
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 小児入院医療管理料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)

    15116250  宮城県立こども病院 〒989-3126 一般 （小入１）第7号           平成30年 3月 1日
     (5133814  ) 仙台市青葉区落合４－３－１７ 　　一般   241 加減算区分:加算
     022-391-5111  (022-391-5118) 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     
     小児入院医療管理病室病床数：
     36床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     加減算区分:加算
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     
     小児入院医療管理病室病床数：
     36床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     加減算区分:加算
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     
     小児入院医療管理病室病床数：
     36床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     加減算区分:加算
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児入院医療管理料２　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)

    15410760  仙台赤十字病院 〒982-0801 一般       389（小入２）第1号           平成22年 4月 1日
     (5430038  ) 仙台市太白区八木山本町　２ー４ 加減算区分:加算
     ３ー３ 病棟種別：一般
     022-243-1111  (022-243-1102) 病床区分：一般
     
     小児入院医療管理病室病床数：
     40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    25413269  仙台市立病院 〒982-0007 一般 （小入２）第17号          平成28年10月 1日
     (5431697  ) 仙台市太白区あすと長町１－１－　　一般   467 加減算区分:加算
     １ 精神        50 病棟種別：一般
     022-308-7111  (022-308-7153) 一般（感染） 小児入院医療管理病室病床数：
     　　感染     8 36床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    38010021  独立行政法人国立病院〒983-8520 一般 （小入２）第19号          平成29年10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 加減算区分:加算
     ８ 精神        48 病棟種別：一般
     022-293-1111  (022-291-8114)
     小児入院医療管理病室病床数：
     41床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    48010146  東北大学病院 〒980-8574 一般     1,165（小入２）第20号          平成30年 5月 1日
     (8030108  ) 仙台市青葉区星陵町　１－１ 一般（感染） 加減算区分:加算
     022-717-7000  (022-275-6437)              2 病棟種別：一般
     精神        40 小児入院医療管理病室病床数：
     60床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児入院医療管理料３　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)

    11510019  大崎市民病院 〒989-6183 一般       494（小入３）第23号          平成29年 4月 1日
     (1530013  ) 大崎市古川穂波３－８－１ 一般（感染） 病棟種別：一般
     0229-23-3311  (0229-23-5380)              6 小児入院医療管理病室病床数：
     19床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     届出加算の区分：注４に規定す
     る加算（重症児受入体制加算）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児入院医療管理料４　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)

    15110048  独立行政法人労働者健〒981-0911 一般 （小入４）第28号          平成26年12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 病棟種別：一般
     院 022-275-1111  (022-275-4431) 病床区分：一般
     
     小児入院医療管理病室病床数：
     30床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    22211013  みやぎ県南中核病院 〒989-1253 一般       310（小入４）第31号          平成27年 8月 1日
     (2230571  ) 柴田郡大河原町西　３８－１ 病棟種別：一般
     0224-51-5500  
     小児入院医療管理病室病床数：
     14床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30210017  石巻赤十字病院 〒986-8522 一般       460（小入４）第35号          平成28年 4月 1日
     (0231209  ) 石巻市蛇田字西道下７１ 一般（感染） 病棟種別：一般
     0225-21-7220  (94-8019)              4 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     43床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    45110030  国家公務員共済組合連〒980-0803 一般       385（小入４）第38号          平成28年 9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 病棟種別：一般
     １ 小児入院医療管理病室病床数：
     022-227-2211  (022-263-8069) 10床
     病棟種別：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     11床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50310171  公益財団法人宮城厚生〒985-8506 一般       357（小入４）第39号          平成28年11月 1日
     協会坂総合病院 塩竈市錦町　１６ー５ 病棟種別：一般
     022-365-5175  (022-366-2593) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    68010021  独立行政法人国立病院〒983-8520 一般 （小入４）第43号          平成29年10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 病棟種別：一般
     ８ 精神        48
     022-293-1111  (022-291-8114) 小児入院医療管理病室病床数：
     10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    75116250  宮城県立こども病院 〒989-3126 一般 （小入４）第45号          平成30年 3月 1日
     (5133814  ) 仙台市青葉区落合４－３－１７ 　　一般   241 加減算区分:加算
     022-391-5111  (022-391-5118) 病棟種別：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     54床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算



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 小児入院医療管理料５　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)

    18010161  自衛隊仙台病院 〒983-8580 一般       135（小入５）第12号          平成26年 3月 1日
     (8030116  ) 仙台市宮城野区南目館１－１ 精神        15 小児入院医療管理病室病床数：
     022-231-1111  (022-235-6642) 60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


