076,8) 札幌市中央区大通西４丁目１番地
     011-261-7111  (011-233-1134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1248,9 医療法人　愛全病院 〒005-0813 療養       295（歯ＣＡＤ）第2288号      平成28年 4月 1日
     (05,3214,6) 札幌市南区川沿１３条２丁目１番介護       115
     ３８号 一般       199
     011-571-5670  (011-571-4430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1436,0 医療法人社団明日佳　〒064-0951 療養       243（歯ＣＡＤ）第2152号      平成28年 2月 1日
     (01,3399,4) 札幌明日佳病院 札幌市中央区宮の森１条１７丁目
     １番２５号
     011-641-8813  (011-643-2420)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1438,6 ＪＲ札幌病院 〒060-0033 一般       312（歯ＣＡＤ）第861号       平成26年 6月 1日
     (01,3407,5) 札幌市中央区北３条東１丁目１番
     地
     011-208-7150  (011-222-9260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1938,5 札幌医科大学附属病院〒060-8543 一般       890（歯ＣＡＤ）第365号       平成26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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602,1289,1 松田整形外科記念病院〒001-0018 一般        60（歯ＣＡＤ）第946号       平成26年 7月 1日
     (02,3363,8) 札幌市北区北１８条西４丁目１－
     ３５
     011-746-3666  (011-757-7388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    702,1387,3 医療法人　徳洲会　札〒065-0033 一般       325（歯ＣＡＤ）第2073号      平成27年11月 1日
     (03,3287,7) 幌東徳洲会病院 札幌市東区北３３条東１４丁目３
     －１
     011-722-1110  (011-723-5631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    802,1543,1 医療法人社団　大藏会〒007-0862 精神       244（歯ＣＡＤ）第3088号      平成29年 8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
     １５号
     011-781-5511  (011-781-5594)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902,1561,3 社会医療法人耳鼻咽喉〒007-0840 一般        35（歯ＣＡＤ）第2070号      平成27年11月 1日
     (03,3421,2) 科麻生病院 札幌市東区北４０条東１丁目１番
     ７号
     011-731-4133  (011-731-4986)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 ＣＡＤ／ＣＡＭ冠　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)

   1002,1621,5 医療法人社団　豊生会〒007-0803 一般        60（歯ＣＡＤ）第307号       平成26年 4月 1日
     (03,3386,7) 　東苗穂病院 札幌市東区東苗穂３条１丁目２番療養       101
     １８号
     011-784-1121  (011-780-2058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1102,1823,7 北海道医療大学病院 〒002-8072 一般        24（歯ＣＡＤ）第1240号      平成26年10月 1日
     (02,3393,5) 札幌市北区あいの里２条５丁目
     011-778-7575  (011-770-5034)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1203,1445,7 定山渓病院 〒061-2303 一般        94（歯ＣＡＤ）第654号       平成26年 5月 1日
     (07,3041,9) 札幌市南区定山渓温泉西３丁目７療養       292
     １番地
     011-598-3323  (011-598-2079)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1303,1513,2 社会医療法人　恵佑会〒003-0027 一般       229（歯ＣＡＤ）第333号       平成26年 4月 1日
     (05,3192,4) 　札幌病院 札幌市白石区本通１４丁目北１番
     １号
     011-863-2101  (011-864-1032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1403,1657,7 医療法人社団ひとみ会〒062-0020 一般        19（歯ＣＡＤ）第406号       平成26年 4月 1日
     (06,3416,5) 　回明堂眼科・歯科 札幌市豊平区月寒中央通１０丁目
     ４番１号
     011-857-1103  (011-855-7631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1503,1728,6 医療法人　東札幌病院〒003-8585 一般       243（歯ＣＡＤ）第571号       平成26年 4月 1日
     (05,3308,6) 札幌市白石区東札幌３条３丁目７
     番３５号
     011-812-2311  (011-823-9552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1603,1760,9 社会医療法人共栄会　〒003-0869 精神       419（歯ＣＡＤ）第1109号      平成26年 8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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1703,1773,2 医療法人社団　北樹会〒062-0025 一般       155（歯ＣＡＤ）第823号       平成26年 6月 1日
     (06,3237,5) 病院 札幌市豊平区月寒西５条８丁目４療養       120
     番３２号
     011-856-1111  (011-856-1116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1803,1792,2 社会福祉法人　楡の会〒004-0007 一般        16（歯ＣＡＤ）第3532号      平成30年 4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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1903,1816,9 医療法人　徹仁会　厚〒004-0065 一般        44（歯ＣＡＤ）第2069号      平成27年11月 1日
     (05,3508,1) 別耳鼻咽喉科病院 札幌市厚別区厚別西５条１丁目１
     ６番２２号
     011-894-7003  (011-894-7005)



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 ＣＡＤ／ＣＡＭ冠　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)

   2003,1835,9 社会医療法人　北楡会〒003-0006 一般       281（歯ＣＡＤ）第93号        平成26年 4月 1日
     (05,3314,4) 　札幌北楡病院 札幌市白石区東札幌６条６丁目５
     番１号
     011-865-0111  (011-865-9634)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2104,1431,5 手稲渓仁会病院 〒006-8555 一般       670（歯ＣＡＤ）第3066号      平成29年 7月 1日
     (04,3319,6) 札幌市手稲区前田１条１２丁目１
     番４０号
     011-681-8111  (011-685-2998)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2204,1496,8 医療法人　秀友会　札〒006-0805 一般       141（歯ＣＡＤ）第3520号      平成30年 4月 1日
     (04,3513,4) 幌秀友会病院 札幌市手稲区新発寒５条６丁目２
     番１号
     011-685-3333  (011-685-3335)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2304,1824,1 医療法人社団　研仁会〒063-0869 一般       134（歯ＣＡＤ）第414号       平成26年 4月 1日
     (04,3458,2) 　北海道脳神経外科記札幌市西区八軒９条東５丁目１ー
     念病院 ２０
     011-717-2131  (011-717-2688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2405,1047,6 医療法人中山会　新札〒004-0002 一般        60（歯ＣＡＤ）第1012号      平成26年 7月 1日
     (05,3365,6) 幌パウロ病院 札幌市厚別区厚別東２条６丁目４療養       279
     番１号 介護        54
     011-897-4111  (011-897-4114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2505,1361,1 医療法人社団明日佳　〒003-0005 療養        99（歯ＣＡＤ）第1880号      平成27年 7月 1日
     (05,3505,7) 白石明日佳病院 札幌市白石区東札幌５条５丁目２
     番５号
     011-823-5151  (011-823-8290)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2605,1400,7 医療法人徳洲会　札幌〒004-0041 一般       301（歯ＣＡＤ）第3143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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2707,1018,3 北愛医院 〒065-0016 （歯ＣＡＤ）第2497号      平成28年 7月 1日
     (03,3423,8) 札幌市東区北１６条東１６丁目１
     番１３号北愛メディカルビル２階
     011-783-0736  (011-783-0740)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2807,1022,5 社会医療法人禎心会　〒065-0033 一般       279（歯ＣＡＤ）第2174号      平成28年 2月 1日
     (03,3426,1) 札幌禎心会病院 札幌市東区北３３条東１丁目３番
     １号
     011-712-1131  (011-751-0239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 ＣＡＤ／ＣＡＭ冠　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)

   2910,1372,8 医療法人　友愛会　友〒069-0805 精神        79（歯ＣＡＤ）第2670号      平成28年11月 1日
     (10,3203,9) 愛記念病院 江別市新栄台４６番地の１ 療養        73
     011-383-4124  (011-383-4275) 介護        60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3011,1135,7 医療法人社団　尾谷内〒066-0012 （歯ＣＡＤ）第167号       平成26年 4月 1日
     (11,3123,7) 科　新千歳空港クリニ千歳市美々新千歳空港ビル１階
     ック 0123-45-7553  (0123-45-7554)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3113,1032,2 医療法人社団　西の里〒061-1102 療養       199（歯ＣＡＤ）第1944号      平成27年 8月 1日
     (11,3226,8) 恵仁会病院 北広島市西の里５０６番地
     011-375-3225  (011-375-3325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3213,1040,5 医療法人社団　哲栄会〒061-1270 療養        60（歯ＣＡＤ）第244号       平成26年 4月 1日
     (11,3112,0) 　順天病院 北広島市大曲６９５番地 介護        60
     011-376-3451  (011-376-3477)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3314,1141,9 共愛会病院 〒040-8577 一般       245（歯ＣＡＤ）第2360号      平成28年 4月 1日
     (14,3151,2) 函館市中島町７番２１号 療養       133
     0138-51-2111  (0138-51-2631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3414,1598,0 医療法人　雄心会　函〒041-0802 一般       155（歯ＣＡＤ）第421号       平成26年 4月 1日
     (14,3724,6) 館新都市病院 函館市石川町３３１番地１
     0138-46-1321  (0138-47-3420)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3514,1666,5 医療法人　函館友愛会〒041-0811 （歯ＣＡＤ）第2892号      平成29年 4月 1日
     (14,3822,8) 　千葉医院 函館市富岡町３丁目２９番６号
     0138-43-1120  (0138-43-1136)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3614,1675,6 市立函館病院 〒041-8680 一般       582（歯ＣＡＤ）第2991号      平成29年 5月 1日
     (14,3664,4) 函館市港町１丁目１０番１号 精神        50
     0138-43-2000  (0138-43-4434) 結核        10
     一般（感染）
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3714,1765,5 社会福祉法人　北海道〒042-0935 一般       146（歯ＣＡＤ）第336号       平成26年 4月 1日
     (14,3747,7) 社会事業協会函館病院函館市駒場町４番６号 療養       140
     0138-53-5511  (0138-51-8421)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3814,1810,9 深瀬医院 〒040-0074 一般        15（歯ＣＡＤ）第3074号      平成29年 7月 1日
     (14,3780,8) 函館市松川町３０番１２号
     0138-41-1221  (0138-45-1021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3915,1070,7 八雲総合病院 〒049-3197 一般       203（歯ＣＡＤ）第1083号      平成26年 8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



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 ＣＡＤ／ＣＡＭ冠　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)

   4020,1143,2 医療法人　北仁会　石〒047-8585 精神       384（歯ＣＡＤ）第1108号      平成26年 8月 1日
     (20,3130,3) 橋病院 小樽市長橋３丁目７番７号
     0134-25-6655  (0134-22-5510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4120,1313,1 医療法人　勉仁会　東〒047-0152 療養       120（歯ＣＡＤ）第335号       平成26年 4月 1日
     (20,3172,5) 小樽病院 小樽市新光２丁目２９番３号
     0134-54-7111  (0134-54-2355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4220,1483,2 医療法人社団北光会　〒047-0152 一般        95（歯ＣＡＤ）第507号       平成26年 5月 1日
     (20,3303,6) 朝里中央病院 小樽市新光１丁目２１番５号 療養        60
     0134-54-6543  (0134-52-3951)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4321,1034,1 島牧診療所 〒048-0621 一般         6（歯ＣＡＤ）第863号       平成26年 7月 1日
     (26,3215,9) 島牧郡島牧村字泊２９番地１
     0136-75-6100  (0136-79-2012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4429,1006,2 旭川赤十字病院 〒070-8530 一般       480（歯ＣＡＤ）第1210号      平成26年 9月 1日
     (29,3519,8) 旭川市曙１条１丁目１番１号 精神        40
     0166-22-8111  (0166-24-4648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4529,1391,8 豊岡中央病院 〒078-8237 一般       111（歯ＣＡＤ）第3525号      平成30年 4月 1日
     (29,3894,5) 旭川市豊岡７条２丁目１番５号 療養        48
     0166-32-8181  (0166-32-8192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4629,1497,3 医療法人社団　創成　〒078-8324 療養        70（歯ＣＡＤ）第2074号      平成27年12月 1日
     (29,3918,2) 旭川南病院 旭川市神楽岡１４条７丁目１番１
     号
     0166-65-2220  (0166-65-8100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4729,1568,1 医療法人社団　慶友会〒070-0054 一般       263（歯ＣＡＤ）第3442号      平成30年 3月 1日
     (29,3613,9) 　吉田病院 旭川市４条西４丁目１番２号
     0166-25-1115  (0166-25-4650)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4829,1570,7 医療法人社団　柴田医〒070-0981 （歯ＣＡＤ）第1335号      平成26年11月 1日
     (29,3761,6) 院 旭川市春光３条８丁目１０番２０
     号
     0166-51-3067  (0166-51-3057)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4929,1663,0 旭川リハビリテーショ〒078-8801 一般       146（歯ＣＡＤ）第2302号      平成28年 4月 1日
     (29,3824,2) ン病院 旭川市緑が丘東１条１丁目１番１療養       120
     号
     0166-65-0101  (0166-65-1211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5029,1717,4 医療法人社団　恩和会〒070-8061 一般        54（歯ＣＡＤ）第1572号      平成27年 1月 1日
     (29,3754,1) 　旭川高砂台病院 旭川市高砂台１丁目１番２２号 療養        42
     0166-61-5700  (0166-61-5089) 介護        97



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 ＣＡＤ／ＣＡＭ冠　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)

   5129,1735,6 医療法人社団　いとう〒070-0814 （歯ＣＡＤ）第3388号      平成30年 2月 1日
     (29,3785,5) 内科歯科クリニック 旭川市川端町４条６丁目４番１９
     号
     0166-52-0239  (0166-52-0081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5232,1144,5 医療法人社団　三愛会〒096-0031 療養        46（歯ＣＡＤ）第1908号      平成27年 7月 1日
     (29,3664,2) 　名寄三愛病院 名寄市西１条北５丁目１番１９ 一般        44
     01654-3-3911  (01654-2-1555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5332,1150,2 医療法人　臨生会　吉〒096-8585 一般        64（歯ＣＡＤ）第2300号      平成28年 4月 1日
     (29,3694,9) 田病院 名寄市西３条南６丁目８番地２ 療養        60
     01654-3-3381  (01654-2-3358)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5435,1150,5 医療法人社団　千寿会〒059-0493 療養        74（歯ＣＡＤ）第379号       平成26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
     0143-83-1111  (0143-83-1361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5535,1204,0 社会医療法人　母恋　〒051-8501 一般       387（歯ＣＡＤ）第879号       平成26年 6月 1日
     (35,3178,0) 日鋼記念病院 室蘭市新富町１丁目５番１３号 療養        92
     0143-24-1331  (0143-22-5296)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5636,1192,5 社会医療法人延山会苫〒059-1271 一般        38（歯ＣＡＤ）第3317号      平成30年 1月 1日
     (36,3180,4) 小牧澄川病院 苫小牧市澄川町７丁目９番１８号療養        52
     0144-67-3111  (0144-67-3114) 介護        90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5736,1293,1 王子総合病院 〒053-0021 一般       440（歯ＣＡＤ）第3184号      平成29年11月 1日
     (36,3234,9) 苫小牧市若草町３丁目４番８号
     0144-32-8111  (0144-32-7119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5836,1344,2 医療法人社団　養生館〒053-0807 一般        52（歯ＣＡＤ）第246号       平成26年 4月 1日
     (36,3264,6) 　青葉病院 苫小牧市青葉町２丁目９番１９号
     0144-75-8000  (0144-75-2118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5936,1365,7 苫小牧市立病院 〒053-8567 一般       378（歯ＣＡＤ）第909号       平成26年 7月 1日
     (36,3286,9) 苫小牧市清水町１丁目５番２０号一般（感染）
     0144-33-3131  (0144-34-7511)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6037,1149,3 社会福祉法人北海道社〒049-5605 一般        60（歯ＣＡＤ）第435号       平成26年 4月 1日
     (35,3331,5) 会事業協会　洞爺病院虻田郡洞爺湖町高砂町１２６番地療養       232
     0142-74-2555  (0142-74-2665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6137,1157,6 医療法人社団　藤原眼〒052-0022 （歯ＣＡＤ）第3515号      平成30年 4月 1日
     (35,3341,4) 科・歯科 伊達市梅本町５番地
     0142-23-5805  (0142-23-6634)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 ＣＡＤ／ＣＡＭ冠　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)

   6241,1185,9 市立釧路総合病院 〒085-0822 一般       535（歯ＣＡＤ）第970号       平成26年 7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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6346,1193,2 医療法人社団　刀圭会〒080-0046 一般        60（歯ＣＡＤ）第2775号      平成29年 1月 1日
     (47,3259,3) 　協立病院 帯広市西１６条北１丁目２７番地療養        60
     0155-35-3355  (0155-33-4702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6446,1369,8 社会医療法人　北斗　〒080-0833 （歯ＣＡＤ）第2891号      平成29年 4月 1日
     (47,3493,8) 北斗クリニック 帯広市稲田町基線９番地１
     0155-47-8000  (0155-47-3030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6547,1288,8 医療法人　徳洲会　帯〒080-0302 一般       152（歯ＣＡＤ）第1281号      平成26年10月 1日
     (47,3495,3) 広徳洲会病院 河東郡音更町木野西通１４丁目２
     番地１
     0155-32-3030  (0155-32-3522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6647,1338,1 御影診療所 〒089-0352 一般         7（歯ＣＡＤ）第3208号      平成29年11月 1日
     (47,3573,7) 上川郡清水町御影西２条３丁目１
     ３番地
     0156-63-2320  (0156-63-2311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6750,1007,6 北見赤十字病院 〒090-8666 一般       490（歯ＣＡＤ）第1985号      平成27年 9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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6850,1199,1 社会医療法人耳鼻咽喉〒090-0836 一般        48（歯ＣＡＤ）第2071号      平成27年11月 1日
     (50,3369,4) 科麻生北見病院 北見市東三輪２丁目５４番地８　
     0157-23-4133  (0157-23-2138)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6950,1276,7 医療法人社団　高翔会〒090-0837 一般        50（歯ＣＡＤ）第3154号      平成29年10月 1日
     (50,3463,5) 　北星記念病院 北見市中央三輪２丁目３０２番地療養        52
     １
     0157-51-1234  (0157-51-1230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7057,1027,9 独立行政法人労働者健〒068-0004 一般       300（歯ＣＡＤ）第2839号      平成29年 3月 1日
     (57,3027,3) 康安全機構　北海道中岩見沢市４条東１６丁目５番地
     央労災病院 0126-22-1300  (0126-22-1304)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7157,1208,5 医療法人社団明日佳　〒068-0833 療養       150（歯ＣＡＤ）第2153号      平成28年 2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
     0126-25-5670  (0126-22-2660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 ＣＡＤ／ＣＡＭ冠　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)

   7259,1082,0 夕張市立診療所 〒068-0402 一般        19（歯ＣＡＤ）第451号       平成26年 4月 1日
     (57,3269,1) 夕張市社光２０番地
     0123-52-4339  (0123-52-2617)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7374,1130,6 深川第一病院 〒074-0031 療養       215（歯ＣＡＤ）第3311号      平成30年 1月 1日
     (71,3324,5) 深川市あけぼの町１番１号 介護        55
     0164-23-3511  (0164-22-7176)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7475,1046,1 医療法人　優仁会　若〒079-0463 療養        90（歯ＣＡＤ）第2117号      平成27年12月 1日
     (71,3237,9) 葉台病院 滝川市江部乙町１４５２番地１ 介護       114
     0125-75-2266  (0125-75-2253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7576,1006,3 医療法人　喬成会　花〒061-3207 療養       180（歯ＣＡＤ）第292号       平成26年 4月 1日
     (10,3168,4) 川病院 石狩市花川南７条５丁目２番地
     0133-73-5311  (0133-73-5243)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7680,1001,6 北海道大学病院 〒060-8648 一般       874（歯ＣＡＤ）第3275号      平成30年 1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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7780,1002,4 独立行政法人国立病院〒003-0804 一般       520（歯ＣＡＤ）第2366号      平成28年 4月 1日
     (80,3014,3) 機構　北海道がんセン札幌市白石区菊水４条２丁目３番
     ター ５４号
     011-811-9111  (011-832-0652)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7880,1005,7 独立行政法人国立病院〒041-8512 一般       300（歯ＣＡＤ）第2516号      平成28年 7月 1日
     (80,3015,0) 機構　函館病院 函館市川原町１８番１６号 結核        10
     0138-51-6281  (0138-51-6288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算１及び２　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)

    101,1412,1 札幌西円山病院 〒064-8557 一般       420（歯技工）第115号         平成22年 4月 1日
     (01,3364,8) 札幌市中央区円山西町４丁目７番療養       183
     ２５号
     011-642-4121  (011-642-4291)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1438,6 ＪＲ札幌病院 〒060-0033 一般       312（歯技工）第91号          平成22年 4月 1日
     (01,3407,5) 札幌市中央区北３条東１丁目１番
     地
     011-208-7150  (011-222-9260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1938,5 札幌医科大学附属病院〒060-8543 一般       890（歯技工）第195号         平成22年 4月 1日
     (01,3817,5) 札幌市中央区南１条西１６丁目２精神        42
     ９１番地 結核         6
     011-611-2111  (011-621-8059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402,1823,7 北海道医療大学病院 〒002-8072 一般        24（歯技工）第19号          平成22年 4月 1日
     (02,3393,5) 札幌市北区あいの里２条５丁目
     011-778-7575  (011-770-5034)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    503,1816,9 医療法人　徹仁会　厚〒004-0065 一般        44（歯技工）第349号         平成28年 6月 1日
     (05,3508,1) 別耳鼻咽喉科病院 札幌市厚別区厚別西５条１丁目１
     ６番２２号
     011-894-7003  (011-894-7005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    605,1467,6 自衛隊札幌病院 〒005-0008 一般       170（歯技工）第317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  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    714,1666,5 医療法人　函館友愛会〒041-0811 （歯技工）第358号         平成29年 4月 1日
     (14,3822,8) 　千葉医院 函館市富岡町３丁目２９番６号
     0138-43-1120  (0138-43-1136)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    814,1675,6 市立函館病院 〒041-8680 一般       582（歯技工）第180号         平成22年 4月 1日
     (14,3664,4) 函館市港町１丁目１０番１号 精神        50
     0138-43-2000  (0138-43-4434) 結核        10
     一般（感染）
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    929,1568,1 医療法人社団　慶友会〒070-0054 一般       263（歯技工）第35号          平成22年 4月 1日
     (29,3613,9) 　吉田病院 旭川市４条西４丁目１番２号
     0166-25-1115  (0166-25-4650)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1032,1150,2 医療法人　臨生会　吉〒096-8585 一般        64（歯技工）第141号         平成22年 4月 1日
     (29,3694,9) 田病院 名寄市西３条南６丁目８番地２ 療養        60
     01654-3-3381  (01654-2-3358)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算１及び２　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)

   1141,1185,9 市立釧路総合病院 〒085-0822 一般       535（歯技工）第150号         平成22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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1246,1193,2 医療法人社団　刀圭会〒080-0046 一般        60（歯技工）第80号          平成22年 4月 1日
     (47,3259,3) 　協立病院 帯広市西１６条北１丁目２７番地療養        60
     0155-35-3355  (0155-33-4702)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1380,1021,4 旭川医科大学病院 〒078-8510 一般       571（歯技工）第68号          平成22年 4月 1日
     (80,3010,1) 旭川市緑が丘東２条１丁目１番１精神        31
     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 上顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）（歯科）、下顎骨形成　医科］ 平成30年 6月 1日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1638,1 市立札幌病院 〒060-8604 一般       701（歯顎移）第10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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1938,5 札幌医科大学附属病院〒060-8543 一般       890（歯顎移）第5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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    302,1289,1 松田整形外科記念病院〒001-0018 一般        60（歯顎移）第1号           平成24年 4月 1日
     (02,3363,8) 札幌市北区北１８条西４丁目１－
     ３５
     011-746-3666  (011-757-7388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402,1823,7 北海道医療大学病院 〒002-8072 一般        24（歯顎移）第3号           平成24年 4月 1日
     (02,3393,5) 札幌市北区あいの里２条５丁目
     011-778-7575  (011-770-5034)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    504,1431,5 手稲渓仁会病院 〒006-8555 一般       670（歯顎移）第9号           平成24年 4月 1日
     (04,3319,6) 札幌市手稲区前田１条１２丁目１
     番４０号
     011-681-8111  (011-685-2998)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    614,1003,1 社会福祉法人　函館厚〒040-8611 一般       480（歯顎移）第11号          平成24年 4月 1日
     (14,3001,9) 生院　函館五稜郭病院函館市五稜郭町３８番３号
     0138-51-2295  (0138-56-2695)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    714,1004,9 函館中央病院 〒040-8585 一般       527（歯顎移）第8号           平成24年 4月 1日
     (14,3004,3) 函館市本町３３番２号
     0138-52-1231  (0138-54-7520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    829,1006,2 旭川赤十字病院 〒070-8530 一般       480（歯顎移）第15号          平成24年 4月 1日
     (29,3519,8) 旭川市曙１条１丁目１番１号 精神        40
     0166-22-8111  (0166-24-4648)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    929,1138,3 医療法人　回生会　大〒070-0034 一般        97（歯顎移）第14号          平成24年 4月 1日
     (29,3411,8) 西病院 旭川市４条通１１丁目右３号 療養       233
     0166-26-2171  (0166-25-9260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1035,1204,0 社会医療法人　母恋　〒051-8501 一般       387（歯顎移）第13号          平成24年 4月 1日
     (35,3178,0) 日鋼記念病院 室蘭市新富町１丁目５番１３号 療養        92
     0143-24-1331  (0143-22-5296)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1136,1365,7 苫小牧市立病院 〒053-8567 一般       378（歯顎移）第16号          平成24年12月 1日
     (36,3286,9) 苫小牧市清水町１丁目５番２０号一般（感染）
     0144-33-3131  (0144-34-7511)              4



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 上顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）（歯科）、下顎骨形成　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)

   1241,1067,9 総合病院　釧路赤十字〒085-8512 一般       431（歯顎移）第12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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1346,1307,8 社会医療法人　北斗　〒080-0833 一般       221（歯顎移）第6号           平成24年 4月 1日
     (47,3415,1) 北斗病院 帯広市稲田町基線７番地５ 療養        46
     0155-48-8000  (0155-49-2121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1446,1320,1 公益財団法人北海道医〒080-0014 一般       247（歯顎移）第2号           平成24年 4月 1日
     (47,3430,0) 療団　帯広第一病院 帯広市西４条南１５丁目１７番地
     ３
     0155-25-3121  (0155-25-1172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1550,1007,6 北見赤十字病院 〒090-8666 一般       490（歯顎移）第17号          平成28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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1680,1001,6 北海道大学病院 〒060-8648 一般       874（歯顎移）第4号           平成24年 4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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1780,1002,4 独立行政法人国立病院〒003-0804 一般       520（歯顎移）第18号          平成30年 4月 1日
     (80,3014,3) 機構　北海道がんセン札幌市白石区菊水４条２丁目３番
     ター ５４号
     011-811-9111  (011-832-0652)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 歯科点数表第２章第９部手術の通則第９号に掲げる手術の休日加算　医科］ 平成30年 6月 1日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    136,1365,7 苫小牧市立病院 〒053-8567 一般       378（歯手休）第5号           平成27年10月 1日
     (36,3286,9) 苫小牧市清水町１丁目５番２０号一般（感染）
     0144-33-3131  (0144-34-7511)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 歯科点数表第２章第９部手術の通則第９号に掲げる手術の時間外加　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)

    136,1365,7 苫小牧市立病院 〒053-8567 一般       378（歯手外）第5号           平成27年10月 1日
     (36,3286,9) 苫小牧市清水町１丁目５番２０号一般（感染）
     0144-33-3131  (0144-34-7511)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 歯科点数表第２章第９部手術の通則第９号に掲げる手術の深夜加算　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)

    136,1365,7 苫小牧市立病院 〒053-8567 一般       378（歯手深）第5号           平成27年10月 1日
     (36,3286,9) 苫小牧市清水町１丁目５番２０号一般（感染）
     0144-33-3131  (0144-34-7511)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


