
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

[山形県]

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)

    101,1467,0 濱井眼科 〒990-2413 （コン１）第95号          平成28年 4月 1日
     山医539 山形市南原町２－７－４４
     625-5077      (625-5277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    208,1262,0 みちもと眼科医院 〒998-0013 （コン１）第96号          平成28年 4月 1日
     酒医317 酒田市東泉町二丁目９番地の３
     0234-23-7222  (0234-23-7225)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1351,6 小松眼科医院 〒990-2447 （コン１）第97号          平成28年 4月 1日
     山医423 山形市元木二丁目１３番５号
     023-641-3811  (023-641-3897)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    412,1042,8 中正堂高橋医院 〒990-0505 （コン１）第98号          平成28年 4月 1日
     寒医64 寒河江市大字白岩２２０
     0237-87-1001  (0237-87-2001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1252,6 中島眼科医院 〒990-0833 （コン１）第99号          平成28年 4月 1日
     山医323 山形市春日町８－３０
     023-643-5515  (023-643-5515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    604,1138,1 庄司眼科クリニック 〒992-0047 （コン１）第100号         平成28年 4月 1日
     米医180 米沢市徳町４ー４７
     0238-26-1556  (0238-26-1557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,1327,6 井出眼科病院 〒990-0039 一般        26（コン１）第101号         平成28年 4月 1日
     山医399 山形市香澄町３－６－１３
     023-641-3111  (023-642-7432)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1001,7 医療法人篠田好生会篠〒990-0045 一般       223（コン１）第102号         平成28年 4月 1日
     (01,3001,1) 田総合病院 山形市桜町２－６８ 療養       160
     山医1 023-623-1711  (023-625-2440)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1278,1 佐藤眼科医院 〒990-2493 一般         6（コン１）第103号         平成28年 4月 1日
     山医349 山形市美畑町１１－１１
     023-622-3711  (023-622-3712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,1610,5 霞城眼科クリニック 〒990-0828 （コン１）第104号         平成28年 4月 1日
     山医679 山形市双葉町二丁目４番２３号
     023-665-1177  (023-665-1155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1107,1164,0 医療法人社団滝沢眼科〒997-0034 （コン１）第105号         平成28年 4月 1日
     鶴医220 鶴岡市本町三丁目７番６５号
     0235-25-2533  (0235-25-2517)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1208,1136,6 眼科海野医院 〒998-0034 一般         5（コン１）第106号         平成28年 4月 1日
     酒医191 酒田市中央西町４－４
     0234-22-1833  (0234-22-1839)



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

[山形県]

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)

   1308,1244,8 まつざわ眼科 〒998-0842 （コン１）第107号         平成28年 4月 1日
     酒医299 酒田市亀ケ崎１－１０－１
     0234-22-0235  (0234-22-0255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1413,1069,9 原田眼科医院 〒999-3153 （コン１）第108号         平成28年 4月 1日
     上医84 上山市十日町９番２号
     023-672-0008  (023-672-0017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1515,1041,3 桑島眼科医院 〒993-0007 一般         8（コン１）第110号         平成28年 4月 1日
     長医63 長井市本町２－２－１２
     0238-88-2720  (0238-88-2722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1615,1060,3 斎藤眼科医院 〒993-0001 （コン１）第111号         平成28年 4月 1日
     長医82 長井市ままの上１－１６
     0238-84-5811  (0238-84-5813)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1717,1049,2 後藤眼科医院 〒999-3712 一般         6（コン１）第112号         平成28年 4月 1日
     東医65 東根市大森２－１－４
     0237-43-7766  (0237-43-7765)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1826,1060,0 上領眼科クリニック 〒999-2174 （コン１）第113号         平成28年 4月 1日
     東置医138 東置賜郡高畠町大字福沢５９６番
     地の３
     0238-49-7125  (0238-49-7126)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,1336,7 内藤医院 〒990-2492 一般         2（コン１）第114号         平成28年 4月 1日
     山医408 山形市鉄砲町１－４－２０
     023-624-1500  (023-624-1533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2016,1094,0 高橋眼科クリニック 〒994-0028 （コン１）第115号         平成28年 4月 1日
     天医107 天童市鍬ノ町一丁目２番２１号
     023-652-1234  (023-652-1233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2123,1079,7 すみや眼科クリニック〒999-3512 一般 （コン１）第116号         平成28年 4月 1日
     西村医102 西村山郡河北町谷地中央４－５－　　一般     6
     １
     0237-77-0035  (0237-77-0037)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,1576,8 かんの眼科 〒990-2451 （コン１）第118号         平成28年 5月 1日
     山医647 山形市吉原２－１０－５
     023-674-8513  (023-674-8514)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2326,1049,3 公立置賜総合病院 〒992-0601 一般       496（コン１）第119号         平成28年 8月 1日
     (26,3024,0) 東置賜郡川西町大字西大塚２００精神        20
     東置医127 ０ 一般（感染）
     0238-46-5000  (0238-46-5711)              4



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[山形県]

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)

   2411,1066,9 医療法人社団慈心会新〒996-0023 （コン１）第120号         平成28年 8月 1日
     新医84 庄井出眼科 新庄市沖の町３番３号
     0233-23-3959  (0233-22-7991)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2504,1154,8 花沢アイクリニック 〒992-0022 （コン１）第121号         平成28年11月 1日
     米医196 米沢市花沢町２６９５－１
     0238-40-0606  (0238-40-0608)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2618,1026,8 ゆうき眼科クリニック〒999-4228 （コン１）第122号         平成28年12月 1日
     尾医37 尾花沢市上町四丁目７－７
     0237-24-1522  (0237-24-1260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2711,1052,9 若狭眼科 〒996-0002 一般         6（コン１）第123号         平成29年 2月 1日
     新医70 新庄市金沢２８８２－１
     0233-23-6888  (0233-23-6031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2807,1141,8 島眼科医院 〒997-0034 （コン１）第124号         平成29年 2月 1日
     鶴医197 鶴岡市本町２－３－９
     0235-22-4686  (0235-22-4687)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2907,1142,6 黒沢眼科医院 〒997-0027 一般        11（コン１）第125号         平成29年 2月 1日
     鶴医198 鶴岡市昭和町１０－２０
     0235-24-9638  (0235-24-9777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3008,1257,0 しょうない眼科 〒998-0824 （コン１）第126号         平成29年 2月 1日
     酒医312 酒田市大宮町一丁目４－１７
     0234-21-2225  (0234-21-2227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,1505,7 やまもと眼科クリニッ〒990-2447 （コン１）第127号         平成29年 2月 1日
     山医576 ク 山形市元木３丁目３番７号
     023-615-6270  (023-615-6277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3208,1238,0 さとう眼科クリニック〒998-0842 （コン１）第128号         平成29年 2月 1日
     酒医293 酒田市亀ケ崎５－５－２２
     0234-22-8224  (0234-21-1205)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3316,1081,7 真田眼科医院 〒994-0033 （コン１）第129号         平成29年 2月 1日
     天医95 天童市三日町２－６－１
     023-653-2017  (023-654-8348)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,1280,7 土屋眼科医院 〒990-0042 一般         5（コン１）第130号         平成29年 2月 1日
     山医351 山形市七日町３－５－７
     023-631-3005  (023-641-1724)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3519,1058,9 大西眼科 〒999-2211 （コン１）第131号         平成29年 2月 1日
     南医63 南陽市赤湯２８７５－１
     0238-49-2400  (0238-50-0024)



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

[山形県]

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)

   3601,1545,3 金井たかはし眼科 〒990-0881 （コン１）第132号         平成29年 2月 1日
     山医616 山形市瀬波一丁目６－１５
     023-681-0090  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,1499,3 小関皮ふ科眼科クリニ〒990-0025 （コン１）第133号         平成29年 2月 1日
     山医570 ック 山形市あこや町２丁目２－１５
     023-632-5678  (023-632-8310)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3807,1195,4 福原医院 〒997-0034 一般 （コン１）第134号         平成29年 2月 1日
     鶴医251 鶴岡市本町２丁目２－４５ 　　一般     4
     0235-22-7714  (0235-24-3556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3925,1042,0 最上町立最上病院 〒999-6101 一般        60（コン１）第135号         平成29年 2月 1日
     最医73 最上郡最上町大字向町６４－３
     0233-43-2112  (0233-43-3291)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4012,1070,9 陵南眼科クリニック 〒991-0054 （コン１）第136号         平成29年 3月 1日
     寒医92 寒河江市仲谷地二丁目３－６
     0237-83-3456  (0237-83-3455)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4130,1076,8 古谷眼科クリニック 〒999-7781 （コン１）第137号         平成29年 3月 1日
     東田医108 東田川郡庄内町余目字猿田９２番
     地の１２
     0234-42-2611  (0234-42-3161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4204,1091,2 医療法人社団慈敬会よ〒992-0045 一般         8（コン１）第138号         平成29年 3月 1日
     米医133 ねざわ眼科 米沢市中央３－３－２
     0238-24-2500  (0238-24-2502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4316,1049,4 医療法人ひとみ会菅野〒994-0034 一般    （コン１）第139号         平成29年 3月 1日
     天医63 馨眼科 天童市本町２－１－１
     0236-53-1103  (023-651-2222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,1591,7 佐藤眼科医院銅町クリ〒990-0051 （コン１）第140号         平成29年 3月 1日
     山医661 ニック 山形市銅町一丁目６番３５号
     023-664-1310  (023-625-8488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4504,1033,4 米沢市立病院 〒992-8502 一般       322（コン１）第141号         平成29年 3月 1日
     (04,3090,8) 米沢市相生町６－３６
     米医72 0238-22-2450  (0238-22-2876)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4622,1042,7 ひでたま胃腸科眼科ク〒990-0301 （コン１）第142号         平成29年 3月 1日
     東村医66 リニック 東村山郡山辺町大字山辺６１３９
     番地６
     023-665-8876  (023-665-8875)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[山形県]

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)

   4701,1004,1 公立学校共済組合東北〒990-8510 一般       217（コン１）第143号         平成29年 3月 1日
     (01,3004,5) 中央病院 山形市和合町３－２－５
     山医116 023-623-5111  (023-622-1494)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4808,1180,4 まこと眼科 〒998-0046 （コン１）第144号         平成29年 3月 1日
     酒医235 酒田市一番町３－２４
     0234-26-3721  (0234-26-4781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,1544,6 オーヌマ眼科 〒990-0062 （コン１）第145号         平成29年 4月 1日
     山医615 山形市鈴川町三丁目８－１０
     023-634-7113  (023-634-6213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5007,1239,0 おおかつ眼科 〒997-0031 （コン１）第146号         平成29年 4月 1日
     鶴医295 鶴岡市錦町２０－１８
     0235-29-6230  (0235-29-6233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5116,1062,7 おおもり眼科医院 〒994-0003 （コン１）第147号         平成29年 4月 1日
     天医76 天童市柏木町１－１０－３６
     023-653-0341  (023-653-0341)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5212,1046,9 鈴木眼科 〒991-0021 （コン１）第148号         平成29年 4月 1日
     寒医68 寒河江市中央１－１３－３５
     0237-86-6900  (0237-86-6901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5360,1002,1 国立大学法人山形大学〒990-9585 一般       601（コン１）第149号         平成29年 4月 1日
     (60,3002,5) 医学部附属病院 山形市飯田西２－２－２ 精神        36
     山医340 023-633-1122  (023-628-5043)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,1357,3 ひのき町　小松眼科 〒990-0813 （コン１）第150号         平成29年 4月 1日
     山医429 山形市桧町２－６－４
     0236-81-8668  (0236-81-8668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5514,1040,8 矢口眼科クリニック 〒995-0033 一般 （コン１）第151号         平成29年 4月 1日
     村医49 村山市楯岡新町４－５－１６ 　　一般     1
     0237-52-0140  (0237-52-0141)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,1511,5 吉原眼科 〒990-0831 （コン１）第152号         平成29年 4月 1日
     山医582 山形市西田２－３－３
     023-646-8805  (023-643-8815)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5713,1067,3 高野せきね外科・眼科〒999-3133 一般 （コン１）第153号         平成29年 4月 1日
     上医82 クリニック 上山市八日町１－１ 　　一般     3
     023-672-0239  (023-672-1489)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5814,1028,3 佐藤眼科クリニック 〒995-0016 一般         8（コン１）第155号         平成29年 4月 1日
     村医37 村山市楯岡晦日町５－２
     0237-55-7300  (0237-55-7302)



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

[山形県]

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)

   5926,1045,1 公立高畠病院 〒992-0351 一般        89（コン１）第156号         平成29年 4月 1日
     東置医123 東置賜郡高畠町大字高畠３８６ 療養        41
     0238-52-1500  (0238-52-1515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6023,1046,6 山形県立河北病院 〒999-3511 一般       180（コン１）第157号         平成29年 4月 1日
     西村医69 西村山郡河北町谷地字月山堂１１一般（感染）
     １              6
     0237-73-3131  (0237-73-4506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6115,1046,2 公立置賜長井病院 〒993-0002 一般        50（コン１）第158号         平成29年 4月 1日
     長医68 長井市屋城町２－１
     0238-84-2161  (0238-84-2642)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6208,1249,7 日本海総合病院 〒998-8501 一般       642（コン１）第159号         平成29年 4月 1日
     (08,3085,9) 酒田市あきほ町３０番地 一般（感染）
     酒医304 0234-26-2001  (0234-26-5114)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6313,1072,3 もちづき眼科 〒999-3161 （コン１）第160号         平成30年 1月 1日
     上医87 上山市弁天２丁目３番２２号
     023-673-9022  (023-673-9025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[山形県]

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      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1001,7 医療法人篠田好生会篠〒990-0045 一般       223（画１）第1号             平成14年 4月 1日
     (01,3001,1) 田総合病院 山形市桜町２－６８ 療養       160
     山医1 023-623-1711  (023-625-2440)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1433,2 山形県立中央病院 〒990-2214 一般       593（画１）第2号             平成14年 4月 1日
     (01,3247,0) 山形市青柳１８００ 一般（感染）
     山医505 023-685-2626  (023-685-2601)              2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1276,5 大島医院 〒990-2321 （画１）第13号            平成16年 7月 1日
     山医347 山形市桜田西４－１－１４
     023-641-6419  (023-641-5203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1602,2 矢吹病院 〒990-0885 一般 （画１）第22号            平成28年10月 1日
     山医671 山形市嶋北四丁目５－５ 　　一般    40
     023-682-8566  (023-682-8567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1123,9 医療法人社団松柏会至〒990-0045 一般       230（画１）第23号            平成29年 4月 1日
     山医200 誠堂総合病院 山形市桜町７－４４
     023-622-7181  (023-642-8101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1003,3 山形市立病院済生館 〒990-8533 一般 （画１）第24号            平成29年 5月 1日
     (01,3003,7) 山形市七日町１－３－２６ 　　一般   524
     山医101 023-625-5555  (023-642-5080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,1365,6 社会福祉法人恩賜財団〒990-8545 一般       468（画１）第25号            平成30年 4月 1日
     山医437 済生会山形済生病院 山形市沖町７９－１
     023-682-1111  (023-682-0112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[山形県]

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      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    111,1010,7 山形県立新庄病院 〒996-0025 一般 （画２）第5号             平成20年 4月 1日
     新医23 新庄市若葉町１２－５５ 　　一般   452
     0233-22-5525  (0233-23-2987) 一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    260,1002,1 国立大学法人山形大学〒990-9585 一般       601（画２）第8号             平成20年 4月 1日
     (60,3002,5) 医学部附属病院 山形市飯田西２－２－２ 精神        36
     山医340 023-633-1122  (023-628-5043)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    308,1249,7 日本海総合病院 〒998-8501 一般       642（画２）第18号            平成20年 4月 1日
     (08,3085,9) 酒田市あきほ町３０番地 一般（感染）
     酒医304 0234-26-2001  (0234-26-5114)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    404,1033,4 米沢市立病院 〒992-8502 一般       322（画２）第20号            平成20年 9月 1日
     (04,3090,8) 米沢市相生町６－３６
     米医72 0238-22-2450  (0238-22-2876)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513,1049,1 みゆき会病院 〒999-3161 一般        93（画２）第21号            平成20年10月 1日
     (13,3027,1) 上山市弁天２丁目２番１１号 療養        90
     上医64 023-672-8282  (023-673-1521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    626,1049,3 公立置賜総合病院 〒992-0601 一般       496（画２）第23号            平成24年 7月 1日
     (26,3024,0) 東置賜郡川西町大字西大塚２００精神        20
     東置医127 ０ 一般（感染）
     0238-46-5000  (0238-46-5711)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,1004,1 公立学校共済組合東北〒990-8510 一般       217（画２）第24号            平成26年 7月 1日
     (01,3004,5) 中央病院 山形市和合町３－２－５
     山医116 023-623-5111  (023-622-1494)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    823,1046,6 山形県立河北病院 〒999-3511 一般       180（画２）第27号            平成29年 7月 1日
     西村医69 西村山郡河北町谷地字月山堂１１一般（感染）
     １              6
     0237-73-3131  (0237-73-4506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1123,9 医療法人社団松柏会至〒990-0045 一般       230（画２）第28号            平成29年 7月 1日
     山医200 誠堂総合病院 山形市桜町７－４４
     023-622-7181  (023-642-8101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[山形県]

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      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1003,3 山形市立病院済生館 〒990-8533 一般 （外化１）第1号           平成20年 4月 1日
     (01,3003,7) 山形市七日町１－３－２６ 　　一般   524 専用病床数:11床
     山医101 023-625-5555  (023-642-5080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    226,1049,3 公立置賜総合病院 〒992-0601 一般       496（外化１）第2号           平成20年 4月 1日
     (26,3024,0) 東置賜郡川西町大字西大塚２００精神        20 専用病床数:12床
     東置医127 ０ 一般（感染）
     0238-46-5000  (0238-46-5711)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    311,1010,7 山形県立新庄病院 〒996-0025 一般 （外化１）第3号           平成20年 4月 1日
     新医23 新庄市若葉町１２－５５ 　　一般   452 専用病床数:7床
     0233-22-5525  (0233-23-2987) 一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1004,1 公立学校共済組合東北〒990-8510 一般       217（外化１）第6号           平成20年 4月 1日
     (01,3004,5) 中央病院 山形市和合町３－２－５ 専用病床数:4床
     山医116 023-623-5111  (023-622-1494)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    508,1249,7 日本海総合病院 〒998-8501 一般       642（外化１）第14号          平成20年 4月 1日
     (08,3085,9) 酒田市あきほ町３０番地 一般（感染） 専用病床数:14床
     酒医304 0234-26-2001  (0234-26-5114)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1433,2 山形県立中央病院 〒990-2214 一般       593（外化１）第15号          平成20年 5月 1日
     (01,3247,0) 山形市青柳１８００ 一般（感染） 専用病床数:14床
     山医505 023-685-2626  (023-685-2601)              2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    704,1003,7 三友堂病院 〒992-0045 一般       190（外化１）第16号          平成20年 6月 1日
     米医4 米沢市中央６－１－２１９ 専用病床数:6床
     0238-24-3700  (0238-24-3709)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    860,1002,1 国立大学法人山形大学〒990-9585 一般       601（外化１）第17号          平成20年 8月 1日
     (60,3002,5) 医学部附属病院 山形市飯田西２－２－２ 精神        36 専用病床数:22床
     山医340 023-633-1122  (023-628-5043)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    907,1225,9 鶴岡市立荘内病院 〒997-8515 一般       521（外化１）第18号          平成20年11月 1日
     (07,3127,1) 鶴岡市泉町４番２０号 専用病床数:7床
     鶴医281 0235-26-5111  (0235-26-5110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1017,1019,5 北村山公立病院 〒999-3792 一般       300（外化１）第19号          平成21年 2月 1日
     東医35 東根市温泉町２－１５－１ 専用病床数:6床
     0237-42-2111  (0237-43-6169)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,1365,6 社会福祉法人恩賜財団〒990-8545 一般       468（外化１）第20号          平成21年 4月 1日
     山医437 済生会山形済生病院 山形市沖町７９－１ 専用病床数:10床
     023-682-1111  (023-682-0112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[山形県]

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     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1223,1046,6 山形県立河北病院 〒999-3511 一般       180（外化１）第21号          平成21年11月 1日
     西村医69 西村山郡河北町谷地字月山堂１１一般（感染） 専用病床数:6床
     １              6
     0237-73-3131  (0237-73-4506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1304,1033,4 米沢市立病院 〒992-8502 一般       322（外化１）第22号          平成23年 8月 1日
     (04,3090,8) 米沢市相生町６－３６ 専用病床数:9床
     米医72 0238-22-2450  (0238-22-2876)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[山形県]

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     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    126,1045,1 公立高畠病院 〒992-0351 一般        89（外化２）第1号           平成20年 4月 1日
     東置医123 東置賜郡高畠町大字高畠３８６ 療養        41
     0238-52-1500  (0238-52-1515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    215,1031,4 阿達医院 〒993-0006 （外化２）第6号           平成20年 5月 1日
     長医53 長井市あら町６－４７
     0238-88-2098  (0238-88-2473)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1489,4 山形徳洲会病院 〒990-0834 一般       202（外化２）第7号           平成22年 5月 1日
     (01,3272,8) 山形市清住町２丁目３番５１号 療養        90
     山医561 023-647-3434  (023-647-3400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    407,1112,9 鶴岡協立病院 〒997-0816 一般       199（外化２）第8号           平成29年 9月 1日
     鶴医168 鶴岡市文園町９－３４
     0235-23-6060  (0235-28-3434)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


