
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

[福島県]

平成30年 5月 1日 コンタクトレンズ検査料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)

    13211159  なみえ眼科 〒979-1521 一般 （コン１）第196号         平成20年 4月 1日
     双葉郡浪江町権現堂字上川原６３　　一般     4
     －１
     0240-24-0121  (0240-24-0131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20417817  はままつ眼科クリニッ〒973-8403 （コン１）第263号         平成28年 4月 1日
     ク いわき市内郷綴町大木下２１－１
     0246-26-9300  (0246-26-9301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30416108  久保田眼科 〒971-8101 （コン１）第264号         平成28年 4月 1日
     いわき市小名浜字横町３７
     0246-54-3950  (0246-92-2022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40212192  医療法人前田眼科医院〒965-0878 一般        16（コン１）第266号         平成28年 4月 1日
     会津若松市中町３－３０
     0242-27-0707  (0242-29-3556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    51210237  医療法人　マルイ眼科〒975-0062 一般         8（コン１）第267号         平成28年 4月 1日
     南相馬市原町区本陣前１－８３－
     ３
     0244-24-0101  (0244-24-0148)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    63010791  大竹眼科 〒963-7851 一般         8（コン１）第268号         平成28年 4月 1日
     石川郡石川町新町４４－２
     0247-26-4118  (0247-26-1113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70414251  医療法人　山野辺眼科〒974-8261 （コン１）第269号         平成28年 4月 1日
     医院 いわき市植田町中央２－１０－４
     0246-63-1050  (0246-63-1050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80210428  一般社団法人順天道医〒965-0872 （コン１）第270号         平成28年 4月 1日
     院　米山眼科 会津若松市東栄町６－７
     0242-27-0862  (0242-27-0832)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90313149  佐藤眼科医院 〒963-0105 （コン１）第271号         平成28年 4月 1日
     郡山市安積町長久保３－１５－１
     ２
     024-947-0221  (024-947-1634)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100212812  山鹿クリニック 〒965-0862 （コン１）第272号         平成28年 4月 1日
     (0231537  ) 会津若松市本町１－１
     0242-29-6611  (0242-36-5510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   111410068  池田眼科医院 〒969-1124 一般         3（コン１）第274号         平成28年 4月 1日
     本宮市本宮字仲町２２－３
     0243-34-4100  (0243-34-1444)



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 コンタクトレンズ検査料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)

   120414616  木村眼科クリニック 〒970-8026 （コン１）第276号         平成28年 4月 1日
     いわき市平字下の町７－４
     0246-24-3355  (0246-24-3358)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   130212077  医療法人二瓶眼科医院〒965-0044 一般         9（コン１）第278号         平成28年 4月 1日
     会津若松市七日町８－５０
     0242-22-1932  (0242-32-8261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   140315995  一般財団法人　脳神経〒963-8563 一般        18（コン１）第279号         平成28年 4月 1日
     疾患研究所　附属　南郡山市八山田７－１６６
     東北眼科クリニック 024-934-5434  (024-934-5646)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   150414277  医療法人　博玲会　は〒972-8318 一般         3（コン１）第281号         平成28年 4月 1日
     たの眼科 いわき市常磐関船町上関１１１
     0246-42-2040  (0246-42-2036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   160316449  古川内科眼科医院 〒963-8835 （コン１）第282号         平成28年 4月 1日
     郡山市小原田４－１２－２６
     024-956-6500  (024-956-6503)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   170316662  山田眼科医院 〒963-8002 （コン１）第285号         平成28年 6月 1日
     郡山市駅前１－１１－１２
     024-922-1648  (024-934-1552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   180711516  南東北春日リハビリテ〒962-0817 療養        60（コン１）第286号         平成28年 4月 1日
     ーション病院 須賀川市南上町１２３－１
     0248-63-7299  (0248-63-7265)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   190114265  福島中央病院 〒960-8165 一般        58（コン１）第287号         平成28年 4月 1日
     福島市吉倉字谷地５２
     024-546-4911  (024-545-9007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   200511429  福島県厚生農業協同組〒961-0005 一般       455（コン１）第289号         平成28年 4月 1日
     合連合会白河厚生総合白河市豊地上弥次郎２－１ 一般（感染）
     病院 0248-22-2211  (0248-22-2218)              4
     結核        12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   210213208  公立大学法人　福島県〒969-3492 一般       204（コン１）第290号         平成28年 4月 1日
     (0231826  ) 立医科大学会津医療セ会津若松市河東町谷沢字前田２１一般（感染）
     ンター附属病院 番地２              8
     0242-75-2100  (0242-75-3407) 結核        14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   220910449  公立相馬総合病院 〒976-0011 一般       230（コン１）第291号         平成28年 4月 1日
     相馬市新沼字坪ヶ迫１４２
     0244-36-5101  (0244-35-5819)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 コンタクトレンズ検査料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)

   230312414  医療法人明信会今泉眼〒963-8877 一般        60（コン１）第292号         平成28年 4月 1日
     科病院 郡山市堂前町２０－９
     024-922-0665  (0249-35-5550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   240312356  一般財団法人太田綜合〒963-8558 一般     1,036（コン１）第293号         平成28年 4月 1日
     (0331501  ) 病院附属太田西ノ内病郡山市西ノ内２－５－２０ 精神        50
     院 024-925-1188  (024-925-7791)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   250414434  医療法人社団正風会石〒971-8122 一般        48（コン１）第294号         平成28年 4月 1日
     井脳神経外科眼科病院いわき市小名浜林城字塚前３－１
     0246-58-3121  (0246-58-3020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   261010850  しかの眼科 〒969-1404 （コン１）第295号         平成28年 8月 1日
     二本松市油井字福岡１５８ー２
     0243-62-2520  (0243-62-2521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   271210708  高野眼科医院 〒975-0008 （コン１）第297号         平成28年10月13日
     南相馬市原町区本町２丁目５６番
     地
     0244-23-3745  (0244-23-3794)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   280417965  島田眼科医院 〒970-8026 （コン１）第298号         平成28年12月 1日
     いわき市平字菱川町１－２
     0246-22-1677  (0246-22-7171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   290312802  桑野協立病院 〒963-8034 一般        87（コン１）第299号         平成28年 4月 1日
     郡山市島２－９－１８ 療養        33
     024-933-5422  (024-923-6169)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   300511460  医療法人　河田眼科医〒961-0908 一般         7（コン１）第300号         平成29年 2月 1日
     院 白河市大手町６番地５
     0248-23-2406  (0248-23-2406)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   310810896  いとう眼科 〒966-0085 一般         6（コン１）第302号         平成29年 2月 1日
     喜多方市字江中子４１７８
     0241-22-5900  (0241-22-6222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   320316464  浜津眼科 〒963-8803 （コン１）第303号         平成29年 2月 1日
     郡山市横塚１－３－８
     024-956-1880  (024-956-1881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   330313974  相楽眼科 〒963-0201 （コン１）第304号         平成29年 2月 1日
     郡山市大槻町字西ノ宮西８１－２
     024-961-5115  (024-961-5332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 コンタクトレンズ検査料１　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)

   340116708  さとう眼科 〒960-1101 （コン１）第305号         平成29年 2月 1日
     福島市大森字島ノ内６９－１７
     024-544-6833  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   350710997  医療法人　大高眼科医〒962-0831 （コン１）第306号         平成29年 2月 1日
     院 須賀川市八幡町２４－１８
     0248-73-2874  (0248-73-4844)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   360711029  医療法人　須賀川セン〒962-0013 一般         6（コン１）第307号         平成29年 2月 1日
     トラル眼科 須賀川市岡東町１０１
     0248-72-1777  (0248-72-1778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   370312943  医療法人　明信会　今〒963-8024 一般       116（コン１）第308号         平成29年 2月 1日
     泉西病院 郡山市朝日２－１８－８ 療養        42
     024-934-1515  (024-922-5407)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   380316159  八木眼科医院 〒963-8878 一般         8（コン１）第309号         平成29年 2月 1日
     郡山市堤下町９－７
     024-922-4970  (024-922-4970)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   390511080  医療法人　船久保眼科〒961-0974 （コン１）第310号         平成29年 2月 1日
     医院 白河市北堀切４１－３
     0248-24-4100  (0248-24-4100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   400116476  桜水さかい眼科 〒960-0241 （コン１）第311号         平成29年 3月 1日
     福島市笹谷字塗谷地３７－３
     024-558-7555  (024-558-7553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   410415001  医療法人清水医院 〒970-8026 （コン１）第312号         平成29年 3月 1日
     いわき市平字田町７５－１
     0246-25-2238  (0246-25-2236)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   420115494  さかい眼科医院 〒960-8253 （コン１）第313号         平成29年 3月 1日
     福島市泉字弐斗蒔３５－６
     024-559-3800  (024-559-3888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   430115866  竹田眼科クリニック 〒960-8153 （コン１）第314号         平成29年 3月 1日
     福島市黒岩字素利町２０－１
     024-545-8880  (024-545-8801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   441310359  おおこうち眼科 〒960-0418 （コン１）第315号         平成29年 3月 1日
     伊達市岡前２０－５
     024-551-1717  (024-551-1717)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   450416009  泉やまのべ眼科 〒971-8172 （コン１）第316号         平成29年 3月 1日
     いわき市泉玉露５－１７－１５
     0246-75-2022  (0246-75-2021)



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 コンタクトレンズ検査料１　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)

   460417916  西山眼科医院 〒979-0201 一般 （コン１）第317号         平成29年 3月 1日
     いわき市四倉町字西３－６－１ 　　一般
     0246-32-3722  (0246-32-3911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   470417809  いいづか眼科クリニッ〒974-8232 （コン１）第318号         平成29年 3月 1日
     ク いわき市錦町綾ノ内１２２
     0246-77-2803  (0246-77-2804)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   480417536  こまつ眼科クリニック〒973-8408 （コン１）第319号         平成29年 3月 1日
     いわき市内郷高坂町大町１－８
     0246-27-2800  (0246-27-2805)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   490510470  青村眼科医院 〒961-0905 （コン１）第321号         平成29年 3月 1日
     白河市本町６３
     0248-24-0671  (0248-31-0213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   500117425  南中央眼科クリニック〒960-8073 （コン１）第322号         平成29年 4月 1日
     福島市南中央一丁目６７－２
     024-536-3421  (024-536-3431)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   512610682  遠山眼科医院 〒969-6545 一般 （コン１）第323号         平成29年 3月 1日
     河沼郡会津坂下町字五反田１２５　　一般     2
     ２－２
     0242-83-2011  (0242-83-2011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   520315748  眼科君塚医院 〒963-0209 （コン１）第324号         平成29年 3月 1日
     郡山市御前南一丁目５
     024-962-3355  (024-962-3300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   530316621  たかはし内科・眼科ク〒963-8861 （コン１）第325号         平成29年 4月 1日
     リニック 郡山市鶴見坦１－９－１３
     024-923-0161  (024-923-0174)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   540213158  力神堂ひぐち眼科 〒965-0038 （コン１）第326号         平成29年 4月 1日
     会津若松市昭和町２－２０
     0242-37-2977  (0242-22-2610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   550317074  公益財団法人　星総合〒963-8501 一般       430（コン１）第327号         平成29年 4月 1日
     (0334356  ) 病院 郡山市向河原町１５９－１
     024-983-5511  (024-983-5588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   560116450  しおや眼科 〒960-8034 （コン１）第328号         平成29年 4月 1日
     福島市置賜町５－２６
     024-521-8710  (024-521-8750)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 コンタクトレンズ検査料１　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)

   570317181  菊池眼科 〒963-0111 （コン１）第329号         平成29年 4月 1日
     郡山市安積町荒井字橋郎治５５
     024-983-1113  (024-983-1112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   580418138  自由ヶ丘さとうクリニ〒970-8033 （コン１）第330号         平成29年 4月 1日
     ック眼科 いわき市自由ケ丘３７番４
     0246-28-7070  (0246-28-7090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   590910753  相双眼科医院 〒976-0042 一般         3（コン１）第331号         平成29年 4月 1日
     相馬市中村字川沼２３５
     0244-35-6877  (0244-35-6877)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   600316001  伊藤眼科 〒963-8071 （コン１）第332号         平成29年 4月 1日
     郡山市富久山町久保田字伊賀河原
     ５
     024-990-2528  (024-990-2530)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   611310185  医療法人阪内医院 〒960-0756 （コン１）第334号         平成29年 4月 1日
     伊達市梁川町青葉町９７
     0245-77-2222  (024-527-2024)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   620511494  近藤眼科 〒961-0908 一般 （コン１）第336号         平成29年 4月 1日
     白河市大手町４番地５ 　　一般    10
     0248-23-2079  (0248-27-1358)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   630116971  ましこ眼科クリニック〒960-0111 （コン１）第337号         平成29年 4月 1日
     福島市丸子字芳堀１５－２
     024-552-5335  (024-552-6336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   641110171  こじま眼科 〒963-4312 一般         5（コン１）第338号         平成29年 4月 1日
     田村市船引町船引字源次郎１２５
     －４０
     0247-81-2333  (0247-82-5533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   650110974  福島赤十字病院 〒960-8530 一般       303（コン１）第339号         平成29年 4月 1日
     福島市入江町１１－３１ 一般（感染）
     024-534-6101  (024-531-1721)              6
     精神        39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   660115460  末永眼科医院 〒960-0102 （コン１）第340号         平成29年 4月 1日
     福島市鎌田字御仮家７３－４
     024-554-6236  (024-554-6335)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   670113713  近藤眼科 〒960-8068 （コン１）第341号         平成29年 4月 1日
     福島市太田町３３－２４
     024-531-3113  (024-536-4008)



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 コンタクトレンズ検査料１　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)

   682810753  泉崎南東北診療所 〒969-0101 （コン１）第342号         平成29年 4月 1日
     西白河郡泉崎村大字泉崎字山ヶ入
     ５６
     0248-53-2415  (0248-53-2533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   690116120  山内眼科 〒960-8141 （コン１）第343号         平成29年 4月 1日
     福島市渡利字椚町２５－１
     024-528-0588  (024-528-0577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   700415845  医療法人光芝会ヤマノ〒970-8043 一般         4（コン１）第344号         平成29年 4月 1日
     眼科 いわき市中央台鹿島３－３５－１
     0246-31-0369  (0246-31-0606)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   710910605  医療法人社団茶畑会相〒976-0016 一般        49（コン１）第345号         平成29年 4月 1日
     (0930427  ) 馬中央病院 相馬市沖ノ内３－５－１８ 療養        48
     0244-36-6611  (0244-35-4234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   720115270  あんざいクリニック耳〒960-8012 （コン１）第346号         平成29年 4月 1日
     鼻科・眼科 福島市御山町６－９
     024-531-3387  (024-533-1456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   730316571  郡山あおい眼科 〒963-8002 （コン１）第347号         平成29年 4月 1日
     郡山市駅前２－１０－１３サンコ
     ービル６０２
     024-983-7058  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   742310846  舘岩あおい眼科 〒967-0304 （コン１）第348号         平成29年 4月 1日
     南会津郡南会津町松戸原１６３舘
     岩保健センター内
     024-983-7058  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   753111482  しのはら眼科 〒963-7751 （コン１）第349号         平成29年 4月 1日
     田村郡三春町字北町１９
     0247-61-2441  (0247-62-0355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   761210179  小林眼科医院 〒975-0007 一般        15（コン１）第350号         平成29年 4月 1日
     南相馬市原町区南町１丁目１５５
     0244-24-1234  (0244-24-1235)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   770412545  社団医療法人呉羽会呉〒974-8232 一般       163（コン１）第351号         平成29年 4月 1日
     羽総合病院 いわき市錦町落合１－１ 介護        40
     0246-63-2181  (0246-63-0552) 療養        36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   780211772  会津中央病院 〒965-8611 一般       713（コン１）第352号         平成29年 4月 1日
     (0231123  ) 会津若松市鶴賀町１－１
     0242-25-1515  (0242-24-1529)



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 コンタクトレンズ検査料１　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)

   792610286  福島県厚生農業協同組〒969-6556 一般       177（コン１）第354号         平成29年 4月 1日
     合連合会　坂下厚生総河沼郡会津坂下町逆水５０
     合病院 0242-83-3511  (0242-83-2850)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   802910041  福島県厚生農業協同組〒963-5493 一般       179（コン１）第355号         平成29年 4月 1日
     合連合会塙厚生病院 東白川郡塙町大字塙字大町１－５精神       124
     0247-43-1145  (0247-43-3394)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   812510973  医療法人社団敬天会小〒969-3131 （コン１）第356号         平成29年 4月 1日
     川医院 耶麻郡猪苗代町字カキ田３９３
     0242-62-2132  (0242-62-3021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   822710086  福島県厚生農業協同組〒969-6264 一般        58（コン１）第357号         平成29年 4月 1日
     合連合会高田厚生病院大沼郡会津美里町字高田甲２９８療養        50
     １ 精神        91
     0242-54-2211  (0242-54-6709)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   830116989  済生会福島総合病院 〒960-1101 一般       216（コン１）第358号         平成29年 4月 1日
     福島市大森字下原田２５
     024-544-5171  (024-539-7726)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   840310947  一般財団法人太田綜合〒963-1383 一般       403（コン１）第359号         平成29年 4月 1日
     (0330719  ) 病院附属太田熱海病院郡山市熱海町熱海５－２４０ 療養        96
     024-984-0088  (024-984-3174)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   850911033  みずこし眼科クリニッ〒976-0042 一般 （コン１）第360号         平成29年 4月 1日
     ク 相馬市中村字宇多川町１３－８ 　　一般     4
     0244-26-8222  (0244-26-8211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   860418153  医療法人博栄会　中央〒970-8047 （コン１）第361号         平成29年 4月 1日
     台たなか眼科 いわき市中央台高久２－８－１
     0246-29-1722  (0246-29-1732)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   871310326  保原中央クリニック 〒960-0611 （コン１）第362号         平成29年 4月 1日
     伊達市保原町字城ノ内７３－１
     024-575-3231  (024-575-3233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   880411489  独立行政法人労働者健〒973-8403 一般       406（コン１）第363号         平成29年 4月 1日
     (0430550  ) 康安全機構福島労災病いわき市内郷綴町沼尻３
     院 0246-26-1111  (0246-26-1322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   891210336  福島県厚生農業協同組〒979-2442 一般        40（コン１）第365号         平成29年 5月 1日
     合連合会鹿島厚生病院南相馬市鹿島区横手字川原２ 療養        40
     0244-46-5125  (0244-46-4870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 コンタクトレンズ検査料１　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)

   900316860  公益財団法人　湯浅報〒963-8585 一般       305（コン１）第366号         平成28年 5月 1日
     (0334232  ) 恩会　寿泉堂綜合病院郡山市駅前１－１－１７
     024-932-6363  (024-939-3303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   910116930  公立大学法人福島県立〒960-1295 一般       713（コン１）第367号         平成29年 7月 1日
     (0133063  ) 医科大学附属病院 福島市光が丘１ 精神        49
     024-547-1111  (024-547-1995) 結核        14
     一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   922310929  伊南あおい眼科 〒967-0501 （コン１）第368号         平成29年 9月 1日
     南会津郡南会津町古町字舘跡９９
     ８伊南保健センター内
     024-983-7058  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   930115635  土屋眼科医院 〒960-8131 一般         5（コン１）第369号         平成29年 3月 1日
     福島市北五老内町６－６
     024-534-0151  (024-536-6494)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   940212473  石田眼科医院 〒965-0861 （コン１）第370号         平成29年 4月 1日
     会津若松市日新町１－２
     0242-27-0858  (0242-38-2512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   950314808  あさひ内科クリニック〒963-8024 （コン１）第371号         平成29年 4月 1日
     郡山市朝日３－２－３３
     024-921-2525  (024-921-0365)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   960417395  小林眼科医院 〒971-8169 （コン１）第372号         平成28年 4月 1日
     いわき市小名浜南君ヶ塚町６－１
     ７
     0246-54-5123  (0246-54-5128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   970711680  今泉須賀川医院 〒962-0838 一般 （コン１）第373号         平成28年 4月 1日
     須賀川市南町３２０ 　　一般    17
     0248-72-3111  (0248-72-5478)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   981010678  野地眼科医院 〒964-0906 一般        12（コン１）第374号         平成28年 8月 1日
     二本松市若宮１－１８３
     0243-23-0024  (0243-23-0348)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   991310490  ほばら眼科 〒960-0612 （コン１）第375号         平成28年 4月 1日
     伊達市保原町字宮下１７－１
     024-573-8433  (024-575-2511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1000413931  永井眼科 〒970-8026 （コン１）第376号         平成29年 4月 1日
     いわき市平字童子町２－７
     0246-24-1112  (0246-22-3691)



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 画像診断管理加算１　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)

    10315987  一般財団法人　脳神経〒963-8563 （画１）第15号            平成16年 8月 1日
     (0333598  ) 疾患研究所　附属　南郡山市八山田７－１６１
     東北医療クリニック 024-934-5432  (024-934-5441)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20411497  いわき市立総合磐城共〒973-8555 一般       709（画１）第17号            平成18年 9月 1日
     (0430576  ) 立病院 いわき市内郷御厩町久世原１６ 一般（感染）
     0246-26-3151  (0246-26-2224)              6
     結核        46
     精神    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30312356  一般財団法人太田綜合〒963-8558 一般     1,036（画１）第18号            平成20年 2月 1日
     (0331501  ) 病院附属太田西ノ内病郡山市西ノ内２－５－２０ 精神        50
     院 024-925-1188  (024-925-7791)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40511429  福島県厚生農業協同組〒961-0005 一般       455（画１）第25号            平成20年 5月 1日
     合連合会白河厚生総合白河市豊地上弥次郎２－１ 一般（感染）
     病院 0248-22-2211  (0248-22-2218)              4
     結核        12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50110974  福島赤十字病院 〒960-8530 一般       303（画１）第27号            平成21年 5月 1日
     福島市入江町１１－３１ 一般（感染）
     024-534-6101  (024-531-1721)              6
     精神        39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60115312  公益財団法人　福島県〒960-8550 （画１）第34号            平成25年 6月 1日
     保健衛生協会総合健診福島市方木田字水戸内１６－５
     センター 024-546-0391  (024-546-2058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70316860  公益財団法人　湯浅報〒963-8585 一般       305（画１）第35号            平成25年12月 1日
     (0334232  ) 恩会　寿泉堂綜合病院郡山市駅前１－１－１７
     024-932-6363  (024-939-3303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80416660  医療法人　タウンズク〒973-8402 （画１）第42号            平成30年 4月 1日
     リニック いわき市内郷御厩町久世原２６９
     0246-45-2820  (0246-45-2838)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90411521  医療法人福島アフター〒973-8402 療養        95（画１）第43号            平成30年 5月 1日
     ケア協会大河内記念病いわき市内郷御厩町３－９６
     院 0246-26-2588  (0246-26-4895)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   101310318  北福島医療センター 〒960-0502 一般       226（画１）第44号            平成30年 5月 1日
     (1330015  ) 伊達市箱崎字東２３－１
     024-551-0551  (024-551-0808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 画像診断管理加算２　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)

    12610286  福島県厚生農業協同組〒969-6556 一般       177（画２）第20号            平成20年 4月 1日
     合連合会　坂下厚生総河沼郡会津坂下町逆水５０
     合病院 0242-83-3511  (0242-83-2850)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20310947  一般財団法人太田綜合〒963-1383 一般       403（画２）第21号            平成20年 6月 1日
     (0330719  ) 病院附属太田熱海病院郡山市熱海町熱海５－２４０ 療養        96
     024-984-0088  (024-984-3174)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30210246  竹田綜合病院 〒965-8585 一般       693（画２）第22号            平成20年 6月 1日
     (0230240  ) 会津若松市山鹿町３－２７ 精神       144
     0242-27-5511  (0242-27-5670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40317074  公益財団法人　星総合〒963-8501 一般       430（画２）第28号            平成25年 1月 1日
     (0334356  ) 病院 郡山市向河原町１５９－１
     024-983-5511  (024-983-5588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50211772  会津中央病院 〒965-8611 一般       713（画２）第34号            平成28年 2月 1日
     (0231123  ) 会津若松市鶴賀町１－１
     0242-25-1515  (0242-24-1529)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60313586  一般財団法人　脳神経〒963-8563 一般       461（画２）第37号            平成20年 7月 1日
     (0332699  ) 疾患研究所附属総合南郡山市八山田７丁目１１５
     東北病院 024-934-5322  (024-934-3165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70213208  公立大学法人　福島県〒969-3492 一般       204（画２）第40号            平成28年 4月 1日
     (0231826  ) 立医科大学会津医療セ会津若松市河東町谷沢字前田２１一般（感染）
     ンター附属病院 番地２              8
     0242-75-2100  (0242-75-3407) 結核        14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80118035  一般財団法人　大原記〒960-8611 一般       353（画２）第41号            平成30年 1月 1日
     (0133626  ) 念財団　大原綜合病院福島市上町６番１号
     024-526-0300  (024-526-0342)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90116930  公立大学法人福島県立〒960-1295 一般       713（画２）第42号            平成20年 4月 1日
     (0133063  ) 医科大学附属病院 福島市光が丘１ 精神        49
     024-547-1111  (024-547-1995) 結核        14
     一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100413584  社団医療法人養生会か〒971-8143 一般       134（画２）第43号            平成30年 5月 1日
     しま病院 いわき市鹿島町下蔵持字中沢目２療養        98
     ２－１
     0246-58-8010  (0246-58-8088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 外来化学療法加算１　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)

    10210246  竹田綜合病院 〒965-8585 一般       693（外化１）第84号          平成20年10月 1日
     (0230240  ) 会津若松市山鹿町３－２７ 精神       144 専用病床数:20床
     0242-27-5511  (0242-27-5670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20312802  桑野協立病院 〒963-8034 一般        87（外化１）第102号         平成22年 8月 1日
     郡山市島２－９－１８ 療養        33 専用病床数:3床
     024-933-5422  (024-923-6169)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30511429  福島県厚生農業協同組〒961-0005 一般       455（外化１）第103号         平成20年11月 1日
     合連合会白河厚生総合白河市豊地上弥次郎２－１ 一般（感染） 専用病床数:4床
     病院 0248-22-2211  (0248-22-2218)              4
     結核        12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40313586  一般財団法人　脳神経〒963-8563 一般       461（外化１）第104号         平成23年 6月 1日
     (0332699  ) 疾患研究所附属総合南郡山市八山田７丁目１１５ 専用病床数:15床
     東北病院 024-934-5322  (024-934-3165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50110974  福島赤十字病院 〒960-8530 一般       303（外化１）第107号         平成21年 6月 1日
     福島市入江町１１－３１ 一般（感染） 専用病床数:7床
     024-534-6101  (024-531-1721)              6
     精神        39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60412545  社団医療法人呉羽会呉〒974-8232 一般       163（外化１）第110号         平成20年 4月 1日
     羽総合病院 いわき市錦町落合１－１ 介護        40 専用病床数:5床
     0246-63-2181  (0246-63-0552) 療養        36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70710021  公立岩瀬病院 〒962-8503 一般       273（外化１）第117号         平成20年 4月 1日
     須賀川市北町２０ 一般（感染） 専用病床数:12床
     0248-75-3111  (0248-73-2417)              6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80211772  会津中央病院 〒965-8611 一般       713（外化１）第122号         平成20年 4月 1日
     (0231123  ) 会津若松市鶴賀町１－１ 専用病床数:10床
     0242-25-1515  (0242-24-1529)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90312356  一般財団法人太田綜合〒963-8558 一般     1,036（外化１）第126号         平成21年 8月 1日
     (0331501  ) 病院附属太田西ノ内病郡山市西ノ内２－５－２０ 精神        50 専用病床数:22床
     院 024-925-1188  (024-925-7791)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100312471  一般財団法人慈山会医〒963-0105 一般       230（外化１）第127号         平成20年 4月 1日
     学研究所付属坪井病院郡山市安積町長久保１－１０－１ 専用病床数:7床
     ３
     024-946-0808  (024-947-0035)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   112011154  公立藤田総合病院 〒969-1793 一般       299（外化１）第128号         平成20年 4月 1日
     (2030515  ) 伊達郡国見町大字塚野目字三本木結核        12 専用病床数:9床
     １４
     024-585-2121  (024-585-5892)



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 外来化学療法加算１　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)

   120315987  一般財団法人　脳神経〒963-8563 （外化１）第129号         平成20年 4月 1日
     (0333598  ) 疾患研究所　附属　南郡山市八山田７－１６１ 専用病床数:10床
     東北医療クリニック 024-934-5432  (024-934-5441)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   130417841  公益財団法人ときわ会〒972-8322 一般       150（外化１）第130号         平成29年10月 1日
     常磐病院 いわき市常磐上湯長谷町上ノ台５療養        90 専用病床数:6床
     ７
     0246-43-4175  (0246-42-3491)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   140213208  公立大学法人　福島県〒969-3492 一般       204（外化１）第131号         平成25年 5月12日
     (0231826  ) 立医科大学会津医療セ会津若松市河東町谷沢字前田２１一般（感染） 専用病床数:8床
     ンター附属病院 番地２              8
     0242-75-2100  (0242-75-3407) 結核        14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   152910041  福島県厚生農業協同組〒963-5493 一般       179（外化１）第134号         平成28年 5月 1日
     合連合会塙厚生病院 東白川郡塙町大字塙字大町１－５精神       124 専用病床数:6床
     0247-43-1145  (0247-43-3394)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   160316860  公益財団法人　湯浅報〒963-8585 一般       305（外化１）第135号         平成23年 2月 1日
     (0334232  ) 恩会　寿泉堂綜合病院郡山市駅前１－１－１７ 専用病床数:10床
     024-932-6363  (024-939-3303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   170317074  公益財団法人　星総合〒963-8501 一般       430（外化１）第136号         平成25年 1月 1日
     (0334356  ) 病院 郡山市向河原町１５９－１ 専用病床数:17床
     024-983-5511  (024-983-5588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   180118035  一般財団法人　大原記〒960-8611 一般       353（外化１）第137号         平成30年 1月 1日
     (0133626  ) 念財団　大原綜合病院福島市上町６番１号 専用病床数:12床
     024-526-0300  (024-526-0342)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   191010660  独立行政法人地域医療〒964-8501 一般       160（外化１）第138号         平成22年 4月 1日
     機能推進機構二本松病二本松市成田町１－５５３ 専用病床数:4床
     院 0243-23-1231  (0243-23-5086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   201310318  北福島医療センター 〒960-0502 一般       226（外化１）第139号         平成20年 4月 1日
     (1330015  ) 伊達市箱崎字東２３－１ 専用病床数:8床
     024-551-0551  (024-551-0808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   210116930  公立大学法人福島県立〒960-1295 一般       713（外化１）第140号         平成20年 4月 1日
     (0133063  ) 医科大学附属病院 福島市光が丘１ 精神        49 専用病床数:35床
     024-547-1111  (024-547-1995) 結核        14 専用病床数:3床
     一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 外来化学療法加算１　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)

   220411497  いわき市立総合磐城共〒973-8555 一般       709（外化１）第141号         平成25年 6月 1日
     (0430576  ) 立病院 いわき市内郷御厩町久世原１６ 一般（感染） 専用病床数:10床
     0246-26-3151  (0246-26-2224)              6
     結核        46
     精神    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   230411489  独立行政法人労働者健〒973-8403 一般       406（外化１）第142号         平成20年 4月 1日
     (0430550  ) 康安全機構福島労災病いわき市内郷綴町沼尻３ 専用病床数:12床
     院 0246-26-1111  (0246-26-1322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 外来化学療法加算２　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)

    10212721  医療法人光仁会　あい〒965-0847 （外化２）第2号           平成20年 4月 1日
     づ整形外科リハビリテ会津若松市対馬館町５番１号
     ーションクリニック 0242-28-1205  (0242-27-7756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20417510  高倉基整形外科 〒970-8043 （外化２）第3号           平成20年 4月 1日
     いわき市中央台鹿島２－２８－１
     0246-84-9030  (0246-31-1333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30810920  あきもと整形外科クリ〒966-0850 （外化２）第5号           平成20年 4月 1日
     ニック 喜多方市字下川原８２９０－１２
     0241-21-1515  (0241-21-1599)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40416801  志賀リウマチ整形クリ〒970-8034 一般        19（外化２）第13号          平成20年 4月 1日
     ニック いわき市平上荒川字堀ノ内１６－
     １
     0246-37-2020  (0246-37-2021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50410838  松村総合病院 〒970-8026 一般       164（外化２）第18号          平成20年 8月 1日
     いわき市平字小太郎町１－１ 療養        35
     0246-23-2161  (0246-22-9965)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60112434  福島第一病院 〒960-8251 一般       196（外化２）第31号          平成23年 3月 1日
     (0132511  ) 福島市北沢又字成出１６－２
     024-557-5111  (024-557-5064)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70317132  医療法人社団新生会　〒963-8052 一般       105（外化２）第48号          平成27年 6月 1日
     南東北第二病院 郡山市八山田六丁目９５ 療養        51
     024-932-0503  (024-932-0892)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80317348  内科・リウマチ科　大〒963-8876 （外化２）第50号          平成28年 4月 1日
     口クリニック 郡山市麓山二丁目１１－２６
     024-927-8588  (024-927-8589)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90417239  すみのやリウマチ整形〒971-8124 （外化２）第57号          平成20年 4月 1日
     外科 いわき市小名浜住吉字冠木１
     0246-58-1154  (0246-58-1159)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   101210476  南相馬市立総合病院 〒975-0033 一般       230（外化２）第58号          平成26年 4月 1日
     南相馬市原町区高見町２－５４－
     ６
     0244-22-3181  (0244-22-8853)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   112310655  福島県立南会津病院 〒967-0006 一般        98（外化２）第60号          平成23年 5月 1日
     南会津郡南会津町永田字風下１４
     －１
     0241-62-7111  (0241-62-7307)



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 外来化学療法加算２　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)

   120116989  済生会福島総合病院 〒960-1101 一般       216（外化２）第61号          平成29年 3月 1日
     福島市大森字下原田２５
     024-544-5171  (024-539-7726)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   130212812  山鹿クリニック 〒965-0862 （外化２）第62号          平成29年 5月 1日
     (0231537  ) 会津若松市本町１－１
     0242-29-6611  (0242-36-5510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   140310947  一般財団法人太田綜合〒963-1383 一般       403（外化２）第64号          平成20年 4月 1日
     (0330719  ) 病院附属太田熱海病院郡山市熱海町熱海５－２４０ 療養        96
     024-984-0088  (024-984-3174)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   151210336  福島県厚生農業協同組〒979-2442 一般        40（外化２）第67号          平成24年 2月 1日
     合連合会鹿島厚生病院南相馬市鹿島区横手字川原２ 療養        40
     0244-46-5125  (0244-46-4870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   160910449  公立相馬総合病院 〒976-0011 一般       230（外化２）第69号          平成30年 3月 1日
     相馬市新沼字坪ヶ迫１４２
     0244-36-5101  (0244-35-5819)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   170413584  社団医療法人養生会か〒971-8143 一般       134（外化２）第70号          平成30年 4月 1日
     しま病院 いわき市鹿島町下蔵持字中沢目２療養        98
     ２－１
     0246-58-8010  (0246-58-8088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   180710831  医療法人　平心会　須〒962-0022 一般       114（外化２）第71号          平成30年 4月 1日
     賀川病院 須賀川市丸田町１７
     0248-75-2211  (0248-75-1896)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   190116278  一般財団法人脳神経疾〒960-2102 一般 （外化２）第72号          平成21年 8月 1日
     (0133501  ) 患研究所附属　南東北福島市荒井北３－１－１３ 　　一般   189
     福島病院 024-593-5100  (024-593-1115) 療養
     　　療養    44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


