
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 回復期リハビリテーション病棟入院料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)

    15510577  医療法人松田会松田病〒981-3217 一般        77（回１）第1号             平成30年 4月 1日
     (5530951  ) 院 仙台市泉区実沢字立田屋敷　１７療養        48 体制強化加算:加算２
     ー１ 病棟面積のうち１床当たり:29.
     022-378-5666  1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    25110261  一般財団法人周行会内〒980-0011 一般 （回１）第2号             平成30年 4月 1日
     科佐藤病院 仙台市青葉区上杉　２ー３ー１７　　一般    40 体制強化加算:加算１
     022-221-5566  (022-221-8007) 療養 病棟面積のうち１床当たり:22.
     　　療養    41 6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.01㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:41床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30212468  医療法人啓仁会石巻ロ〒987-1222 一般        60（回１）第3号             平成30年 4月 1日
     イヤル病院 石巻市広渕字焼巻２ 療養 病棟面積のうち１床当たり:28.
     0225-73-5888  (0225-73-5432) 　　療養   170 12㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.51㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    41610207  仙台リハビリテーショ〒981-3341 療養        82（回１）第4号             平成30年 4月 1日
     ン病院 富谷市成田１－３－１ 体制強化加算:加算１
     022-351-8118  (022-351-8126) 病棟面積のうち１床当たり:32.
     38㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.02㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:41床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 回復期リハビリテーション病棟入院料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)

    51110273  総合南東北病院 〒989-2483 一般 （回１）第5号             平成30年 4月 1日
     岩沼市里の杜　１－２－５ 　　一般   271 体制強化加算:加算２
     0223-23-3151  (0223-23-3150) 病棟面積のうち１床当たり:19.
     8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.24㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.95ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60310171  公益財団法人宮城厚生〒985-8506 一般       357（回１）第6号             平成30年 4月 1日
     協会坂総合病院 塩竈市錦町　１６ー５ 体制強化加算:加算１
     022-365-5175  (022-366-2593) 病棟面積のうち１床当たり:28.
     8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.15㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:46床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    75117845  医療法人財団明理会　〒980-0021 一般       130（回１）第7号             平成30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 体制強化加算:加算１
     病院 022-268-3150  (022-225-3203) 病棟面積のうち１床当たり:28.
     8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    85510445  公益財団法人宮城厚生〒981-3212 一般 （回１）第8号             平成30年 4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 病棟面積のうち１床当たり:12.
     022-378-5361  6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.6ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:39床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 回復期リハビリテーション病棟入院料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)

    95410471  公益財団法人宮城厚生〒982-0011 一般        45（回１）第11号            平成30年 4月 1日
     協会長町病院 仙台市太白区長町　３ー７ー２６療養        90 体制強化加算:加算１
     022-746-5161  (022-746-5142) 病棟面積のうち１床当たり:27.
     2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.84㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.99ｍ
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:27.
     2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.84㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.99ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 回復期リハビリテーション病棟入院料２　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)

    10211320  齋藤病院 〒986-0873 一般        94（回２）第36号            平成28年 1月 1日
     石巻市山下町　１－７－２４ 療養        85 病棟面積のうち１床当たり:25.
     0225-96-3251  6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.85㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.24ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    25510445  公益財団法人宮城厚生〒981-3212 一般 （回２）第46号            平成28年 7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 病棟面積のうち１床当たり:12.
     022-378-5361  6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.6ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:39床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    35510577  医療法人松田会松田病〒981-3217 一般        77（回２）第53号            平成29年 4月 1日
     (5530951  ) 院 仙台市泉区実沢字立田屋敷　１７療養        48 体制強化加算:加算２
     ー１ 病棟面積のうち１床当たり:29
     022-378-5666  ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 5日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    40211569  医療法人社団　健育会〒986-0859 一般 （回２）第56号            平成29年 5月 1日
     　石巻健育会病院 石巻市大街道西３－３－２７ 　　一般    52 体制強化加算:加算１
     0225-94-9195  (0225-96-9866) 療養 病棟面積のうち１床当たり:21.
     　　療養   116 4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:2ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:56床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50310171  公益財団法人宮城厚生〒985-8506 一般       357（回２）第58号            平成29年 6月 1日
     協会坂総合病院 塩竈市錦町　１６ー５ 体制強化加算:加算１
     022-365-5175  (022-366-2593) 病棟面積のうち１床当たり:28.
     8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.15㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:46床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    61610207  仙台リハビリテーショ〒981-3341 療養        82（回２）第62号            平成29年10月 1日
     ン病院 富谷市成田１－３－１ 体制強化加算:加算１
     022-351-8118  (022-351-8126) 病棟面積のうち１床当たり:32.
     38㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.02㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:41床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 回復期リハビリテーション病棟入院料２　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)

    75410471  公益財団法人宮城厚生〒982-0011 一般        45（回２）第63号            平成29年11月 1日
     協会長町病院 仙台市太白区長町　３ー７ー２６療養        90 体制強化加算:加算１
     022-746-5161  (022-746-5142) 病棟面積のうち１床当たり:27
     ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.8㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.99ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     リハビリテーション充実加算：
     有
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:27.
     2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.84㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.99ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    85110261  一般財団法人周行会内〒980-0011 一般 （回２）第64号            平成29年12月 1日
     科佐藤病院 仙台市青葉区上杉　２ー３ー１７　　一般    40 体制強化加算:加算１
     022-221-5566  (022-221-8007) 療養 病棟面積のうち１床当たり:22.
     　　療養    41 6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.01㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:41床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 回復期リハビリテーション病棟入院料２　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)

    91110273  総合南東北病院 〒989-2483 一般 （回２）第65号            平成30年 1月 1日
     岩沼市里の杜　１－２－５ 　　一般   271 体制強化加算:加算２
     0223-23-3151  (0223-23-3150) 病棟面積のうち１床当たり:19.
     8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.24㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.95ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100212468  医療法人啓仁会石巻ロ〒987-1222 一般        60（回２）第66号            平成30年 2月 1日
     イヤル病院 石巻市広渕字焼巻２ 療養 病棟面積のうち１床当たり:28.
     0225-73-5888  (0225-73-5432) 　　療養   170 12㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   115117845  医療法人財団明理会　〒980-0021 一般       130（回２）第67号            平成30年 3月 1日
     イムス明理会仙台総合仙台市青葉区中央４－５－１ 病棟面積のうち１床当たり:28.
     病院 022-268-3150  (022-225-3203) 8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.28ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   122710360  公立黒川病院 〒981-3621 一般       110（回２）第68号            平成30年 4月 1日
     黒川郡大和町吉岡字西桧木　６０療養        60 病棟面積のうち１床当たり:24.
     022-345-3101  (022-345-3143) 96㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.73㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床



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 回復期リハビリテーション病棟入院料３　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)

    11610207  仙台リハビリテーショ〒981-3341 療養        82（回３）第1号             平成30年 4月 1日
     ン病院 富谷市成田１－３－１ 病棟面積のうち１床当たり:32.
     022-351-8118  (022-351-8126) 38㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.02㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:41床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21210412  登米市立登米市民病院〒987-0511 一般       258（回３）第2号             平成30年 4月 1日
     登米市迫町佐沼字下田中　２５ 病棟面積のうち１床当たり:28.
     0220-22-5511  (0220-22-5511) 9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:30床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    35211127  中嶋病院 〒983-0835 一般 （回３）第3号             平成30年 4月 1日
     仙台市宮城野区大梶　１５－２７　　一般   101 病棟面積のうち１床当たり:24
     022-291-5191  療養 ㎡
     　　療養    50 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.7㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 回復期リハビリテーション病棟入院料４　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)

    12211187  川崎こころ病院 〒989-1503 一般        54（回４）第57号            平成24年 4月 1日
     柴田郡川崎町川内字北川原山７２精神       204 重症患者回復病棟加算:加算
     番地 病棟面積のうち１床当たり:42.
     0224-85-2333  28㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:34床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21610207  仙台リハビリテーショ〒981-3341 療養        82（回４）第98号            平成28年 6月 1日
     ン病院 富谷市成田１－３－１ 病棟面積のうち１床当たり:32.
     022-351-8118  (022-351-8126) 38㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.02㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:41床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    35211127  中嶋病院 〒983-0835 一般 （回４）第101号           平成28年12月 1日
     仙台市宮城野区大梶　１５－２７　　一般   101 病棟面積のうち１床当たり:24
     022-291-5191  療養 ㎡
     　　療養    50 病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 回復期リハビリテーション病棟入院料４　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)

    45110030  国家公務員共済組合連〒980-0803 一般       385（回４）第103号           平成29年 4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 病棟面積のうち１床当たり:19
     １ ㎡
     022-227-2211  (022-263-8069) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.19㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    51210412  登米市立登米市民病院〒987-0511 一般       258（回４）第105号           平成29年 8月 1日
     登米市迫町佐沼字下田中　２５ 病棟面積のうち１床当たり:28.
     0220-22-5511  (0220-22-5511) 9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:30床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60610026  公立刈田綜合病院 〒989-0231 一般 （回４）第107号           平成29年11月 1日
     白石市福岡蔵本字下原沖　３６ 　　一般   300 病棟面積のうち１床当たり:26.
     0224-25-2145  (0224-25-1535) 結核         4 61㎡
     一般（感染） 病室部分の面積のうち１床当た
                  4 り:6.79㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.86ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：無
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:51床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 回復期リハビリテーション病棟入院料５　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)

    15310994  仙台整形外科病院 〒984-0038 一般 （回５）第2号             平成30年 4月 1日
     仙台市若林区伊在三丁目５－３ 　　一般   179 病棟面積のうち１床当たり:6.9
     022-288-8900  (022-288-8994) 8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.85㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.4ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:54床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 回復期リハビリテーション病棟入院料６　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)

    15310994  仙台整形外科病院 〒984-0038 一般 （回６）第23号            平成29年 8月 1日
     仙台市若林区伊在三丁目５－３ 　　一般   179 病棟面積のうち１床当たり:6.9
     022-288-8900  (022-288-8994) 8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.85㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.4ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:54床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20510994  気仙沼市立病院 〒988-0181 一般 （回６）第24号            平成30年 1月 1日
     (0530543  ) 気仙沼市赤岩杉ノ沢８番地２ 　　一般   340 病室部分の面積のうち１床当た
     0226-22-7100  (0226-22-3121) り:7.48㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.02ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


