
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 コンタクトレンズ検査料１　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)

    15312651  東北医科薬科大学　若〒984-0042 一般       199（コン１）第289号         平成28年 4月 1日
     (5331566  ) 林病院 仙台市若林区大和町２ー２９ー１
     022-236-5911  (022-238-7987)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    25510577  医療法人松田会松田病〒981-3217 一般        77（コン１）第292号         平成28年 6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  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    31110513  いなり眼科 〒989-2441 （コン１）第295号         平成28年 8月 1日
     岩沼市館下１－３－１５
     0223-23-7222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40910723  おおなみ眼科クリニッ〒985-0853 （コン１）第296号         平成28年12月 1日
     ク 多賀城市高橋５－３－５
     022-368-8805  (022-309-2272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    55116961  大橋眼科医院 〒980-0021 （コン１）第298号         平成29年 1月 1日
     仙台市青葉区中央二丁目９番３４
     号
     022-223-3854  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    65118124  杉田眼科 〒980-0811 （コン１）第299号         平成29年 1月 1日
     仙台市青葉区一番町３－６－１一
     番町平和ビル５Ｆ　５０３号室
     022-263-0241  (022-263-0243)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    75213008  東北医科薬科大学病院〒983-8512 一般       420（コン１）第300号         平成29年 1月 1日
     (5231741  ) 仙台市宮城野区福室一丁目１２番精神        46
     １号
     022-259-1221  (022-259-1232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    82211310  水戸眼科医院 〒989-1246 （コン１）第302号         平成29年 1月 1日
     柴田郡大河原町字新東２９－５
     0224-52-5511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    95512086  桂眼科 〒981-3134 （コン１）第303号         平成29年 2月 1日
     仙台市泉区桂　３－２－３
     022-771-7727  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   101610223  あかいし台眼科 〒981-3332 （コン１）第304号         平成29年 2月 1日
     富谷市明石台６－１－２０
     022-346-1719  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 コンタクトレンズ検査料１　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)

   115116938  あさひがおか眼科 〒981-0904 （コン１）第305号         平成29年 2月 1日
     仙台市青葉区旭ケ丘３丁目２６－
     ２１小竹ビル２階
     022-727-5391  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   120910277  多賀城眼科 〒985-0874 （コン１）第306号         平成29年 2月 1日
     多賀城市八幡　２－１６－４１
     022-366-7439  (022-365-9047)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   130710834  野田眼科クリニック 〒981-1224 （コン１）第308号         平成29年 2月 1日
     名取市増田７－３－９
     022-382-1117  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   140212807  土井眼科クリニック 〒986-0878 （コン１）第309号         平成29年 2月 1日
     石巻市新橋３－１１
     0225-25-7315  (0225-25-7316)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   155411107  西多賀眼科医院 〒982-0034 （コン１）第310号         平成29年 2月 1日
     仙台市太白区西多賀　４－７－３
     ０
     022-244-7160  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   165412659  とみざわみなみ眼科ク〒982-0036 （コン１）第311号         平成29年 3月 1日
     リニック 仙台市太白区富沢南２－１７－１
     ５
     022-304-3760  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   175114578  春樹記念眼科診療所 〒980-0021 （コン１）第312号         平成29年 3月 1日
     仙台市青葉区中央　２ー８ー３２
     生活文化ビル
     022-227-1360  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   185114586  平成眼科病院 〒989-3121 一般        30（コン１）第313号         平成29年 3月 1日
     仙台市青葉区郷六字沼田　１３ー
     ３
     022-302-1066  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   190711048  鈴村眼科 〒981-1294 （コン１）第314号         平成29年 3月 1日
     名取市杜せきのした五丁目３番地
     １イオンモール名取エアリ１階
     022-341-6288  (022-341-6280)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   200810295  大槻眼科医院 〒981-1505 一般         6（コン１）第315号         平成29年 3月 1日
     角田市角田字田町　９０
     0224-62-2222  (0224-61-2211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 コンタクトレンズ検査料１　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)

   212410623  わたり眼科 〒989-2351 （コン１）第316号         平成29年 3月 1日
     亘理郡亘理町字新町６２－１２
     0223-34-0855  (0223-34-0855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   222210932  いのまた眼科 〒989-1244 （コン１）第317号         平成29年 3月 1日
     柴田郡大河原町西町　８０ー３
     0224-53-1113  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   232210684  八木沼眼科クリニック〒989-1604 （コン１）第318号         平成29年 3月 1日
     柴田郡柴田町船岡東　２ー８ー３
     ９
     0224-54-1472  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   245116763  あやし眼科クリニック〒989-3122 （コン１）第319号         平成29年 3月 1日
     仙台市青葉区栗生７丁目１０－１
     022-302-8455  (022-302-9188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   255411693  中目眼科 〒981-1106 （コン１）第320号         平成29年 3月 1日
     仙台市太白区柳生　４ー１０ー１
     １
     022-306-6772  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   260310973  渡辺眼科医院 〒985-0021 一般         5（コン１）第321号         平成29年 3月 1日
     塩竈市尾島町　６ー３
     022-362-8784  (022-366-7919)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   272710519  かとう眼科医院 〒981-3627 一般         6（コン１）第323号         平成29年 3月 1日
     黒川郡大和町吉岡東　２ー８ー１
     ０
     022-347-1682  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   285311117  矢端眼科医院 〒984-0828 （コン１）第324号         平成29年 3月 1日
     仙台市若林区一本杉町　７ー１５
     022-285-8228  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   298010021  独立行政法人国立病院〒983-8520 一般 （コン１）第325号         平成29年 3月 1日
     (8030025  ) 機構仙台医療センター仙台市宮城野区宮城野　２ー８ー　　一般   650
     ８ 精神        48
     022-293-1111  (022-291-8114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   305115054  むとう眼科医院 〒989-3201 （コン１）第326号         平成29年 3月 1日
     仙台市青葉区国見ケ丘　１ー４ー
     １１
     022-277-2772  (022-277-2838)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 コンタクトレンズ検査料１　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)

   311210289  みうら眼科医院 〒987-0601 （コン１）第327号         平成29年 3月 1日
     登米市中田町石森字加賀野　２－
     ５－２５
     0220-35-1066  (0220-35-1067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   320710370  医療法人社団公成会　〒981-1224 一般         8（コン１）第328号         平成29年 3月 1日
     わく沢眼科医院 名取市増田　２－６－１２
     022-384-3428  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   331110448  医療法人社団さくら有〒989-2433 一般 （コン１）第329号         平成29年 3月 1日
     鄰堂　板橋眼科医院 岩沼市桜　４－６－１６ 　　一般     7
     0223-22-2611  (0223-22-4450)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   340311088  宮町脳神経・眼科クリ〒985-0051 （コン１）第330号         平成29年 4月 1日
     ニック 塩竈市宮町８ー１５
     022-362-2121  (022-363-2805)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   355111285  鬼怒川眼科医院 〒980-0014 一般         4（コン１）第331号         平成29年 4月 1日
     仙台市青葉区本町　１－２－３
     022-222-5388  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   360510762  小林直樹眼科 〒988-0066 一般 （コン１）第332号         平成29年 4月 1日
     気仙沼市東新城　３－１０－８ 　　一般     3
     0226-23-5855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   371510423  古川中央眼科 〒989-6163 （コン１）第333号         平成29年 4月 1日
     大崎市古川台町　４－３６
     0229-22-6111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   380211973  佐久間眼科小児科医院〒986-0016 一般 （コン１）第334号         平成29年 4月 1日
     石巻市八幡町　１－３－２２ 　　一般     6
     0225-92-7651  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   395510148  町田眼科医院 〒981-3132 （コン１）第335号         平成29年 4月 1日
     仙台市泉区将監　２ー１２ー３
     022-373-1616  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   405113315  今井眼科医院 〒980-0021 （コン１）第336号         平成29年 4月 1日
     仙台市青葉区中央　２ー１１ー１
     022-222-7350  (022-263-2061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   415411065  長谷川眼科医院 〒982-0011 （コン１）第337号         平成29年 4月 1日
     仙台市太白区長町　１－５－６ア
     イビル２Ｆ
     022-247-5562  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 コンタクトレンズ検査料１　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)

   425410513  志賀眼科 〒982-0023 （コン１）第338号         平成29年 4月 1日
     仙台市太白区鹿野　２ー１７ー１
     ０
     022-247-5566  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   435412956  山田かぎとり眼科 〒982-0818 （コン１）第339号         平成29年 4月 1日
     仙台市太白区山田新町８２
     022-748-7657  (022-748-7658)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   441210214  ごとう眼科 〒987-0511 一般 （コン１）第341号         平成29年 4月 1日
     登米市迫町佐沼字小金丁　５０－　　一般    11
     ２
     0220-22-1510  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   455511302  いずみクリニック 〒981-3122 （コン１）第343号         平成29年 4月 1日
     仙台市泉区加茂　４－４－２
     022-377-0551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   465411461  高瀬眼科医院 〒981-1107 （コン１）第344号         平成29年 4月 1日
     仙台市太白区東中田　６－９－３
     ０
     022-242-0102  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   475511344  シオノ眼科医院 〒981-3133 一般         4（コン１）第345号         平成29年 4月 1日
     仙台市泉区泉中央　３－２５－１
     ９
     022-375-6691  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   482810327  菅野眼科医院 〒981-4231 （コン１）第346号         平成29年 4月 1日
     加美郡加美町百目木１番２３－２
     0229-63-3270  (0229-63-7610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   490810246  油井眼科医院 〒981-1505 一般    （コン１）第347号         平成28年 4月 1日
     角田市角田字牛舘　５８
     0224-62-5711  (0224-62-4665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   505212661  鶴ヶ谷七丁目眼科 〒983-0824 （コン１）第348号         平成29年 4月 1日
     仙台市宮城野区鶴ケ谷７－３１－
     ３
     022-251-6666  (022-251-6661)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   515411347  徳永眼科医院 〒982-0034 （コン１）第349号         平成29年 4月 1日
     仙台市太白区西多賀　１－１２－
     ４５
     022-244-7535  (022-244-9562)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 コンタクトレンズ検査料１　医科］ 平成30年 6月 5日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   520212237  ものう眼科クリニック〒986-0313 （コン１）第350号         平成29年 4月 1日
     石巻市桃生町中津山字四軒前　７
     ０－１
     0225-79-1388  (0225-79-1387)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   535212216  神尾眼科 〒983-0842 （コン１）第353号         平成29年 4月 1日
     仙台市宮城野区五輪２－９－１０
     022-292-0800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   541510449  医療法人星眼科医院 〒989-6102 一般         5（コン１）第354号         平成29年 4月 1日
     大崎市古川江合本町２－４－３１
     0229-22-7220  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   555114651  千田眼科 〒980-0801 （コン１）第355号         平成29年 4月 1日
     仙台市青葉区木町通　１ー６ー３
     ２ー２０３
     022-723-5026  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   565213164  タカジン眼科 〒983-0838 一般 （コン１）第356号         平成29年 4月 1日
     仙台市宮城野区二の森１２－５０　　一般     5
     022-295-7121  (022-295-7122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   570210017  石巻赤十字病院 〒986-8522 一般       460（コン１）第357号         平成29年 4月 1日
     (0231209  ) 石巻市蛇田字西道下７１ 一般（感染）
     0225-21-7220  (94-8019)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   580710685  松永眼科 〒981-1233 （コン１）第358号         平成29年 4月 1日
     名取市小山２－３－２６
     022-383-5445  (022-383-5446)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   595511526  山田孝彦眼科 〒981-3203 一般         6（コン１）第359号         平成29年 4月 1日
     仙台市泉区高森　６ー３１ー１
     022-377-8080  (022-377-8081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   605412584  金久保眼科 〒982-0011 （コン１）第360号         平成29年 4月 1日
     仙台市太白区長町６－４－１２
     022-248-8282  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   615116706  仙台のだ眼科クリニッ〒981-0933 （コン１）第361号         平成29年 4月 1日
     ク 仙台市青葉区柏木１－１－５５
     022-234-1390  (022-234-1395)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   625310861  佐瀬眼科医院 〒984-0073 （コン１）第362号         平成29年 4月 1日
     仙台市若林区荒町　２０
     022-267-0870  (022-267-8403)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 コンタクトレンズ検査料１　医科］ 平成30年 6月 5日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   635118066  渡辺眼科医院 〒980-0014 一般         8（コン１）第363号         平成29年 4月 1日
     仙台市青葉区本町１－４－３５
     022-223-0671  (022-397-7242)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   645117910  山本眼科医院 〒980-0004 （コン１）第364号         平成29年 4月 1日
     仙台市青葉区宮町４－６－２４
     022-222-1629  (022-222-1629)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   653110792  つのだ眼科 〒987-0146 一般 （コン１）第365号         平成29年 4月 1日
     遠田郡涌谷町中下道　１２９－１　　一般     6
     －１
     0229-44-1234  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   665113083  医療法人社団阿部眼科〒980-0811 （コン１）第366号         平成29年 4月 1日
     診療所 仙台市青葉区一番町　４－８－２
     ９
     022-222-5707  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   675116854  木村眼科医院 〒981-0935 （コン１）第367号         平成29年 4月 1日
     仙台市青葉区三条町１０－５
     022-271-6106  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   680510523  武田眼科医院 〒988-0043 （コン１）第368号         平成29年 4月 1日
     気仙沼市南郷９－７
     0226-23-3285  (0226-23-2348)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   692610537  やすい眼科 〒981-0132 一般         4（コン１）第369号         平成29年 4月 1日
     宮城郡利府町花園　１ー２０１ー
     ２
     022-767-4146  (022-767-4148)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   705114990  さど眼科 〒980-0021 （コン１）第370号         平成29年 4月 1日
     仙台市青葉区中央　２ー４ー１１
     022-722-1201  (022-722-1202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   711310550  あさの眼科医院 〒987-2216 一般 （コン１）第371号         平成29年 4月 1日
     栗原市築館伊豆４－５－１５ 　　一般     6
     0228-22-7488  (0228-22-7488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   721310493  佐藤進眼科 〒987-2205 （コン１）第373号         平成29年 4月 1日
     栗原市築館宮野中央３－３－５
     0228-22-0228  (0228-22-0229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   735512334  たけだ眼科・小野寺内〒981-3117 （コン１）第375号         平成29年 4月 1日
     科 仙台市泉区市名坂字竹内１００－
     ３
     022-771-6442  (022-771-6458)



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 コンタクトレンズ検査料１　医科］ 平成30年 6月 5日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   745510502  医療法人徳洲会仙台徳〒981-3131 一般       315（コン１）第376号         平成29年 4月 1日
     (5530779  ) 洲会病院 仙台市泉区七北田字駕籠沢　１５
     022-372-1110  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   755312230  れんぼう眼科クリニッ〒984-0052 （コン１）第377号         平成29年 4月 1日
     ク 仙台市若林区連坊１丁目５－５３
     022-292-5532  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   760310767  鈴木眼科医院 〒985-0051 一般         5（コン１）第378号         平成29年 4月 1日
     塩竈市宮町　３－２５
     022-365-1523  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   775512953  南中山眼科クリニック〒981-3213 （コン１）第379号         平成29年 4月 1日
     仙台市泉区南中山　２ー１８ー２
     ０
     022-376-6211  (022-376-6211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   785311596  わかばやし眼科 〒984-0032 （コン１）第380号         平成29年 4月 1日
     仙台市若林区荒井三丁目２５番地
     の６
     022-390-0301  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   795510700  医療法人社団　菊地眼〒981-3133 （コン１）第381号         平成29年 4月 1日
     科医院 仙台市泉区泉中央　４－１７－６
     022-372-0404  (022-375-2522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   805312123  沖野眼科クリニック 〒984-0831 （コン１）第382号         平成29年 4月 1日
     仙台市若林区沖野５－７－５
     022-343-9575  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   811410376  やもと眼科 〒981-0503 一般 （コン１）第383号         平成29年 4月 1日
     東松島市矢本字大溜３４３ 　　一般     6
     0225-25-7448  (0225-25-7598)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   825112309  笹森医院 〒980-0014 （コン１）第384号         平成29年 4月 1日
     仙台市青葉区本町　２－１３－１
     ３
     022-222-9081  (022-268-5012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   831510159  一迫眼科 〒989-6161 （コン１）第385号         平成29年 4月 1日
     大崎市古川駅南　３ー３６
     0229-22-1818  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   842810392  清宮眼科医院 〒981-4253 （コン１）第386号         平成29年 4月 1日
     加美郡加美町大門５０－１
     0229-87-4780  (0229-87-4781)



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 コンタクトレンズ検査料１　医科］ 平成30年 6月 5日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   850211775  大街道もり眼科医院 〒986-0859 一般    （コン１）第387号         平成29年 4月 1日
     石巻市大街道西２－１－２６
     0225-23-3434  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   865113034  小田眼科医院 〒980-0871 （コン１）第389号         平成29年 4月 1日
     仙台市青葉区八幡２－１－２３
     022-234-7408  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   875115492  おくやまアイクリニッ〒981-0964 （コン１）第390号         平成29年 4月 1日
     ク 仙台市青葉区荒巻中央　１７－１
     ６
     022-279-2222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   885110337  独立行政法人地域医療〒981-8501 一般 （コン１）第391号         平成29年 4月 1日
     (5130034  ) 機能推進機構　仙台病仙台市青葉区堤町　３ー１６ー１　　一般   428
     院 022-275-3111  (022-234-4194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   890212484  なかがわ眼科 〒986-0868 （コン１）第392号         平成29年 4月 1日
     石巻市恵み野５－１０－４１
     0225-92-0211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   901210412  登米市立登米市民病院〒987-0511 一般       258（コン１）第393号         平成29年 4月 1日
     登米市迫町佐沼字下田中　２５
     0220-22-5511  (0220-22-5511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   912410607  浅野みつや眼科医院 〒989-2331 （コン１）第394号         平成29年 4月 1日
     亘理郡亘理町吉田字南堰上１１－
     ３
     0223-32-1162  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   925116615  わだゆうこ眼科クリニ〒980-0011 （コン１）第395号         平成29年 4月 1日
     ック 仙台市青葉区上杉１－４－２８－
     ３Ｆ
     022-395-7100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   935117845  医療法人財団明理会　〒980-0021 一般       130（コン１）第396号         平成29年 4月 1日
     イムス明理会仙台総合仙台市青葉区中央４－５－１
     病院 022-268-3150  (022-225-3203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   940910533  沼崎小児科眼科クリニ〒985-0832 （コン１）第397号         平成29年 4月 1日
     ック 多賀城市大代　５ー２ー５
     022-366-8855  (022-366-8859)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   952610677  仙塩利府病院 〒981-0133 一般       108（コン１）第398号         平成29年 4月 1日
     宮城郡利府町青葉台２丁目２－１
     ０８
     022-355-4111  (022-355-4192)



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 コンタクトレンズ検査料１　医科］ 平成30年 6月 5日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   961310402  栗原市立栗原中央病院〒987-2205 一般       250（コン１）第400号         平成29年 4月 1日
     栗原市築館宮野中央　３－１－１療養        50
     0228-21-5330  (0228-21-5350)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   975311158  前川眼科医院 〒984-0816 一般         9（コン１）第401号         平成29年 4月 1日
     仙台市若林区河原町　１－５－２
     ８
     022-223-3727  (022-211-7618)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   981510019  大崎市民病院 〒989-6183 一般       494（コン１）第402号         平成29年 4月 1日
     (1530013  ) 大崎市古川穂波３－８－１ 一般（感染）
     0229-23-3311  (0229-23-5380)              6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   990310023  塩竈市立病院 〒985-0054 一般       123（コン１）第403号         平成29年 4月 1日
     塩竈市香津町　７ー１ 療養        38
     022-364-5521  (022-364-5529)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1001511181  熊谷皮ふ科 〒989-6154 （コン１）第404号         平成29年 4月 1日
     大崎市古川三日町２－１－２
     0229-24-2416  (0229-24-2416)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1015113067  小林眼科医院 〒981-0913 （コン１）第405号         平成29年 4月 1日
     仙台市青葉区昭和町　１－２８
     022-234-3738  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1025112317  佐藤眼科医院 〒981-0965 （コン１）第406号         平成29年 4月 1日
     仙台市青葉区荒巻神明町　２０ー
     １
     022-272-8031  (022-272-8031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1031511157  大崎ミッドタウン総合〒987-1303 一般 （コン１）第407号         平成29年 4月 1日
     (1530625  ) メディケアクリニック大崎市松山金谷字中田７６－１ 　　一般    19
     0229-55-3349  (0229-55-4673)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1040610505  大手町おおはし眼科 〒989-0255 （コン１）第408号         平成29年 4月 1日
     白石市城北町４－４１
     0224-24-3161  (0224-24-3171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1055410760  仙台赤十字病院 〒982-0801 一般       389（コン１）第409号         平成29年 4月 1日
     (5430038  ) 仙台市太白区八木山本町　２ー４
     ３ー３
     022-243-1111  (022-243-1102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1061511330  かしまだい中央眼科 〒989-4102 （コン１）第410号         平成29年 4月 1日
     大崎市鹿島台木間塚字小谷地３８
     ３－５
     0229-56-6111  (0229-25-6556)



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 コンタクトレンズ検査料１　医科］ 平成30年 6月 5日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1070510994  気仙沼市立病院 〒988-0181 一般 （コン１）第413号         平成29年10月29日
     (0530543  ) 気仙沼市赤岩杉ノ沢８番地２ 　　一般   340
     0226-22-7100  (0226-22-3121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1085513167  八乙女さとうはじめ眼〒981-3112 （コン１）第414号         平成29年11月 1日
     科 仙台市泉区八乙女４－４－１
     022-725-5231  (022-725-5241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1095112432  馬場眼科 〒980-0021 （コン１）第415号         平成30年 4月 1日
     仙台市青葉区中央　３－１－２４
     荘銀ビル４Ｆ
     022-263-5277  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1105211911  みやぎの眼科 〒983-0023 （コン１）第416号         平成30年 4月 1日
     仙台市宮城野区福田町　１ー１０
     ー４３
     022-259-5577  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1112410474  亘理浅野眼科医院 〒989-2351 一般 （コン１）第417号         平成30年 4月 1日
     亘理郡亘理町字新町　２４ 　　一般     5
     0223-34-0755  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1120610364  浅野眼科医院 〒989-0242 一般         4（コン１）第418号         平成30年 4月 1日
     白石市柳町　７２ー４
     0224-24-4603  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1135115997  佐藤裕也眼科医院 〒980-0022 一般        19（コン１）第419号         平成30年 4月 1日
     仙台市青葉区五橋　１－６－２３
     022-227-6752  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1145117449  北四番丁さくら眼科 〒980-0011 （コン１）第420号         平成30年 4月 1日
     仙台市青葉区上杉２－３－１９－
     ４Ｆ
     022-265-8188  (022-265-8187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1155110048  独立行政法人労働者健〒981-0911 一般 （コン１）第421号         平成30年 4月 1日
     (5130026  ) 康安全機構東北労災病仙台市青葉区台原　４ー３ー２１　　一般   548
     院 022-275-1111  (022-275-4431)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 画像診断管理加算１　医科］ 平成30年 6月 5日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    15110048  独立行政法人労働者健〒981-0911 一般 （画１）第2号             平成14年 4月 1日
     (5130026  ) 康安全機構東北労災病仙台市青葉区台原　４ー３ー２１　　一般   548
     院 022-275-1111  (022-275-4431)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    25510502  医療法人徳洲会仙台徳〒981-3131 一般       315（画１）第7号             平成14年 4月 1日
     (5530779  ) 洲会病院 仙台市泉区七北田字駕籠沢　１５
     022-372-1110  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30610026  公立刈田綜合病院 〒989-0231 一般 （画１）第10号            平成15年 4月 1日
     白石市福岡蔵本字下原沖　３６ 　　一般   300
     0224-25-2145  (0224-25-1535) 結核         4
     一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    45410760  仙台赤十字病院 〒982-0801 一般       389（画１）第33号            平成20年10月 1日
     (5430038  ) 仙台市太白区八木山本町　２ー４
     ３ー３
     022-243-1111  (022-243-1102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    55512672  仙台総合放射線クリニ〒981-3121 （画１）第37号            平成22年 8月 1日
     ック 仙台市泉区上谷刈字向原２１番地
     の４
     022-375-1231  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    65116672  仙台画像検診クリニッ〒980-0022 （画１）第41号            平成24年 4月 1日
     ク 仙台市青葉区五橋２－１－２５
     022-211-9877  (022-211-9876)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    71510019  大崎市民病院 〒989-6183 一般       494（画１）第52号            平成26年 6月28日
     (1530013  ) 大崎市古川穂波３－８－１ 一般（感染）
     0229-23-3311  (0229-23-5380)              6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    85413269  仙台市立病院 〒982-0007 一般 （画１）第53号            平成26年11月 1日
     (5431697  ) 仙台市太白区あすと長町１－１－　　一般   467
     １ 精神        50
     022-308-7111  (022-308-7153) 一般（感染）
     　　感染     8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    98010021  独立行政法人国立病院〒983-8520 一般 （画１）第57号            平成28年 4月 1日
     (8030025  ) 機構仙台医療センター仙台市宮城野区宮城野　２ー８ー　　一般   650
     ８ 精神        48
     022-293-1111  (022-291-8114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   105110014  一般財団法人厚生会　〒980-0873 一般       409（画１）第59号            平成29年 4月 1日
     仙台厚生病院 仙台市青葉区広瀬町　４ー１５
     022-222-6181  (022-267-0856)



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 画像診断管理加算１　医科］ 平成30年 6月 5日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   115116367  仙台星陵クリニック 〒980-0801 （画１）第61号            平成30年 4月 1日
     仙台市青葉区木町通２－４－４５
     022-273-3533  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   125512599  特定非営利活動法人　〒981-3133 （画１）第62号            平成30年 4月 1日
     画像医学と脳健診診療仙台市泉区泉中央一丁目３３番１
     所 号
     022-218-3147  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   135116722  厚生仙台クリニック 〒981-0933 （画１）第63号            平成30年 4月 1日
     仙台市青葉区柏木１－５－４５
     022-727-7667  (022-727-7668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   140210017  石巻赤十字病院 〒986-8522 一般       460（画１）第64号            平成30年 4月 1日
     (0231209  ) 石巻市蛇田字西道下７１ 一般（感染）
     0225-21-7220  (94-8019)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   150711030  宮城県立がんセンター〒981-1239 一般       383（画１）第65号            平成30年 4月 1日
     (0730424  ) 名取市愛島塩手字野田山４７－１
     022-384-3151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 画像診断管理加算２　医科］ 平成30年 6月 5日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10310171  公益財団法人宮城厚生〒985-8506 一般       357（画２）第34号            平成20年 4月 1日
     協会坂総合病院 塩竈市錦町　１６ー５
     022-365-5175  (022-366-2593)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    25510445  公益財団法人宮城厚生〒981-3212 一般 （画２）第42号            平成21年 3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  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    35112465  ＪＲ仙台病院 〒980-0022 一般 （画２）第43号            平成21年 4月 1日
     仙台市青葉区五橋　１－１－５ 　　一般   164
     022-266-9671  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    41210412  登米市立登米市民病院〒987-0511 一般       258（画２）第44号            平成21年 9月 1日
     登米市迫町佐沼字下田中　２５
     0220-22-5511  (0220-22-5511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    55116250  宮城県立こども病院 〒989-3126 一般 （画２）第49号            平成24年 4月 1日
     (5133814  ) 仙台市青葉区落合４－３－１７ 　　一般   241
     022-391-5111  (022-391-5118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    61310527  宮城県立循環器・呼吸〒989-4513 一般        90（画２）第56号            平成25年 7月 1日
     器病センター 栗原市瀬峰根岸５５－２ 結核        50
     0228-38-3151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    72610677  仙塩利府病院 〒981-0133 一般       108（画２）第60号            平成26年 8月 1日
     宮城郡利府町青葉台２丁目２－１
     ０８
     022-355-4111  (022-355-4192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    88010021  独立行政法人国立病院〒983-8520 一般 （画２）第65号            平成28年 4月 1日
     (8030025  ) 機構仙台医療センター仙台市宮城野区宮城野　２ー８ー　　一般   650
     ８ 精神        48
     022-293-1111  (022-291-8114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    92211013  みやぎ県南中核病院 〒989-1253 一般       310（画２）第66号            平成28年 4月 1日
     (2230571  ) 柴田郡大河原町西　３８－１
     0224-51-5500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   105210806  公益財団法人仙台市医〒983-0824 一般 （画２）第72号            平成29年 5月 1日
     (5231675  ) 療センター仙台オープ仙台市宮城野区鶴ケ谷５－２２－　　一般   330
     ン病院 １
     022-252-1111  (022-252-0454)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   115110337  独立行政法人地域医療〒981-8501 一般 （画２）第77号            平成30年 3月 1日
     (5130034  ) 機能推進機構　仙台病仙台市青葉区堤町　３ー１６ー１　　一般   428
     院 022-275-3111  (022-234-4194)



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 画像診断管理加算２　医科］ 平成30年 6月 5日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   128010146  東北大学病院 〒980-8574 一般     1,165（画２）第78号            平成30年 4月 1日
     (8030108  ) 仙台市青葉区星陵町　１－１ 一般（感染）
     022-717-7000  (022-275-6437)              2
     精神        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 5月 1日 外来化学療法加算１　医科］ 平成30年 6月 5日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    15410760  仙台赤十字病院 〒982-0801 一般       389（外化１）第87号          平成22年 9月 1日
     (5430038  ) 仙台市太白区八木山本町　２ー４ 専用病床数:6床
     ３ー３
     022-243-1111  (022-243-1102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20711030  宮城県立がんセンター〒981-1239 一般       383（外化１）第131号         平成25年 9月 1日
     (0730424  ) 名取市愛島塩手字野田山４７－１ 専用病床数:20床
     022-384-3151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    35110014  一般財団法人厚生会　〒980-0873 一般       409（外化１）第151号         平成27年 2月 1日
     仙台厚生病院 仙台市青葉区広瀬町　４ー１５ 専用病床数:7床
     022-222-6181  (022-267-0856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    41310527  宮城県立循環器・呼吸〒989-4513 一般        90（外化１）第152号         平成27年 2月 1日
     器病センター 栗原市瀬峰根岸５５－２ 結核        50 専用病床数:6床
     0228-38-3151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    55410141  独立行政法人地域医療〒981-1103 一般       200（外化１）第154号         平成27年 3月 1日
     機能推進機構　仙台南仙台市太白区中田町字前沖　１４ 専用病床数:7床
     病院 ３
     022-306-1711  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    61510019  大崎市民病院 〒989-6183 一般       494（外化１）第177号         平成28年 4月 1日
     (1530013  ) 大崎市古川穂波３－８－１ 一般（感染） 専用病床数:23床
     0229-23-3311  (0229-23-5380)              6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70310023  塩竈市立病院 〒985-0054 一般       123（外化１）第178号         平成28年 4月 1日
     塩竈市香津町　７ー１ 療養        38 専用病床数:6床
     022-364-5521  (022-364-5529)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80210017  石巻赤十字病院 〒986-8522 一般       460（外化１）第180号         平成28年 4月 1日
     (0231209  ) 石巻市蛇田字西道下７１ 一般（感染） 専用病床数:20床
     0225-21-7220  (94-8019)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    95312651  東北医科薬科大学　若〒984-0042 一般       199（外化１）第182号         平成28年 4月 1日
     (5331566  ) 林病院 仙台市若林区大和町２ー２９ー１ 専用病床数:5床
     022-236-5911  (022-238-7987)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   102211013  みやぎ県南中核病院 〒989-1253 一般       310（外化１）第185号         平成28年 7月 1日
     (2230571  ) 柴田郡大河原町西　３８－１ 専用病床数:14床
     0224-51-5500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   110212799  石巻市立病院 〒986-0825 一般 （外化１）第189号         平成28年 9月 1日
     石巻市穀町１５－１ 　　一般   140 専用病床数:10床
     0225-25-5555  (0225-25-5673) 療養
     　　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 5月 1日 外来化学療法加算１　医科］ 平成30年 6月 5日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   121110273  総合南東北病院 〒989-2483 一般 （外化１）第192号         平成28年12月 1日
     岩沼市里の杜　１－２－５ 　　一般   271 専用病床数:4床
     0223-23-3151  (0223-23-3150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   130910442  公益財団法人宮城厚生〒985-0835 （外化１）第193号         平成28年12月 1日
     協会坂総合クリニック多賀城市下馬　２－１３－７ 専用病床数:9床
     022-361-7011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   145110030  国家公務員共済組合連〒980-0803 一般       385（外化１）第196号         平成29年 3月 1日
     (5130018  ) 合会東北公済病院 仙台市青葉区国分町　２ー３ー１ 専用病床数:4床
     １
     022-227-2211  (022-263-8069)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   155413269  仙台市立病院 〒982-0007 一般 （外化１）第201号         平成29年 6月 1日
     (5431697  ) 仙台市太白区あすと長町１－１－　　一般   467 専用病床数:8床
     １ 精神        50
     022-308-7111  (022-308-7153) 一般（感染）
     　　感染     8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   161510142  医療法人永仁会永仁会〒989-6117 一般        80（外化１）第203号         平成29年 7月 1日
     (1530724  ) 病院 大崎市古川旭　２－５－１ 専用病床数:4床
     0229-22-0063  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   171210412  登米市立登米市民病院〒987-0511 一般       258（外化１）第204号         平成29年 8月 1日
     登米市迫町佐沼字下田中　２５ 専用病床数:4床
     0220-22-5511  (0220-22-5511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   185211127  中嶋病院 〒983-0835 一般 （外化１）第206号         平成29年 9月 1日
     仙台市宮城野区大梶　１５－２７　　一般   101 専用病床数:3床
     022-291-5191  療養
     　　療養    50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   190510994  気仙沼市立病院 〒988-0181 一般 （外化１）第208号         平成29年10月29日
     (0530543  ) 気仙沼市赤岩杉ノ沢８番地２ 　　一般   340 専用病床数:11床
     0226-22-7100  (0226-22-3121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   205117845  医療法人財団明理会　〒980-0021 一般       130（外化１）第211号         平成30年 1月 1日
     イムス明理会仙台総合仙台市青葉区中央４－５－１ 専用病床数:6床
     病院 022-268-3150  (022-225-3203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   211310402  栗原市立栗原中央病院〒987-2205 一般       250（外化１）第214号         平成30年 2月 1日
     栗原市築館宮野中央　３－１－１療養        50 専用病床数:5床
     0228-21-5330  (0228-21-5350)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 外来化学療法加算１　医科］ 平成30年 6月 5日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   228010146  東北大学病院 〒980-8574 一般     1,165（外化１）第215号         平成30年 2月 1日
     (8030108  ) 仙台市青葉区星陵町　１－１ 一般（感染） 専用病床数:31床
     022-717-7000  (022-275-6437)              2
     精神        40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   235213008  東北医科薬科大学病院〒983-8512 一般       420（外化１）第216号         平成30年 3月 1日
     (5231741  ) 仙台市宮城野区福室一丁目１２番精神        46 専用病床数:9床
     １号
     022-259-1221  (022-259-1232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   248010021  独立行政法人国立病院〒983-8520 一般 （外化１）第217号         平成30年 3月 1日
     (8030025  ) 機構仙台医療センター仙台市宮城野区宮城野　２ー８ー　　一般   650 専用病床数:15床
     ８ 精神        48
     022-293-1111  (022-291-8114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   255210806  公益財団法人仙台市医〒983-0824 一般 （外化１）第218号         平成30年 4月 1日
     (5231675  ) 療センター仙台オープ仙台市宮城野区鶴ケ谷５－２２－　　一般   330 専用病床数:7床
     ン病院 １
     022-252-1111  (022-252-0454)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   265110048  独立行政法人労働者健〒981-0911 一般 （外化１）第219号         平成30年 4月 1日
     (5130026  ) 康安全機構東北労災病仙台市青葉区台原　４ー３ー２１　　一般   548 専用病床数:14床
     院 022-275-1111  (022-275-4431)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 外来化学療法加算２　医科］ 平成30年 6月 5日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    15510775  医療法人社団明世会高〒981-3213 一般         2（外化２）第2号           平成20年 4月 1日
     木外科胃腸科医院 仙台市泉区南中山　２－２７－１
     022-379-3811  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    22610651  ゆうファミリークリニ〒981-0112 （外化２）第9号           平成20年 4月 1日
     ック 宮城郡利府町利府字新館２－５
     022-766-4141  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    35511484  森整形外科リウマチ科〒981-3213 （外化２）第16号          平成20年 4月 1日
     クリニック 仙台市泉区南中山　１ー４２ー５
     判場ビル３Ｆ
     022-279-1184  (022-303-1239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    45510643  医療法人松田会寺岡ク〒981-3204 （外化２）第21号          平成20年 4月 1日
     リニック 仙台市泉区寺岡　５ー８ー２
     022-378-0811  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    55512557  仙台北部整形外科 〒981-3137 一般 （外化２）第26号          平成22年 3月 1日
     仙台市泉区大沢２－１３－４ 　　一般     5
     022-776-1888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60810055  医療法人本多友愛会仙〒981-1505 一般 （外化２）第28号          平成22年 4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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    71210487  登米市立米谷病院 〒987-0902 一般        49（外化２）第40号          平成25年 3月 1日
     登米市東和町米谷字元町　２００
     0220-42-2007  (0220-42-2395)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    85210111  光ケ丘スペルマン病院〒983-0833 一般       140（外化２）第48号          平成26年 2月 1日
     仙台市宮城野区東仙台　６ー７ー
     １
     022-257-0231  (022-257-0201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    95413194  仙台今村クリニック 〒982-0011 （外化２）第52号          平成26年 7月 1日
     仙台市太白区長町５－３－１
     022-249-7611  (022-249-7622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   105212562  東仙台リウマチ科内科〒983-0039 （外化２）第58号          平成27年12月 1日
     クリニック 仙台市宮城野区新田東１－１７－
     ５
     022-237-5311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   110212468  医療法人啓仁会石巻ロ〒987-1222 一般        60（外化２）第64号          平成28年11月 1日
     イヤル病院 石巻市広渕字焼巻２ 療養
     0225-73-5888  (0225-73-5432) 　　療養   170



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 外来化学療法加算２　医科］ 平成30年 6月 5日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   121410301  医療法人社団仙石病院〒981-0501 一般       120（外化２）第66号          平成29年 4月 1日
     東松島市赤井字台５３－７
     0225-83-2111  (0225-83-4310)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   130610026  公立刈田綜合病院 〒989-0231 一般 （外化２）第68号          平成29年 5月 1日
     白石市福岡蔵本字下原沖　３６ 　　一般   300
     0224-25-2145  (0224-25-1535) 結核         4
     一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   145112465  ＪＲ仙台病院 〒980-0022 一般 （外化２）第69号          平成29年 7月 1日
     仙台市青葉区五橋　１－１－５ 　　一般   164
     022-266-9671  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   153610478  南三陸病院 〒986-0725 一般 （外化２）第70号          平成29年 8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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   165116250  宮城県立こども病院 〒989-3126 一般 （外化２）第71号          平成29年 8月 1日
     (5133814  ) 仙台市青葉区落合４－３－１７ 　　一般   241
     022-391-5111  (022-391-5118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   172710360  公立黒川病院 〒981-3621 一般       110（外化２）第72号          平成29年10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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   182610677  仙塩利府病院 〒981-0133 一般       108（外化２）第73号          平成29年11月 1日
     宮城郡利府町青葉台２丁目２－１
     ０８
     022-355-4111  (022-355-4192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   195510502  医療法人徳洲会仙台徳〒981-3131 一般       315（外化２）第74号          平成30年 3月 1日
     (5530779  ) 洲会病院 仙台市泉区七北田字駕籠沢　１５
     022-372-1110  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


