
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 5月 1日 別添１の「第14の２」の１の(１)に規定する在宅療養支援病院　医科］ 平成30年 6月 5日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    15510445  公益財団法人宮城厚生〒981-3212 一般 （支援病１）第15号        平成26年12月 1日
     協会泉病院 仙台市泉区長命ケ丘　２ー１ー１　　一般    94
     022-378-5361  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    22810368  公立加美病院 〒981-4122 一般        40（支援病１）第16号        平成27年 1月 1日
     加美郡色麻町四竃字杉成　９ 療養        50
     0229-66-2500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30310023  塩竈市立病院 〒985-0054 一般       123（支援病１）第20号        平成27年10月 1日
     塩竈市香津町　７ー１ 療養        38
     022-364-5521  (022-364-5529)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    41510126  公益財団法人宮城厚生〒989-6115 一般 （支援病１）第24号        平成28年 8月 1日
     (1530021  ) 協会古川民主病院 大崎市古川駅東　２ー１１ー１４　　一般    53
     0229-23-5521  (0229-24-1544) 療養
     　　療養    44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50212799  石巻市立病院 〒986-0825 一般 （支援病１）第25号        平成28年11月 1日
     石巻市穀町１５－１ 　　一般   140
     0225-25-5555  (0225-25-5673) 療養
     　　療養    40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    65510577  医療法人松田会松田病〒981-3217 一般        77（支援病１）第26号        平成29年 4月 1日
     (5530951  ) 院 仙台市泉区実沢字立田屋敷　１７療養        48
     ー１
     022-378-5666  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    71310436  栗原市立若柳病院 〒989-5501 一般        90（支援病１）第27号        平成29年 5月 1日
     栗原市若柳字川北原畑　２３－４療養        30
     0228-32-2335  (0228-32-5550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    85410471  公益財団法人宮城厚生〒982-0011 一般        45（支援病１）第29号        平成29年11月 1日
     協会長町病院 仙台市太白区長町　３ー７ー２６療養        90
     022-746-5161  (022-746-5142)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 5月 1日 別添１の「第14の２」の１の(２)に規定する在宅療養支援病院　医科］ 平成30年 6月 5日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    11510076  一般財団法人　佐藤病〒989-6143 一般 （支援病２）第9号         平成29年 5月 1日
     院 大崎市古川中里　１－３－１８ 　　一般    38
     0229-22-0207  (0229-22-0514) 療養
     　　療養    40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    25211812  岩切病院 〒983-0821 一般 （支援病２）第12号        平成30年 4月 1日
     仙台市宮城野区岩切字稲荷　２１　　一般    42
     022-255-5555  (022-255-5581) 療養
     　　療養    58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    35211127  中嶋病院 〒983-0835 一般 （支援病２）第13号        平成30年 4月 1日
     仙台市宮城野区大梶　１５－２７　　一般   101
     022-291-5191  療養
     　　療養    50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 5月 1日 別添１の「第14の２」の１の(３)に規定する在宅療養支援病院　医科］ 平成30年 6月 5日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10810139  医療法人安達同済会同〒981-1522 一般 （支援病３）第1号         平成22年 4月 1日
     済病院 角田市佐倉字上土浮　２ 　　一般    24
     0224-63-0360  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    25110261  一般財団法人周行会内〒980-0011 一般 （支援病３）第8号         平成24年 9月 1日
     科佐藤病院 仙台市青葉区上杉　２ー３ー１７　　一般    40
     022-221-5566  (022-221-8007) 療養
     　　療養    41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30810071  医療法人金上仁友会金〒981-1505 一般        52（支援病３）第9号         平成25年 2月 1日
     上病院 角田市角田字田町　１２３ 療養        39
     0224-63-1032  (0224-62-1036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    42210742  医療法人社団北杜会船〒989-1601 一般        30（支援病３）第10号        平成25年 4月 1日
     岡今野病院 柴田郡柴田町船岡中央　２ー５ー
     １６
     0224-54-1034  (0224-64-2021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    55111277  医療法人光成会宮城中〒980-0011 一般        58（支援病３）第14号        平成26年10月 1日
     央病院 仙台市青葉区上杉　１－９－１７
     022-224-1307  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    65112853  広瀬病院 〒989-3121 一般        47（支援病３）第15号        平成26年12月 1日
     仙台市青葉区郷六字大森　４－２療養        46
     022-226-2661  (022-226-2258)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    72710360  公立黒川病院 〒981-3621 一般       110（支援病３）第16号        平成27年 3月 1日
     黒川郡大和町吉岡字西桧木　６０療養        60
     022-345-3101  (022-345-3143)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80810055  医療法人本多友愛会仙〒981-1505 一般 （支援病３）第18号        平成28年 1月 1日
     南病院 角田市角田字牛舘　１６ 　　一般    35
     0224-63-2003  (0224-63-3444) 療養
     　　療養    80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90910210  医療法人寶樹会仙塩総〒985-0842 一般        98（支援病３）第19号        平成28年 1月 1日
     合病院 多賀城市桜木　２ー１ー１ 療養        45
     022-367-4111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   105114396  仙台中江病院 〒980-0001 一般        30（支援病３）第22号        平成28年11月 1日
     仙台市青葉区中江　１－１０－１療養        30
     ８
     022-263-3031  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 5月 1日 別添１の「第14の２」の１の(３)に規定する在宅療養支援病院　医科］ 平成30年 6月 5日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   113610478  南三陸病院 〒986-0725 一般 （支援病３）第24号        平成29年11月 1日
     (3630340  ) 本吉郡南三陸町志津川字沼田１４　　一般    40
     －３ 療養
     0226-46-3646  (0226-46-5965) 　　療養    50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 5月 1日 別添１の「第14の２」の２の(４)在宅療養実績加算２　医科］ 平成30年 6月 5日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    12710360  公立黒川病院 〒981-3621 一般       110（在病実２）第1号         平成28年 4月 1日
     黒川郡大和町吉岡字西桧木　６０療養        60
     022-345-3101  (022-345-3143)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


