
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 精神科急性期治療病棟入院料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)

    10212911  医療法人明精会　会津〒969-6192 精神       310（精急１）第19号          平成25年 9月 1日
     (0231594  ) 西病院 会津若松市北会津町東小松２３３一般        68 病棟種別:精神
     ５ 病床区分:精神
     0242-56-2525  (0242-56-2528) 病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20410796  舞子浜病院 〒970-0103 精神       203（精急１）第22号          平成21年11月 1日
     いわき市平藤間字川前６３－１ 病棟種別:精神
     0246-39-2059  (0246-39-4044) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:42床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    32810043  福島県立矢吹病院 〒969-0284 精神       196（精急１）第27号          平成28年 3月 1日
     (2830179  ) 西白河郡矢吹町滝八幡１００ 病棟種別:精神
     0248-42-3111  (0248-44-2551) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:44床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40111014  一陽会病院 〒960-8136 精神       157（精急１）第29号          平成29年 6月 1日
     福島市八島町１５－２７ 看護配置加算:有
     024-534-6715  (024-531-0427) 病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:38床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50710450  寿泉堂松南病院 〒962-0403 精神       215（精急１）第30号          平成28年 5月 1日
     須賀川市大字滑川字池田１００ 病棟種別:精神
     0248-73-4181  (0248-72-8133) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60410440  一般財団法人　新田目〒970-8034 精神       210（精急１）第31号          平成29年 9月 1日
     病院 いわき市平上荒川字安草３ 病棟種別:精神
     0246-28-1222  (0246-28-1224) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    71410043  東北病院 〒969-1107 精神       212（精急１）第34号          平成25年 8月 1日
     本宮市青田字花掛２０ 病棟種別:精神
     0243-33-2588  (0243-33-4658) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:38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

[福島県]

平成30年 5月 1日 精神科急性期治療病棟入院料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)

    80310558  針生ケ丘病院 〒963-0201 精神       451（精急１）第35号          平成20年 9月 1日
     (0331493  ) 郡山市大槻町字天正坦１１ 病棟種別:精神
     024-932-0201  (024-925-0166) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:55床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90313172  公益財団法人　星総合〒963-0211 精神       570（精急１）第36号          平成30年 4月 1日
     (0331840  ) 病院　星ケ丘病院 郡山市片平町字北三天７ 病棟種別:精神
     024-952-6411  (024-952-6643) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:48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

[福島県]

平成30年 5月 1日 認知症治療病棟入院料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)

    10410440  一般財団法人　新田目〒970-8034 精神       210（認治１）第45号          平成28年 8月 1日
     病院 いわき市平上荒川字安草３ 病棟種別:精神
     0246-28-1222  (0246-28-1224) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:50
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20311184  社会医療法人あさかホ〒963-0198 精神       495（認治１）第50号          平成29年 8月 1日
     (0331006  ) スピタル 郡山市安積町笹川字経坦４５ 病棟種別:精神
     024-945-1701  (024-945-1703) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:53
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30413659  医療法人社団石福会四〒979-0203 精神       214（認治１）第51号          平成28年 9月 1日
     倉病院 いわき市四倉町下仁井田字南追切 病棟種別:精神
     ２－２ 病床区分:精神
     0246-32-5321  (0246-32-7347) 病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:精神入院
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40710450  寿泉堂松南病院 〒962-0403 精神       215（認治１）第52号          平成26年 6月 1日
     須賀川市大字滑川字池田１００ 病棟種別:精神
     0248-73-4181  (0248-72-8133) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:50
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50114471  医療法人慈心会村上病〒960-1321 精神       118（認治１）第53号          平成28年 7月 1日
     院 福島市立子山字北浦３ 病棟種別:精神
     024-597-2124  (024-597-2856) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算: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

[福島県]

平成30年 5月 1日 認知症治療病棟入院料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)

    60810540  医療法人昨雲会飯塚病〒966-0902 精神       410（認治１）第54号          平成28年10月 1日
     (0830213  ) 院 喜多方市松山町村松字北原３６３ 病棟種別:精神
     ４－１ 病床区分:精神
     0241-24-3421  (0241-24-3426) 病棟数:1
     病床数:50
     基本料区分:精神入院
     病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:精神入院
     認知症夜間対応加算:有
     病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:精神入院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70410796  舞子浜病院 〒970-0103 精神       203（認治１）第55号          平成29年11月 1日
     いわき市平藤間字川前６３－１ 病棟種別:精神
     0246-39-2059  (0246-39-4044) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:54
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80310558  針生ケ丘病院 〒963-0201 精神       451（認治１）第56号          平成27年 4月 1日
     (0331493  ) 郡山市大槻町字天正坦１１ 病棟種別:精神
     024-932-0201  (024-925-0166) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算: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

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　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)

    11210377  小川医院 〒979-2111 （ニコ）第22号            平成18年 4月 1日
     南相馬市小高区仲町１－１６
     0244-44-2024  (0244-44-2078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    23211332  手塚クリニック 〒979-1513 （ニコ）第68号            平成18年 9月 9日
     双葉郡浪江町大字幾世橋字来福寺
     西６－１
     0240-24-0088  (0240-24-0078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    33211308  今村クリニック 〒979-1513 （ニコ）第70号            平成18年 9月 1日
     双葉郡浪江町大字幾世橋字辻前４
     ７－１
     0240-24-0024  (0240-34-7522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    43210789  佐藤内科医院 〒979-1521 （ニコ）第148号           平成20年11月 1日
     双葉郡浪江町大字権現堂字上柳町
     ６
     0240-34-5761  (0240-34-5761)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    53211365  さくらクリニック 〒979-1151 （ニコ）第152号           平成21年 2月 1日
     双葉郡富岡町大字本岡字新夜ノ森
     ６３４－１
     0240-21-0873  (0240-23-5333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    63210961  夜の森中央医院 〒979-1161 （ニコ）第219号           平成22年10月 1日
     双葉郡富岡町夜の森北２－９
     0240-22-2211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70317413  まつもと内科クリニッ〒963-0725 （ニコ）第454号           平成29年 4月 1日
     ク 郡山市田村町金屋字マセ口４番地
     １
     024-953-7412  (024-953-7413)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80317322  医療法人慈繁会付属　〒963-8831 （ニコ）第458号           平成29年 4月 1日
     七ツ池クリニック 郡山市七ツ池町２６番１９号
     024-932-5304  (024-932-5610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    91310565  大山クリニック 〒960-0468 （ニコ）第460号           平成29年 4月 1日
     伊達市北後１３番地１
     024-583-2136  (024-584-2045)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100312943  医療法人　明信会　今〒963-8024 一般       116（ニコ）第461号           平成29年 4月 1日
     泉西病院 郡山市朝日２－１８－８ 療養        42
     024-934-1515  (024-922-5407)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　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)

   110114935  医療法人すずきクリニ〒960-1241 一般         8（ニコ）第462号           平成29年 4月 1日
     ック 福島市松川町字桜内７－２ 療養        11
     024-567-2661  (024-567-2701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   120115916  きらり健康生活協同組〒960-8251 （ニコ）第464号           平成29年 5月 1日
     (0133329  ) 合　上松川診療所 福島市北沢又字番匠田５
     024-558-1111  (024-558-1221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   130117193  きらり健康生活協同組〒960-0101 （ニコ）第465号           平成29年 5月 1日
     合　せのうえ健康クリ福島市瀬上町字四斗蒔１－６
     ニック 024-554-5757  (024-597-6626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   140114182  きらり健康生活協同組〒960-8055 一般        19（ニコ）第466号           平成29年 5月 1日
     合　須川診療所 福島市野田町１－１２－７２
     024-531-6311  (024-531-6386)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   150114216  医療法人杏泉堂本間内〒960-8057 （ニコ）第467号           平成29年 5月 1日
     科 福島市笹木野字小針尻２０－５
     024-536-0063  (024-536-2717)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   160711045  小森山産婦人科医院 〒962-0063 一般        17（ニコ）第468号           平成29年 5月 1日
     須賀川市西山寺町６０番地
     0248-75-6000  (0248-72-4290)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   170711748  医療法人大高内科クリ〒962-0839 （ニコ）第469号           平成29年 6月 1日
     ニック 須賀川市大町４０３番地９
     0248-75-1234  (0248-94-5675)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   180313644  石橋医院 〒963-8002 （ニコ）第470号           平成29年 6月 1日
     郡山市駅前１－１４－１６
     024-922-2882  (024-922-2892)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   190317108  公益財団法人　星総合〒963-8803 （ニコ）第471号           平成29年 5月 1日
     病院　ほし横塚クリニ郡山市横塚２丁目２０番３６号
     ック 024-956-7778  (024-956-7771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   200416587  医療法人安盛会　安濃〒970-8026 （ニコ）第472号           平成29年 6月 1日
     胃腸科内科医院 いわき市平字菱川町７－１０
     0246-23-6000  (0246-37-0001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   211310193  医療法人桑名医院 〒960-0461 （ニコ）第476号           平成29年 5月 1日
     伊達市片町４１
     0245-83-3024  (024-584-2371)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   220315219  天田内科クリニック 〒963-8832 （ニコ）第477号           平成29年 5月 1日
     郡山市山根町１２－２７
     024-932-3555  (024-923-1367)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　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)

   232310804  只見町国民健康保険朝〒968-0442 一般        10（ニコ）第478号           平成29年 6月 1日
     (2330626  ) 日診療所 南会津郡只見町大字長浜字久保田療養         9
     ３１
     0241-84-2221  (0241-84-2223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   240711631  春日クリニック 〒962-0844 （ニコ）第479号           平成29年 6月 1日
     須賀川市東町１１９－２
     0248-75-3551  (0248-75-3590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   250416819  医療法人　道済会　み〒971-8124 （ニコ）第480号           平成29年 5月 1日
     ちや内科・胃腸科 いわき市小名浜住吉字道下３３－
     １
     0246-58-4180  (0246-76-1620)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   260417288  くにい内科クリニック〒973-8408 （ニコ）第481号           平成29年 5月 1日
     いわき市内郷高坂町大町２６－８
     0246-27-9211  (0246-26-9210)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   270711516  南東北春日リハビリテ〒962-0817 療養        60（ニコ）第483号           平成29年 6月 1日
     ーション病院 須賀川市南上町１２３－１
     0248-63-7299  (0248-63-7265)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   283111557  医療法人　峰園会　せ〒963-7759 （ニコ）第484号           平成29年 5月 1日
     んざき医院 田村郡三春町字大町３２みはる壱
     番館１Ｆ
     0247-61-2777  (0247-61-2788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   290317280  くわのすずき内科クリ〒963-8025 （ニコ）第485号           平成29年 5月 1日
     ニック 郡山市桑野四丁目１０番地の６
     024-991-5700  (024-991-5800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   300313289  医療法人宮田泌尿器科〒963-0105 （ニコ）第486号           平成29年 5月 1日
     郡山市安積町長久保１－４－２
     024-945-8101  (024-945-8102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   310212812  山鹿クリニック 〒965-0862 （ニコ）第487号           平成29年 5月 1日
     (0231537  ) 会津若松市本町１－１
     0242-29-6611  (0242-36-5510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   320116146  きらり健康生活協同組〒960-8152 （ニコ）第488号           平成29年 5月 1日
     合　とやのクリニック福島市鳥谷野字宮畑６４－１
     024-544-1122  (024-544-1919)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   330810920  あきもと整形外科クリ〒966-0850 （ニコ）第489号           平成29年 5月 1日
     ニック 喜多方市字下川原８２９０－１２
     0241-21-1515  (0241-21-1599)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　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)

   340711409  橋本医院 〒962-0051 （ニコ）第491号           平成29年 5月 1日
     須賀川市越久三斗内７６
     0248-75-5161  (0248-75-5214)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   350117581  大槻スリープクリニッ〒960-8044 一般         4（ニコ）第492号           平成29年 5月 1日
     ク 福島市早稲町４番１号Ｓｌｅｅｐ
     　ｏｎｅビル２階
     024-526-0084  (024-526-0087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   360315805  さがわ内科・消化器科〒963-8047 （ニコ）第493号           平成29年 5月 1日
     クリニック 郡山市富田東五丁目２０番地
     024-991-1733  (024-991-1775)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   370116849  みずの内科クリニック〒960-8036 （ニコ）第495号           平成29年 5月 1日
     福島市新町８－４ブレスビル１Ｆ
     024-526-4855  (024-526-4870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   380316506  ひろさか内科クリニッ〒963-8041 （ニコ）第496号           平成29年 5月 1日
     ク 郡山市富田町字中ノ目４１
     024-962-0230  (024-962-0231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   390811027  くまたクリニック 〒969-3512 （ニコ）第497号           平成29年 5月 1日
     喜多方市塩川町字東栄町５－５－
     １１
     0241-28-1233  (0241-28-1244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   400415290  織内医院 〒972-8318 （ニコ）第498号           平成29年 5月 1日
     いわき市常磐関船町迎１６
     0246-44-1133  (0246-43-6601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   410114158  医療法人待井循環器科〒960-8073 （ニコ）第499号           平成29年 5月 1日
     内科クリニック 福島市南中央１－７０
     024-533-5578  (024-533-5660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   420415555  花田内科クリニック 〒974-8232 （ニコ）第500号           平成29年 5月 1日
     いわき市錦町綾ノ内１１９
     0246-62-5000  (0246-62-5010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   430114299  医療法人創仁会あらい〒960-2156 一般    （ニコ）第502号           平成29年 5月 1日
     クリニック 福島市荒井字弁天前１７－１ 介護    
     024-593-1020  (024-593-1019)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   440414913  かしむら婦人科クリニ〒971-8172 （ニコ）第503号           平成29年 5月 1日
     ック いわき市泉玉露３－１－５
     0246-56-2289  (0246-56-2291)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　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)

   451310292  大木内科医院 〒960-0605 （ニコ）第505号           平成29年 5月 1日
     伊達市保原町字元町４
     024-575-3343  (024-575-3348)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   460316027  さかえ内科クリニック〒963-8803 （ニコ）第506号           平成29年 5月 1日
     郡山市横塚２－１５－６
     024-941-2202  (024-941-2201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   470316928  ファミリークリニック〒963-8851 （ニコ）第507号           平成29年 5月 1日
     　さとう 郡山市開成五丁目１２－２
     024-932-1390  (024-933-9483)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   483111177  さいとう医院 〒963-3401 （ニコ）第508号           平成29年 5月 1日
     田村郡小野町大字小野新町字中通
     ５９－１
     0247-72-2500  (0247-72-2540)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   490114711  八子胃腸科内科クリニ〒960-8136 （ニコ）第509号           平成29年 5月 1日
     ック 福島市八島町２－３
     024-533-1215  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   500711201  折笠クリニック 〒962-0822 （ニコ）第512号           平成29年 5月 1日
     須賀川市東作１４６－７
     0248-72-7065  (0248-72-7067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   511310276  もり医院 〒960-0729 （ニコ）第513号           平成29年 5月 1日
     伊達市梁川町希望ケ丘２４
     024-577-7780  (024-577-7780)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   523211043  富岡中央医院 〒979-1112 （ニコ）第515号           平成29年 5月 1日
     双葉郡富岡町中央１ー１１０
     0240-22-6560  (0240-21-0128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   533011104  ふるどのクリニック 〒963-8304 （ニコ）第516号           平成29年 5月 1日
     石川郡古殿町大字松川字林１４－
     １
     0247-32-1114  (0247-32-1113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   540315672  医療法人むつき会　お〒963-0201 （ニコ）第517号           平成29年 5月 1日
     おつきまちクリニック郡山市大槻町字蝦夷坦６９－１
     024-961-5467  (024-953-4840)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   552710672  こばやしファミリーク〒969-6261 （ニコ）第518号           平成29年 6月 1日
     リニック 大沼郡会津美里町字高田道上２８
     ４１－１
     0242-55-0388  (0242-55-0399)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　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)

   560811001  医療法人社団福寿会武〒969-3512 （ニコ）第519号           平成29年 6月 1日
     田医院 喜多方市塩川町字東栄町１－３－
     ６
     0241-27-4031  (0241-27-8311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   571010926  渡辺医院 〒964-0876 （ニコ）第520号           平成29年 6月 1日
     二本松市正法寺町１８６－１
     0243-62-3000  (0243-23-8281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   580711342  国分内科クリニック 〒962-0851 （ニコ）第521号           平成29年 6月 1日
     須賀川市中宿４４５番地
     0248-73-1155  (0248-73-1166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   592710581  医療法人吉川医院 〒969-6042 （ニコ）第522号           平成29年 5月 1日
     大沼郡会津美里町字瀬戸町甲３２
     ６２
     0242-56-3358  (0242-56-4753)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   601310375  かしの木内科クリニッ〒960-0418 （ニコ）第523号           平成29年 6月 1日
     ク 伊達市岡前２０－６
     024-551-1411  (024-551-1412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   610415274  医療法人石井内科クリ〒970-8043 （ニコ）第524号           平成29年 6月 1日
     ニック いわき市中央台鹿島３－３５－３
     0246-31-0111  (0246-31-0112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   620315987  一般財団法人　脳神経〒963-8563 （ニコ）第525号           平成29年 6月 1日
     (0333598  ) 疾患研究所　附属　南郡山市八山田７－１６１
     東北医療クリニック 024-934-5432  (024-934-5441)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   630212945  二瓶クリニック 〒965-0102 （ニコ）第527号           平成29年 6月 1日
     会津若松市真宮新町北１－１１－
     １
     0242-58-3885  (0242-58-3902)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   643111565  雷クリニック 〒963-7769 （ニコ）第528号           平成29年 6月 1日
     田村郡三春町担橋２－１－２
     0247-62-6333  (0247-62-6363)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   652511229  かねこ内科・外科クリ〒969-3133 （ニコ）第529号           平成29年 6月 1日
     ニック 耶麻郡猪苗代町大字千代田字油地
     ６２番地３
     0242-72-0660  (0242-72-0250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   663010981  医療法人社団愛恵会大〒963-7858 （ニコ）第530号           平成29年 6月 1日
     野診療所 石川郡石川町字下泉１７１
     0247-26-2615  (0247-26-1184)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　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)

   670116591  おぎはら泌尿器と目の〒960-8042 一般 （ニコ）第531号           平成29年 6月 1日
     クリニック 福島市荒町２－１２ 　　一般    13
     024-515-3717  (024-515-3757)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   680114851  医療法人三河台内科 〒960-8055 （ニコ）第532号           平成29年 6月 1日
     福島市野田町２－４－１９
     024-534-7832  (024-534-7839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   690511403  白河市表郷クリニック〒961-0416 （ニコ）第533号           平成29年 7月 1日
     白河市表郷金山字長者久保２－５
     0248-32-2316  (0248-32-1721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   701010603  土川内科小児科 〒964-0875 （ニコ）第534号           平成29年 5月 1日
     二本松市槻木２５０－３
     024-322-6688  (024-323-7508)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   710212267  クリニック荒木 〒965-0064 （ニコ）第535号           平成29年 5月 1日
     会津若松市神指町黒川字湯川東２
     ２７
     0242-32-9229  (0242-32-9228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   720418062  医療法人　洋向台クリ〒970-0314 （ニコ）第536号           平成29年 5月 1日
     ニック いわき市洋向台４－１－２
     0246-55-5150  (0246-55-5125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   730212242  荒川胃腸科内科クリニ〒965-0037 （ニコ）第538号           平成29年 5月 1日
     ック 会津若松市中央２－１－２９
     0242-32-2201  (0242-32-2206)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   742012350  村上医院 〒969-1761 （ニコ）第539号           平成29年 5月 1日
     伊達郡国見町大字藤田字北１１番
     地１
     024-585-2152  (024-585-5786)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   750115163  清明クリニック 〒960-8062 （ニコ）第541号           平成29年 5月 1日
     福島市清明町３－８
     024-521-0855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   760317124  おおた呼吸器クリニッ〒963-8047 （ニコ）第543号           平成29年 5月 1日
     ク 郡山市富田東３丁目１０５番地
     024-991-0515  (024-991-0520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   770115783  笹木野みやけ内科外科〒960-8057 一般        12（ニコ）第544号           平成29年 7月 1日
     福島市笹木野字中小屋１６ー２ 注１に規定する基準を満たさな
     024-559-1511  (024-559-1500) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   781210617  南相馬中央医院 〒975-0006 一般    （ニコ）第545号           平成29年 5月 1日
     南相馬市原町区橋本町１－３－２
     0244-24-3355  (0244-22-5564)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   790811050  喜多方市地域・家庭医〒966-0083 （ニコ）第546号           平成29年 5月 1日
     療センター 喜多方市字六枚長４２１２
     0241-24-5320  (0241-24-5328)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   800413584  社団医療法人養生会か〒971-8143 一般       134（ニコ）第547号           平成29年 5月 1日
     しま病院 いわき市鹿島町下蔵持字中沢目２療養        98
     ２－１
     0246-58-8010  (0246-58-8088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   810310525  医療法人郡山病院 〒963-8005 療養        41（ニコ）第548号           平成29年 5月 1日
     郡山市清水台２－７－４
     024-932-0107  (024-925-0445)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   820112434  福島第一病院 〒960-8251 一般       196（ニコ）第549号           平成29年 5月 1日
     (0132511  ) 福島市北沢又字成出１６－２
     024-557-5111  (024-557-5064)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   831010413  医療法人　辰星会　枡〒964-8567 一般        55（ニコ）第550号           平成29年 5月 1日
     (1030243  ) 病院 二本松市本町１－１０３ 療養        54
     0243-22-2828  (0243-23-5267)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   840411497  いわき市立総合磐城共〒973-8555 一般       709（ニコ）第554号           平成29年 5月 1日
     (0430576  ) 立病院 いわき市内郷御厩町久世原１６ 一般（感染）
     0246-26-3151  (0246-26-2224)              6
     結核        46
     精神    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   850110974  福島赤十字病院 〒960-8530 一般       303（ニコ）第557号           平成29年 5月 1日
     福島市入江町１１－３１ 一般（感染）
     024-534-6101  (024-531-1721)              6
     精神        39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   860711706  医療法人　三愛会　池〒962-0001 一般        56（ニコ）第559号           平成29年 5月 1日
     (0730868  ) 田記念病院 須賀川市森宿字狐石１２９－７ 療養        26
     0248-75-2165  (0248-76-4324)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   870415860  医療法人明生会高原整〒973-8403 （ニコ）第561号           平成29年 7月 1日
     形外科 いわき市内郷綴町川原田１２６ 注１に規定する基準を満たさな
     0246-45-0123  (0246-45-0124) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   880810888  内科・消化器科　みつ〒966-0015 （ニコ）第563号           平成29年 7月 1日
     はし医院 喜多方市関柴町上高額字広面６８ 注１に規定する基準を満たさな
     １－１ い場合には所定点数の100分の7
     0241-21-1311  (0241-23-1771) 0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   890413923  いがらし内科 〒979-3122 一般        19（ニコ）第565号           平成29年 5月 1日
     いわき市小川町高萩字下川原１５
     －１
     0246-83-1717  (0246-83-2194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   901110072  さいとう医院大越診療〒963-4112 （ニコ）第566号           平成29年 5月 1日
     所 田村市大越町下大越字町１４９－
     １
     0247-79-2266  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   910114554  医療法人安斎外科胃腸〒960-8131 （ニコ）第567号           平成29年 7月 1日
     科医院 福島市北五老内町３－２２ 注１に規定する基準を満たさな
     0245-35-3353  (024-535-3359) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   920212093  医療法人　長谷川内科〒965-0033 （ニコ）第569号           平成29年 7月 1日
     消化器科医院 会津若松市行仁町３－３１
     0242-22-7180  (0242-22-7186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   930113465  菅野産婦人科医院 〒960-8157 一般         3（ニコ）第570号           平成29年 7月 1日
     福島市蓬莱町２－１－１１
     024-548-2525  (024-549-0220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   940314311  医療法人永岡医院 〒963-8071 （ニコ）第571号           平成29年 7月 1日
     郡山市富久山町久保田字上野１７
     －１
     024-922-2818  (024-991-1905)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   951310532  医療法人　敬仁会　な〒960-0611 （ニコ）第572号           平成29年 7月 1日
     かのクリニック 伊達市保原町字城ノ内２０番地１
     024-575-2246  (024-575-2051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   960711219  渡辺内科・胃腸科クリ〒962-0062 （ニコ）第573号           平成29年 7月 1日
     ニック 須賀川市山寺町１６２番地
     0248-76-5511  (0248-72-5678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   970418252  遠藤クリニック 〒970-8026 （ニコ）第574号           平成29年 7月 1日
     いわき市平字長橋町５１番地
     0246-35-3533  (0246-22-6670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   980316845  鈴木医院 〒963-8061 （ニコ）第575号           平成29年 7月 1日
     郡山市富久山町福原字鎌田２４－
     ８
     024-923-0828  (024-921-1588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   990511437  いがらし内科クリニッ〒961-0831 （ニコ）第576号           平成29年 7月 1日
     ク 白河市老久保１３－１
     0248-21-9111  (0248-21-9100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1000511189  医療法人昭寿会　つか〒961-0074 （ニコ）第577号           平成29年 7月 1日
     はら内科クリニック 白河市字郭内１２－１４
     0248-24-1011  (0248-22-2627)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1010315839  うさみ内科 〒963-0201 （ニコ）第578号           平成29年 7月 1日
     郡山市大槻町三角田８８ー２
     024-961-1114  (024-961-1147)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1020313743  山本内科医院 〒963-8871 （ニコ）第579号           平成29年 7月 1日
     郡山市本町２－７－１５
     024-933-1133  (024-933-1134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1030317058  下地脳神経内科 〒963-0205 （ニコ）第580号           平成29年 7月 1日
     郡山市堤１－８４
     024-962-7751  (024-962-7750)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1040212051  医療法人遠山会遠山胃〒965-0043 一般         3（ニコ）第581号           平成29年 7月 1日
     腸科内科医院 会津若松市城北町６－１
     0242-24-8911  (0242-24-8989)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1050316225  医療法人　かずま医院〒963-8862 （ニコ）第582号           平成29年 7月 1日
     郡山市菜根１－１５－２
     024-934-7750  (024-934-7850)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1060116062  天神橋クリニック 〒960-8141 （ニコ）第583号           平成29年 7月 1日
     福島市渡利字天神２７－１
     024-528-1155  (024-528-1156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1070116534  西口クリニック婦人科〒960-8053 （ニコ）第585号           平成29年 7月 1日
     福島市三河南町１０－５
     024-525-6388  (024-525-6390)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1080418260  こやまクリニック 〒970-8026 （ニコ）第586号           平成29年 7月 1日
     いわき市平字愛谷町四丁目５番地
     の３
     0246-35-0890  (0246-35-0891)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1091110098  白岩医院 〒963-4602 （ニコ）第587号           平成29年 7月 1日
     田村市常葉町常葉字内町４８
     0247-77-2036  (0247-77-4422)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1100414749  医療法人　昭栄会　佐〒970-8026 （ニコ）第588号           平成29年 7月 1日
     藤クリニック いわき市平字小太郎町３－７
     0246-25-2725  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1111410076  医療法人上遠野内科医〒969-1125 （ニコ）第589号           平成29年 6月 1日
     院 本宮市本宮字荒町５４
     0243-33-5866  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1120711714  太田メディカルクリニ〒962-0847 （ニコ）第592号           平成29年 7月 1日
     ック 須賀川市諏訪町５番地
     0248-75-2343  (0248-75-2343)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1130416652  長瀬内科胃腸科 〒979-0202 （ニコ）第593号           平成29年 7月 1日
     いわき市四倉町上仁井田北姥田６
     －１
     0246-32-3125  (0246-32-6293)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1140315045  医療法人　壬辰会　渋〒963-0112 （ニコ）第594号           平成29年 7月 1日
     谷クリニック 郡山市安積町成田字西畑１３ー１
     024-947-2122  (024-947-2133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1150212531  さいとう内科・胃腸科〒965-0801 （ニコ）第595号           平成29年 7月 1日
     クリニック 会津若松市宮町８－５０
     0242-38-3717  (0242-38-3717)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1162610583  医療法人荒井医院 〒969-6539 （ニコ）第596号           平成29年 7月 1日
     河沼郡会津坂下町字古市乙１５０
     0242-83-2224  (0242-84-1025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1170314626  うじいえ内科クリニッ〒963-0201 （ニコ）第597号           平成29年 7月 1日
     ク 郡山市大槻町字広町２６－７
     024-961-7888  (024-961-7877)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1181210492  たなべクリニック 〒975-0007 （ニコ）第598号           平成29年 7月 1日
     南相馬市原町区南町３－９０
     0244-25-4353  (0244-25-4357)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1190116369  岩谷医院 〒960-8068 （ニコ）第599号           平成29年 7月 1日
     福島市太田町１７－２７　ラ・シ
     ェール追分１階
     024-528-7770  (024-528-7780)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1200116773  文化通やぎうちクリニ〒960-8036 （ニコ）第600号           平成29年 7月 1日
     ック 福島市新町３－３０
     024-522-7733  (024-522-8821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1210316076  渡辺美佳子こどもクリ〒963-8041 （ニコ）第601号           平成29年 7月 1日
     ニック 郡山市富田町字下亀田１－３５
     024-927-8622  (024-927-8628)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1221010843  東和クリニック 〒964-0202 （ニコ）第602号           平成29年 7月 1日
     二本松市針道字蔵下１２０－１
     0243-66-2122  (0243-66-2123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1230317397  長者２丁目かおりやま〒963-8017 （ニコ）第603号           平成29年 7月 1日
     内科 郡山市長者２丁目１２番５号
     024-954-6773  (024-954-6663)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1240910910  医療法人羽根田医院 〒976-0016 （ニコ）第604号           平成29年 7月 1日
     相馬市沖ノ内２－１１－１
     0244-35-2970  (0244-35-2995)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1250415001  医療法人清水医院 〒970-8026 （ニコ）第605号           平成29年 7月 1日
     いわき市平字田町７５－１
     0246-25-2238  (0246-25-2236)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1262511120  磐梯町医療センター 〒969-3301 一般        19（ニコ）第606号           平成29年 7月 1日
     (2530415  ) 耶麻郡磐梯町大字磐梯字諏訪山２ 注１に規定する基準を満たさな
     ９２６ い場合には所定点数の100分の7
     0242-73-2110  (0242-73-3563) 0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1270116179  福島県厚生農業協同組〒960-0298 （ニコ）第607号           平成29年 7月 1日
     合連合会福島県農協会福島市飯坂町平野字三枚長１－１
     館診療所 　ＪＡ福島ビル１階
     024-554-3488  (024-554-3488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1281410043  東北病院 〒969-1107 精神       212（ニコ）第609号           平成29年 7月 1日
     本宮市青田字花掛２０
     0243-33-2588  (0243-33-4658)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1290313636  医療法人桜井産婦人科〒963-8014 （ニコ）第610号           平成29年 7月 1日
     医院 郡山市虎丸町２３－１８
     024-932-1637  (024-935-7266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1300316852  すずきクリニック 〒963-8071 （ニコ）第611号           平成29年 7月 1日
     郡山市富久山町久保田字伊賀河原
     １２
     024-925-0860  (024-925-0861)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1310314436  医療法人桜クリニック〒963-8845 （ニコ）第612号           平成29年 7月 1日
     郡山市名倉２４－１
     024-946-9933  (024-946-9937)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1320117896  池田医院 〒960-0201 （ニコ）第613号           平成29年 7月 1日
     福島市飯坂町字若葉町５番地１
     024-542-4084  (024-542-4084)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1330711375  矢部医院 〒962-0839 （ニコ）第614号           平成29年 7月 1日
     須賀川市大町２８０ 注１に規定する基準を満たさな
     0248-75-2069  (0248-75-2083) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1341010975  さくらクリニック 〒964-0881 （ニコ）第615号           平成29年 7月 1日
     二本松市藤之前５３番地
     0243-62-3931  (0243-62-3932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1350117573  宍戸医院 〒960-0101 （ニコ）第616号           平成29年 7月 1日
     福島市瀬上町字幸町８番地 注１に規定する基準を満たさな
     024-553-5010  (024-554-4659) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1360117656  さとうクリニック内科〒960-8163 （ニコ）第617号           平成29年 7月 1日
     ・消化器科 福島市方木田字中屋敷１番地の１ 注１に規定する基準を満たさな
     024-545-6111  (024-545-0792) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1370511130  すずき内科クリニック〒961-0051 （ニコ）第618号           平成29年 7月 1日
     白河市大森ノ内８４ー４
     0248-24-4114  (0248-24-4115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1380415431  ささき内科クリニック〒971-8185 一般         2（ニコ）第619号           平成29年 7月 1日
     いわき市泉町３－１－２
     0246-75-0081  (0246-75-0082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1390116237  みやざき内科循環器科〒960-8164 （ニコ）第620号           平成29年 7月 1日
     クリニック 福島市八木田字中島５４－２
     024-544-2622  (024-544-2623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1400116054  しぎはらクリニック 〒960-8056 （ニコ）第621号           平成29年 7月 1日
     福島市八島田字勝口３７
     024-555-3331  (024-555-3332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1412210541  鏡石クリニック 〒969-0401 （ニコ）第622号           平成29年 7月 1日
     岩瀬郡鏡石町本町２０１番地３ 注１に規定する基準を満たさな
     0248-92-2113  (0248-92-2114) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1422810753  泉崎南東北診療所 〒969-0101 （ニコ）第623号           平成29年 7月 1日
     西白河郡泉崎村大字泉崎字山ヶ入
     ５６
     0248-53-2415  (0248-53-2533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1433310647  菅野医院 〒979-2702 （ニコ）第624号           平成29年 7月 1日
     相馬郡新地町谷地小屋字萩崎６１
     ー１
     0244-63-2388  (0244-62-5110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1440417890  本町通りクリニック 〒970-8026 （ニコ）第625号           平成29年 7月 1日
     いわき市平字四町目７
     0246-24-7830  (0246-24-7831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1453111326  のざわ内科クリニック〒963-7719 （ニコ）第626号           平成29年 7月 1日
     田村郡三春町大字貝山字岩田８６
     ー２
     0247-61-1500  (0247-61-1501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1462810803  かねこクリニック 〒961-8052 （ニコ）第627号           平成29年 7月 1日
     西白河郡西郷村字道南東１１番地
     0248-24-3111  (0248-24-3113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1470415423  医療法人こまつ内科 〒970-0101 （ニコ）第628号           平成29年 7月 1日
     いわき市平下神谷字仲田１３５
     0246-34-6611  (0246-34-8550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1480414970  医療法人酒井医院 〒970-8026 （ニコ）第629号           平成29年 7月 1日
     いわき市平字南町１２
     0246-23-1055  (0246-23-1058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1490911165  医療法人寛和会　浜通〒976-0016 （ニコ）第630号           平成29年 7月 1日
     りふれあい診療所 相馬市沖ノ内１－２－１０
     0244-26-7100  (0244-26-7101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1500117631  手塚クリニック 〒960-8252 （ニコ）第631号           平成29年 7月 1日
     福島市御山字清水尻５１
     024-535-0550  (024-535-5550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1510117649  うめつＬＳ内科クリニ〒960-8114 （ニコ）第632号           平成29年 7月 1日
     ック 福島市松浪町２番３１号
     024-536-5225  (024-536-5228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1520317215  おおがクリニック 〒963-0211 （ニコ）第633号           平成29年 7月 1日
     郡山市片平町字出磬東５番地の５
     024-962-0600  (024-962-0599)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1532510940  医療法人社団大志会矢〒969-3123 （ニコ）第634号           平成29年 7月 1日
     吹医院 耶麻郡猪苗代町字古城町９９－１
     0242-62-2169  (0242-65-2570)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1541010785  和田医院 〒964-0313 （ニコ）第635号           平成29年 7月 1日
     二本松市小浜字新町２０ 注１に規定する基準を満たさな
     0243-55-2303  (0243-55-2501) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1553211258  石田医院 〒979-1472 （ニコ）第636号           平成29年 7月 1日
     双葉郡双葉町新山本町１７
     0240-33-2013  (0240-33-5229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1561410175  医療法人渡辺クリニッ〒969-1101 （ニコ）第637号           平成29年 7月 1日
     ク 本宮市高木字高木１９－６
     0243-34-3311  (0243-34-3318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1571110122  医療法人健山会　船引〒963-4312 一般        14（ニコ）第638号           平成29年 7月 1日
     クリニック 田村市船引町船引字砂子田４２
     0247-82-0137  (0247-82-5125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1580416686  小名浜生協病院付属せ〒971-8151 （ニコ）第639号           平成29年 7月 1日
     いきょうクリニック いわき市小名浜岡小名山ノ神４０
     0246-53-4372  (0246-53-4389)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1590511429  福島県厚生農業協同組〒961-0005 一般       455（ニコ）第640号           平成29年 7月 1日
     合連合会白河厚生総合白河市豊地上弥次郎２－１ 一般（感染） 注１に規定する基準を満たさな
     病院 0248-22-2211  (0248-22-2218)              4 い場合には所定点数の100分の7
     結核        12 0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1600116989  済生会福島総合病院 〒960-1101 一般       216（ニコ）第641号           平成29年 7月 1日
     福島市大森字下原田２５
     024-544-5171  (024-539-7726)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1612310713  医療法人正生会佐藤医〒969-5345 （ニコ）第643号           平成29年 7月 1日
     (2330584  ) 院 南会津郡下郷町大字塩生字下タ原 注１に規定する基準を満たさな
     １３１７ い場合には所定点数の100分の7
     0241-67-2134  (0241-67-2653) 0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1620117433  のだまち胃と腸のクリ〒960-8055 （ニコ）第644号           平成29年 7月 1日
     ニック 福島市野田町６－２－３９
     024-563-7872  (024-535-2560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1631310326  保原中央クリニック 〒960-0611 （ニコ）第645号           平成29年 7月 1日
     伊達市保原町字城ノ内７３－１
     024-575-3231  (024-575-3233)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1640312471  一般財団法人慈山会医〒963-0105 一般       230（ニコ）第646号           平成29年 7月 1日
     学研究所付属坪井病院郡山市安積町長久保１－１０－１
     ３
     024-946-0808  (024-947-0035)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1650213174  会津クリニック 〒965-0853 （ニコ）第648号           平成29年 7月 1日
     会津若松市材木町１－４－４
     0242-38-1150  (0242-38-2345)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1660416017  あべクリニック 〒979-0333 （ニコ）第649号           平成29年 7月 1日
     いわき市久之浜町久之浜字九反坪
     １１
     0246-79-0030  (0246-79-0035)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1670212804  医療法人くらしげ内科〒965-0016 （ニコ）第651号           平成29年 7月 1日
     小児科医院 会津若松市中島町６－５
     0242-39-3550  (0242-39-3560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1680810946  鳴瀬病院 〒966-0087 療養        64（ニコ）第652号           平成29年 7月 1日
     喜多方市字稲荷宮７３０７－１ 介護        26
     0241-24-3333  (0241-24-3770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1690418229  そえだ医院 〒972-8321 （ニコ）第654号           平成29年 7月 1日
     いわき市常磐湯本町吹谷５５番地
     １
     0246-68-6155  (0246-68-6156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1700317033  いしだ内科 〒963-8023 （ニコ）第655号           平成29年 7月 1日
     郡山市緑町１－６
     024-922-3648  (024-924-5025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1711310540  さとう整形外科内科ク〒960-0671 （ニコ）第656号           平成29年 7月 1日
     リニック 伊達市保原町字東野崎７０番地１
     024-572-7606  (024-572-7616)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1720316308  さくまファミリークリ〒963-8033 （ニコ）第657号           平成29年 7月 1日
     ニック 郡山市亀田１－５１－１２
     024-927-5530  (024-927-5531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1730114810  医療法人社団　敬愛会〒960-8163 一般       128（ニコ）第658号           平成29年 7月 1日
     　福島南循環器科病院福島市方木田字辻の内３－５
     024-546-1221  (024-546-5100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1741010660  独立行政法人地域医療〒964-8501 一般       160（ニコ）第659号           平成29年 7月 1日
     機能推進機構二本松病二本松市成田町１－５５３
     院 0243-23-1231  (0243-23-5086)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1750418195  医療法人社団栄央会　〒979-0141 一般        32（ニコ）第660号           平成29年 7月 1日
     なこそ病院 いわき市勿来町　窪田町通２丁目療養        33
     １１４番地
     0246-65-7755  (0246-65-7428)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1760417502  ゆうクリニック 〒974-8261 一般        19（ニコ）第662号           平成29年 7月 1日
     いわき市植田町本町２－５－７ 注１に規定する基準を満たさな
     0246-63-1611  (0246-63-1615) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1770417825  くさのファミリー内科〒970-8034 （ニコ）第663号           平成29年 7月 1日
     クリニック いわき市平上荒川字長尾４１－１
     ２
     0246-28-1600  (0246-28-1605)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1780313362  医療法人佐々木医院 〒963-8046 （ニコ）第665号           平成29年 7月 1日
     郡山市町東１－１９６
     024-952-3661  (024-952-8203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1790210097  公益財団法人　穴澤病〒965-0801 療養        73（ニコ）第668号           平成29年 7月 1日
     院 会津若松市宮町１－１
     0242-22-4024  (0242-22-4026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1802012129  済生会川俣病院 〒960-1406 一般        90（ニコ）第669号           平成29年 7月 1日
     伊達郡川俣町大字鶴沢字川端２－
     ４
     024-566-2323  (024-566-2325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1812310796  なかやクリニック 〒967-0632 （ニコ）第670号           平成29年 7月 1日
     南会津郡南会津町片貝字根木屋向
     １６
     0241-73-2036  (0241-73-2123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1820315086  やまさわ内科 〒963-8042 （ニコ）第671号           平成29年 7月 1日
     郡山市不動前１－３９
     024-938-4171  (024-932-5566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1830511270  南湖こころのクリニッ〒961-0021 （ニコ）第672号           平成29年 7月 1日
     ク 白河市大字関辺字引目橋３３
     0248-23-4401  (0248-22-9632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1841210203  石原クリニック 〒975-0007 （ニコ）第674号           平成29年 7月 1日
     南相馬市原町区南町４－２５－５
     0244-22-2212  (0244-22-5775)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1850316621  たかはし内科・眼科ク〒963-8861 （ニコ）第676号           平成29年 7月 1日
     リニック 郡山市鶴見坦１－９－１３ 注１に規定する基準を満たさな
     024-923-0161  (024-923-0174) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1862810670  医療法人育慈会　いわ〒961-8031 （ニコ）第677号           平成29年 7月 1日
     (2830666  ) しなクリニック 西白河郡西郷村大字米字西原３－
     ５
     0248-48-1234  (0248-48-1847)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1870315359  公益財団法人　湯浅報〒963-8002 （ニコ）第678号           平成29年 7月 1日
     恩会　寿泉堂クリニッ郡山市駅前１－５－７
     ク 024-939-4616  (024-939-2351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1880411489  独立行政法人労働者健〒973-8403 一般       406（ニコ）第679号           平成29年 5月 1日
     (0430550  ) 康安全機構福島労災病いわき市内郷綴町沼尻３
     院 0246-26-1111  (0246-26-1322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1890711557  医療法人長沼クリニッ〒962-0203 （ニコ）第680号           平成29年 7月 1日
     ク 須賀川市長沼字殿町１１－３
     0248-67-2930  (0248-67-2931)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1900115577  あづま脳神経外科病院〒960-1101 一般       108（ニコ）第681号           平成29年 7月 1日
     福島市大森字柳下１６－１ 療養        60
     024-546-3911  (024-546-9555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1911310441  あづま脳神経外科病院〒960-0634 （ニコ）第682号           平成29年 7月 1日
     附属　ほばらクリニッ伊達市保原町大泉字小作逢１５－
     ク １
     024-574-2522  (024-576-7580)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1920415761  医療法人　泰成会　木〒979-0201 （ニコ）第683号           平成29年 7月 1日
     村医院 いわき市四倉町字西三丁目１４ー
     ９
     0246-32-2995  (0246-32-3005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1930417791  中山医院 〒970-0313 （ニコ）第684号           平成29年 7月 1日
     いわき市中之作字川岸３７
     0246-55-8141  (0246-55-8142)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1942510932  西会津町国民健康保険〒969-4401 （ニコ）第685号           平成29年 7月 1日
     西会津診療所 耶麻郡西会津町登世島字田畑乙２
     ０４２－６５
     0241-45-4228  (0241-45-4229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1951210724  三澤内科ハートクリニ〒975-0038 （ニコ）第686号           平成29年 7月 1日
     ック 南相馬市原町区日の出町５４１－
     ４
     0244-25-3511  (0244-24-5012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1960116138  クリニック２１ 〒960-8031 （ニコ）第688号           平成29年 7月 1日
     福島市栄町６－６ＮＢＦユニック
     スビル２Ｆ
     024-521-5581  (024-528-0855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1970316241  医療法人　めらクリニ〒963-0209 （ニコ）第690号           平成29年 7月 1日
     ック 郡山市御前南三丁目２０１
     024-962-0038  (024-962-0093)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1980317272  コスモス皮膚科・内科〒963-0209 （ニコ）第691号           平成29年 7月 1日
     クリニック 郡山市御前南五丁目１５０番地
     024-962-0201  (024-962-0207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1990810805  医療法人手代木医院 〒966-0819 （ニコ）第692号           平成29年 7月 1日
     喜多方市字一丁目４６２７
     0241-22-0034  (0241-24-4566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2000115700  野田循環器・消化器内〒960-0113 （ニコ）第693号           平成29年 7月 1日
     科外科クリニック 福島市北矢野目字原田５９－５
     024-559-1133  (024-559-1132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2010112863  医療生協　わたり病院〒960-8141 一般       135（ニコ）第694号           平成29年 7月 1日
     福島市渡利字中江町３４ 療養        61
     024-521-2056  (024-521-2926)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2020114869  医療法人菊池クリニッ〒960-8112 （ニコ）第695号           平成29年 7月 1日
     ク 福島市花園町７－３１
     024-535-4091  (024-534-8766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2030117664  むらおか内科・耳鼻科〒960-1241 （ニコ）第696号           平成29年 7月 1日
     ・整形外科クリニック福島市松川町字天王原８９
     024-567-2244  (024-567-3577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2040211855  医療法人林谷内科医院〒965-0871 （ニコ）第697号           平成29年 7月 1日
     会津若松市栄町７－２６
     0242-22-0408  (0242-22-0408)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2050310947  一般財団法人太田綜合〒963-1383 一般       403（ニコ）第698号           平成29年 7月 1日
     (0330719  ) 病院附属太田熱海病院郡山市熱海町熱海５－２４０ 療養        96
     024-984-0088  (024-984-3174)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  2060315979  よしじまクリニック 〒963-8851 （ニコ）第699号           平成29年 7月 1日
     郡山市開成４－９－１７
     024-925-7177  (024-925-7177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2070316258  小池消化器科・内科ク〒963-8051 （ニコ）第700号           平成29年 7月 1日
     リニック 郡山市富久山町八山田字追越１２
     －１
     024-991-4855  (024-991-4866)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2082511211  猪苗代町立猪苗代病院〒969-3121 一般        65（ニコ）第703号           平成29年 7月 1日
     耶麻郡猪苗代町字梨木西６５
     0242-62-2350  (0242-62-2353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2092710722  もこぬま内科消化器科〒969-6155 （ニコ）第704号           平成29年 7月 1日
     医院 大沼郡会津美里町字北川原１３－
     １
     0242-56-5622  (0242-56-5623)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2102510767  西会津町国民健康保険〒969-4512 （ニコ）第705号           平成29年 7月 1日
     　群岡診療所 耶麻郡西会津町上野尻字西林崎３
     １３７－２０
     0241-47-2025  (0241-47-2315)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2110711052  あづまクリニック 〒962-0853 （ニコ）第706号           平成29年 7月 1日
     須賀川市前川５２－１ 注１に規定する基準を満たさな
     0248-72-3755  (0248-72-3758) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2121010884  二本松市岩代国民健康〒964-0433 （ニコ）第707号           平成29年 7月 1日
     保険診療所 二本松市百目木字町５８ 注１に規定する基準を満たさな
     0243-56-2461  (0243-56-2461) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2130317074  公益財団法人　星総合〒963-8501 一般       430（ニコ）第708号           平成29年 7月 1日
     (0334356  ) 病院 郡山市向河原町１５９－１
     024-983-5511  (024-983-5588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2142810167  公益財団法人会田病院〒969-0213 一般       102（ニコ）第710号           平成29年 7月 1日
     西白河郡矢吹町本町２１６ 療養        91
     0248-42-2121  (0248-42-2348)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2150311184  社会医療法人あさかホ〒963-0198 精神       495（ニコ）第711号           平成29年 5月 1日
     (0331006  ) スピタル 郡山市安積町笹川字経坦４５
     024-945-1701  (024-945-1703)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  2160316977  青山医院 〒963-0534 （ニコ）第712号           平成29年 8月 1日
     郡山市日和田町字南原２－１３３
     024-958-2925  (024-958-2023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2171010991  浪江町国民健康保険仮〒969-1404 （ニコ）第713号           平成29年 9月 1日
     設津島診療所 二本松市油井字大窪１１８番地
     0243-24-1431  (0243-24-1438)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2182011154  公立藤田総合病院 〒969-1793 一般       299（ニコ）第714号           平成29年 5月 1日
     (2030515  ) 伊達郡国見町大字塚野目字三本木結核        12
     １４
     024-585-2121  (024-585-5892)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2190116898  酒井内科クリニック 〒960-8204 （ニコ）第715号           平成29年 9月 1日
     福島市岡部字中条８２－１
     024-531-1781  (024-531-1782)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2200117417  おおもり内科・循環器〒960-1101 （ニコ）第716号           平成29年 7月 1日
     科クリニック 福島市大森字坿７９－１
     024-544-0577  (024-544-0585)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2210117953  きくち医院 〒960-8151 （ニコ）第717号           平成29年 7月 1日
     (0133592  ) 福島市太平寺字児子塚３６番地
     024-546-2222  (024-546-2215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2220417346  いわき草木台総合クリ〒972-8301 一般 （ニコ）第718号           平成29年 5月 1日
     (0433455  ) ニック いわき市草木台５－１－５ 　　一般    19
     0246-28-1145  (0246-28-1156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2230416603  医療法人秀誠会　下遠〒973-8404 （ニコ）第719号           平成29年 7月 1日
     野内科胃腸科クリニッいわき市内郷内町立町７０－２
     ク 0246-27-1111  (0246-27-1112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2240417841  公益財団法人ときわ会〒972-8322 一般       150（ニコ）第720号           平成29年 7月 1日
     常磐病院 いわき市常磐上湯長谷町上ノ台５療養        90
     ７
     0246-43-4175  (0246-42-3491)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2253111599  かみや内科クリニック〒963-3401 （ニコ）第722号           平成29年 9月14日
     田村郡小野町大字小野新町字門番
     ９３番地１
     0247-72-3212  (0247-72-3176)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2261210609  しいな脳神経外科クリ〒975-0002 （ニコ）第724号           平成29年 5月 1日
     ニック 南相馬市原町区東町１－７２－２
     0244-23-1747  (0244-22-4717)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  2271210476  南相馬市立総合病院 〒975-0033 一般       230（ニコ）第728号           平成29年10月 1日
     南相馬市原町区高見町２－５４－
     ６
     0244-22-3181  (0244-22-8853)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2280711755  あべ内科医院 〒962-0122 （ニコ）第729号           平成29年10月 1日
     須賀川市木之崎字寺前７７番地６ 注１に規定する基準を満たさな
     0248-69-1122  (0248-69-1100) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2290317470  モミの木クリニック 〒963-0207 （ニコ）第730号           平成29年11月 1日
     (0334711  ) 郡山市鳴神一丁目１－１ 注１に規定する基準を満たさな
     024-926-0131  (024-926-0132) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2300116930  公立大学法人福島県立〒960-1295 一般       713（ニコ）第731号           平成29年 5月 1日
     (0133063  ) 医科大学附属病院 福島市光が丘１ 精神        49
     024-547-1111  (024-547-1995) 結核        14
     一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2310313586  一般財団法人　脳神経〒963-8563 一般       461（ニコ）第732号           平成29年 5月 1日
     (0332699  ) 疾患研究所附属総合南郡山市八山田７丁目１１５
     東北病院 024-934-5322  (024-934-3165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2320117003  奥野胃腸科内科医院 〒960-0101 （ニコ）第733号           平成29年12月 1日
     福島市瀬上町字寺前７
     024-553-2658  (024-553-2254)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2330313172  公益財団法人　星総合〒963-0211 精神       570（ニコ）第734号           平成29年 5月 1日
     (0331840  ) 病院　星ケ丘病院 郡山市片平町字北三天７
     024-952-6411  (024-952-6643)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2340118035  一般財団法人　大原記〒960-8611 一般       353（ニコ）第735号           平成30年 1月 1日
     (0133626  ) 念財団　大原綜合病院福島市上町６番１号
     024-526-0300  (024-526-0342)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2350117086  厚生会クリニック 〒960-0102 （ニコ）第736号           平成29年 7月 1日
     (0133105  ) 福島市鎌田字門丈壇４－１
     024-552-5111  (024-552-5676)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2360810664  医療法人佐原病院 〒966-0838 一般        35（ニコ）第737号           平成29年 6月 1日
     喜多方市永久７６８９－１ 療養        93
     0241-22-5321  (0241-23-3154)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  2370316720  増戸医院 〒963-0213 （ニコ）第738号           平成30年 3月 1日
     郡山市逢瀬町多田野字久保田１０
     －１
     024-957-3308  (024-957-3008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2383211019  高野病院 〒979-0402 精神        53（ニコ）第739号           平成30年 3月 1日
     双葉郡広野町大字下北迫字東町２療養        65
     １４
     0240-27-2901  (0240-27-2286)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2391310151  医療法人尚仁会上保原〒960-0684 （ニコ）第740号           平成30年 4月 1日
     内科 伊達市保原町上保原字大木田８－
     １
     0245-75-3800  (024-575-3801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2403310712  医療法人　創究会　新〒979-2702 （ニコ）第741号           平成30年 4月 1日
     地クリニック 相馬郡新地町谷地小屋字舛形１５
     ５
     0244-63-2700  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2410213240  清田内科循環器クリニ〒965-0024 （ニコ）第742号           平成29年10月 1日
     ック 会津若松市白虎町１５４－９
     0242-85-6881  (0242-85-6882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2422210533  岡ノ内クリニック 〒969-0401 （ニコ）第744号           平成29年 7月 1日
     岩瀬郡鏡石町岡ノ内３０６
     0248-62-1112  (0248-62-1182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2433111524  石塚醫院 〒963-3401 一般        18（ニコ）第745号           平成29年 7月 1日
     田村郡小野町大字小野新町字品ノ 注１に規定する基準を満たさな
     木１２３ い場合には所定点数の100分の7
     0247-72-2161  (0247-72-6178) 0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2443211118  川内村国民健康保険診〒979-1202 （ニコ）第746号           平成29年 8月 1日
     (3230775  ) 療所 双葉郡川内村大字下川内字坂シ内
     １３３－５
     0240-38-2119  (0240-39-0557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2450417718  よしおか内科胃腸科 〒970-8006 （ニコ）第747号           平成29年 5月 1日
     いわき市平下平窪山土内町７－５
     0246-22-8500  (0246-22-8501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2460315532  さとう脳神経クリニッ〒963-8041 （ニコ）第748号           平成29年 5月 1日
     ク 郡山市富田町字稲川原７７
     024-990-1770  (024-990-1771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  2470711656  医療法人　関根医院 〒962-0031 （ニコ）第749号           平成29年 7月 1日
     須賀川市影沼町２２６－３
     0248-73-1035  (0248-73-1036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2480416884  医療法人　磐陽会　高〒973-8407 （ニコ）第750号           平成29年 5月 1日
     坂クリニック いわき市内郷宮町金坂１７２－２
     １
     0246-27-8111  (0246-27-8112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2490413899  根本内科胃腸科医院 〒972-8321 （ニコ）第751号           平成29年 5月 1日
     いわき市常磐湯本町天王崎１－８
     ０
     0246-43-4100  (0246-44-6161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2500117334  八子リウマチ・内科・〒960-8003 （ニコ）第752号           平成29年 7月 1日
     整形外科クリニック 福島市森合字屋敷下３６－２ 注１に規定する基準を満たさな
     024-558-8585  (024-558-8688) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2510116278  一般財団法人脳神経疾〒960-2102 一般 （ニコ）第753号           平成29年 7月 1日
     (0133501  ) 患研究所附属　南東北福島市荒井北３－１－１３ 　　一般   189
     福島病院 024-593-5100  (024-593-1115) 療養
     　　療養    44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2521010942  二本松ウイメンズクリ〒964-0911 （ニコ）第755号           平成29年 5月 1日
     ニック 二本松市亀谷１－２７５－４
     0243-24-1322  (0243-24-1320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2532510973  医療法人社団敬天会小〒969-3131 （ニコ）第756号           平成29年 7月 1日
     川医院 耶麻郡猪苗代町字カキ田３９３
     0242-62-2132  (0242-62-3021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2540213208  公立大学法人　福島県〒969-3492 一般       204（ニコ）第757号           平成29年 5月 1日
     (0231826  ) 立医科大学会津医療セ会津若松市河東町谷沢字前田２１一般（感染）
     ンター附属病院 番地２              8
     0242-75-2100  (0242-75-3407) 結核        14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2550418419  なおハートクリニック〒971-8101 （ニコ）第758号           平成30年 5月 1日
     いわき市小名浜字定西７７番地の
     １
     0246-54-1262  (0246-54-1263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2561011015  佐久間内科小児科医院〒964-0917 （ニコ）第759号           平成30年 5月 1日
     二本松市本町１－２３７
     0243-22-0570  (0243-23-4830)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 別添１の「第９」の１の(１)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    11110122  医療法人健山会　船引〒963-4312 一般        14（支援診１）第13号        平成28年 6月 1日
     クリニック 田村市船引町船引字砂子田４２
     0247-82-0137  (0247-82-5125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21310219  医療法人掛田中央内科〒960-0801 （支援診１）第16号        平成28年 9月 1日
     伊達市霊山町掛田字西裏４９－１
     024-586-1315  (024-586-3666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30315094  いがらし内科外科クリ〒963-8026 （支援診１）第17号        平成28年 4月 1日
     ニック 郡山市並木二丁目１２－７
     024-931-3200  (024-931-3350)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 別添１の「第９」の１の(２)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10417502  ゆうクリニック 〒974-8261 一般        19（支援診２）第55号        平成28年 4月 1日
     いわき市植田町本町２－５－７
     0246-63-1611  (0246-63-1615)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20316027  さかえ内科クリニック〒963-8803 （支援診２）第56号        平成28年 4月 1日
     郡山市横塚２－１５－６
     024-941-2202  (024-941-2201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30418203  クリニック　阿部 〒971-8182 （支援診２）第59号        平成28年 4月 1日
     いわき市泉町滝尻字菅俣２２
     0246-85-5801  (0246-85-5803)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40316977  青山医院 〒963-0534 （支援診２）第60号        平成28年 4月 1日
     郡山市日和田町字南原２－１３３
     024-958-2925  (024-958-2023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    51310565  大山クリニック 〒960-0468 （支援診２）第69号        平成29年 4月 1日
     伊達市北後１３番地１
     024-583-2136  (024-584-2045)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60115916  きらり健康生活協同組〒960-8251 （支援診２）第72号        平成29年 4月 1日
     (0133329  ) 合　上松川診療所 福島市北沢又字番匠田５
     024-558-1111  (024-558-1221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70117193  きらり健康生活協同組〒960-0101 （支援診２）第73号        平成29年 4月 1日
     合　せのうえ健康クリ福島市瀬上町字四斗蒔１－６
     ニック 024-554-5757  (024-597-6626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80114182  きらり健康生活協同組〒960-8055 一般        19（支援診２）第74号        平成29年 4月 1日
     合　須川診療所 福島市野田町１－１２－７２
     024-531-6311  (024-531-6386)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90116146  きらり健康生活協同組〒960-8152 （支援診２）第75号        平成29年 4月 1日
     合　とやのクリニック福島市鳥谷野字宮畑６４－１
     024-544-1122  (024-544-1919)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   101310193  医療法人桑名医院 〒960-0461 （支援診２）第76号        平成28年 8月 1日
     伊達市片町４１
     0245-83-3024  (024-584-2371)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   110117235  生協いいの診療所 〒960-1301 （支援診２）第77号        平成29年 6月 1日
     福島市飯野町字後川２７－２
     024-562-4120  (024-562-4128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   121310326  保原中央クリニック 〒960-0611 （支援診２）第78号        平成28年 5月 1日
     伊達市保原町字城ノ内７３－１
     024-575-3231  (024-575-3233)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 別添１の「第９」の１の(２)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   131310540  さとう整形外科内科ク〒960-0671 （支援診２）第79号        平成28年 4月 1日
     リニック 伊達市保原町字東野崎７０番地１
     024-572-7606  (024-572-7616)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   141310409  おの整形外科クリニッ〒960-0777 （支援診２）第80号        平成28年 5月 1日
     ク 伊達市梁川町字西土橋１２０
     024-527-1055  (024-527-1050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   153111581  西山医院 〒963-7767 （支援診２）第83号        平成29年 9月 1日
     田村郡三春町字御免町１７９番地
     0247-62-2473  (0247-62-3761)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   160317108  公益財団法人　星総合〒963-8803 （支援診２）第84号        平成29年10月 1日
     病院　ほし横塚クリニ郡山市横塚２丁目２０番３６号
     ック 024-956-7778  (024-956-7771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   170116963  医療法人　むつみ脳神〒960-8141 （支援診２）第86号        平成29年10月 1日
     経・耳鼻科クリニック福島市渡利字鳥谷下町３８－１
     024-526-0873  (024-526-0875)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   180117458  ふくしま在宅緩和ケア〒960-8161 （支援診２）第87号        平成29年10月 1日
     クリニック 福島市郷野目字宝来町２１－３
     024-544-6987  (024-544-6988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   190317470  モミの木クリニック 〒963-0207 （支援診２）第88号        平成29年11月 1日
     (0334711  ) 郡山市鳴神一丁目１－１
     024-926-0131  (024-926-0132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   200417601  あんざいクリニック 〒970-8032 （支援診２）第89号        平成29年 4月 1日
     いわき市平下荒川字大作１３３－
     ５
     0246-88-6305  (0246-88-6307)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   210415118  医療法人医和生会山内〒970-8036 （支援診２）第90号        平成28年 8月 1日
     クリニック いわき市平谷川瀬一丁目１６－５
     0246-25-8181  (0246-35-0915)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   220418310  公益財団法人ときわ会〒970-8026 （支援診２）第91号        平成29年12月 1日
     　竹林貞吉記念クリニいわき市平字堂根町２番地の１デ
     ック ュオヒルズいわきザレジデンス２
     階
     0246-80-8222  (0246-80-8223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   230414970  医療法人酒井医院 〒970-8026 （支援診２）第92号        平成29年 4月 1日
     いわき市平字南町１２
     0246-23-1055  (0246-23-1058)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 別添１の「第９」の１の(２)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   240116211  医療生協わたり病院附〒960-0241 （支援診２）第93号        平成28年 4月 1日
     属ふれあいクリニック福島市笹谷字塗谷地２０－１
     さくらみず 024-559-2664  (024-559-2674)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10113655  本田内科医院 〒960-0231 （支援診３）第268号       平成28年 4月 1日
     福島市飯坂町平野字東原４２－１
     ２
     024-542-0666  (024-542-0666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20116096  医療法人　武田中央医〒960-8253 （支援診３）第270号       平成28年 4月 1日
     院 福島市泉字仲ノ町１４－１３
     024-559-1664  (024-557-7085)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    31310342  神岡クリニック 〒960-0801 （支援診３）第271号       平成28年 4月 1日
     伊達市霊山町掛田字中町１１－１
     024-586-1318  (024-586-3119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40811027  くまたクリニック 〒969-3512 （支援診３）第272号       平成28年 4月 1日
     喜多方市塩川町字東栄町５－５－
     １１
     0241-28-1233  (0241-28-1244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50314972  石井在宅クリニック 〒963-8862 （支援診３）第273号       平成28年 4月 1日
     郡山市菜根３－２５－８
     024-936-7200  (024-936-7201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60317058  下地脳神経内科 〒963-0205 （支援診３）第276号       平成28年 4月 1日
     郡山市堤１－８４
     024-962-7751  (024-962-7750)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70810839  医療生協きたかた診療〒966-0095 （支援診３）第277号       平成28年 4月 1日
     所 喜多方市字押切東１－３３
     0241-23-3611  (0241-23-2866)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80211541  医療生協会津若松診療〒965-0818 （支援診３）第278号       平成28年 4月 1日
     所 会津若松市東千石１－２－１３
     0242-28-0892  (0242-27-6954)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    93111326  のざわ内科クリニック〒963-7719 （支援診３）第279号       平成28年 4月 1日
     田村郡三春町大字貝山字岩田８６
     ー２
     0247-61-1500  (0247-61-1501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100117417  おおもり内科・循環器〒960-1101 （支援診３）第280号       平成28年 4月 1日
     科クリニック 福島市大森字坿７９－１
     024-544-0577  (024-544-0585)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   110116328  わたなべクリニック 〒960-1108 （支援診３）第281号       平成28年 4月 1日
     福島市成川字神崎４０－１
     024-593-3172  (024-593-5321)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   120415274  医療法人石井内科クリ〒970-8043 （支援診３）第282号       平成28年 4月 1日
     ニック いわき市中央台鹿島３－３５－３
     0246-31-0111  (0246-31-0112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   130418146  医療法人　石井内科ク〒970-8044 （支援診３）第283号       平成28年 4月 1日
     リニック　飯野 いわき市中央台飯野三丁目３３番
     地の１
     0246-29-2500  (0246-29-2511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   140116245  池田胃腸科外科医院 〒960-0241 （支援診３）第286号       平成28年 4月 1日
     福島市笹谷字葭野２１－１
     024-559-1717  (024-559-1787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   150313743  山本内科医院 〒963-8871 （支援診３）第287号       平成28年 4月 1日
     郡山市本町２－７－１５
     024-933-1133  (024-933-1134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   160116872  わたなべ内科 〒960-8251 （支援診３）第288号       平成28年 4月 1日
     福島市北沢又字川寒西９－６
     024-555-1171  (024-555-1172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   170117276  久津医院 〒960-8117 （支援診３）第290号       平成28年 4月 1日
     福島市入江町１３－３
     024-525-4561  (024-525-4514)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   181010728  みずのクリニック 〒964-0903 （支援診３）第291号       平成28年 4月 1日
     二本松市根崎１－５５
     0243-23-5158  (0243-23-5191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   192012350  村上医院 〒969-1761 （支援診３）第292号       平成28年 4月 1日
     伊達郡国見町大字藤田字北１１番
     地１
     024-585-2152  (024-585-5786)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   200418260  こやまクリニック 〒970-8026 （支援診３）第293号       平成28年 4月 1日
     いわき市平字愛谷町四丁目５番地
     の３
     0246-35-0890  (0246-35-0891)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   212310895  伊南小野木クリニック〒967-0501 （支援診３）第294号       平成28年 4月 1日
     南会津郡南会津町古町字新坂口１
     番地１１
     0241-78-7780  (0241-78-7781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   221310532  医療法人　敬仁会　な〒960-0611 （支援診３）第295号       平成28年 4月 1日
     かのクリニック 伊達市保原町字城ノ内２０番地１
     024-575-2246  (024-575-2051)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   230711342  国分内科クリニック 〒962-0851 （支援診３）第296号       平成28年 4月 1日
     須賀川市中宿４４５番地
     0248-73-1155  (0248-73-1166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   240316449  古川内科眼科医院 〒963-8835 （支援診３）第298号       平成28年 4月 1日
     郡山市小原田４－１２－２６
     024-956-6500  (024-956-6503)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   250314550  池田内科医院 〒963-0111 一般         6（支援診３）第299号       平成28年 4月 1日
     郡山市安積町荒井字下北井前４３介護        10
     －５
     024-946-3251  (024-946-3252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   263111557  医療法人　峰園会　せ〒963-7759 （支援診３）第301号       平成28年 4月 1日
     んざき医院 田村郡三春町字大町３２みはる壱
     番館１Ｆ
     0247-61-2777  (0247-61-2788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   270711037  医療法人　吉田医院 〒962-0841 （支援診３）第302号       平成28年 4月 1日
     須賀川市上北町９６－１
     0248-76-2117  (0248-76-2118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   283111565  雷クリニック 〒963-7769 （支援診３）第303号       平成28年 4月 1日
     田村郡三春町担橋２－１－２
     0247-62-6333  (0247-62-6363)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   290711722  石川内科 〒962-0007 （支援診３）第305号       平成28年 4月 1日
     須賀川市下宿町５７番地
     0248-63-9020  (0248-63-9021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   301310177  医療法人すずき医院 〒960-0652 （支援診３）第306号       平成28年 4月 1日
     伊達市保原町字西町１７５
     0245-75-2563  (024-575-3999)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   310115783  笹木野みやけ内科外科〒960-8057 一般        12（支援診３）第308号       平成28年 4月 1日
     福島市笹木野字中小屋１６ー２
     024-559-1511  (024-559-1500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   320114299  医療法人創仁会あらい〒960-2156 一般    （支援診３）第310号       平成28年 4月 1日
     クリニック 福島市荒井字弁天前１７－１ 介護    
     024-593-1020  (024-593-1019)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   330117896  池田医院 〒960-0201 （支援診３）第313号       平成28年 6月 1日
     福島市飯坂町字若葉町５番地１
     024-542-4084  (024-542-4084)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   340711409  橋本医院 〒962-0051 （支援診３）第314号       平成28年 7月 1日
     須賀川市越久三斗内７６
     0248-75-5161  (0248-75-5214)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   351010777  佐藤内科胃腸科医院 〒969-1404 （支援診３）第316号       平成28年 7月 1日
     二本松市油井字八軒町５４
     0243-22-0174  (0243-22-0192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   360414731  小松医院 〒972-0161 （支援診３）第317号       平成28年 7月 1日
     いわき市遠野町上遠野字本町８４
     0246-89-2041  (0246-89-2939)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   370416017  あべクリニック 〒979-0333 （支援診３）第319号       平成28年 8月 1日
     いわき市久之浜町久之浜字九反坪
     １１
     0246-79-0030  (0246-79-0035)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   380316985  岡沼内科・往診クリニ〒963-0107 （支援診３）第320号       平成28年 8月 1日
     ック 郡山市安積３－３４９－１
     024-937-6030  (024-937-6031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   390416843  安島内科クリニック 〒970-8045 （支援診３）第321号       平成28年 8月 1日
     いわき市郷ケ丘２－３３－１
     0246-46-1000  (0246-46-1001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   400415761  医療法人　泰成会　木〒979-0201 （支援診３）第322号       平成28年10月 1日
     村医院 いわき市四倉町字西三丁目１４ー
     ９
     0246-32-2995  (0246-32-3005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   410115734  医療法人さいとう医院〒960-0211 （支援診３）第324号       平成28年10月 1日
     福島市飯坂町湯野字浦湊２－８
     024-542-3030  (024-542-3010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   420117987  しいの木おうちクリニ〒960-8001 （支援診３）第327号       平成28年12月 1日
     ック 福島市天神町１６－７
     024-573-0010  (024-573-0020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   430114588  鈴木医院 〒960-8164 （支援診３）第328号       平成29年 3月 1日
     福島市八木田字神明１４９－１
     024-545-0216  (024-545-0352)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   440711557  医療法人長沼クリニッ〒962-0203 （支援診３）第329号       平成29年 3月 1日
     ク 須賀川市長沼字殿町１１－３
     0248-67-2930  (0248-67-2931)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   450117508  こんの内科クリニック〒960-8051 （支援診３）第330号       平成29年 3月 1日
     福島市曽根田町３－１９
     024-573-1860  (024-573-1861)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   460116732  すえなが内科小児科医〒960-0241 （支援診３）第331号       平成28年 5月 1日
     院 福島市笹谷字中田４－１２
     024-558-1211  (024-558-1211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   470315672  医療法人むつき会　お〒963-0201 （支援診３）第332号       平成29年 3月 1日
     おつきまちクリニック郡山市大槻町字蝦夷坦６９－１
     024-961-5467  (024-953-4840)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   480212267  クリニック荒木 〒965-0064 （支援診３）第333号       平成29年 3月 1日
     会津若松市神指町黒川字湯川東２
     ２７
     0242-32-9229  (0242-32-9228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   490711631  春日クリニック 〒962-0844 （支援診３）第334号       平成29年 3月 1日
     須賀川市東町１１９－２
     0248-75-3551  (0248-75-3590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   500212093  医療法人　長谷川内科〒965-0033 （支援診３）第335号       平成29年 4月 1日
     消化器科医院 会津若松市行仁町３－３１
     0242-22-7180  (0242-22-7186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   510511478  白河在宅支援診療所 〒961-0003 （支援診３）第336号       平成29年 4月 1日
     白河市泉田池ノ上８３－１
     0248-22-5101  (0248-24-4526)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   520117805  石井クリニック 〒960-8101 （支援診３）第337号       平成29年 4月 1日
     福島市上町４－３４
     024-522-4987  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   532210392  針谷クリニック 〒969-0403 （支援診３）第339号       平成29年 4月 1日
     岩瀬郡鏡石町久来石南４９８－３
     0248-62-5200  (0248-62-5935)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   540711052  あづまクリニック 〒962-0853 （支援診３）第340号       平成29年 4月 1日
     須賀川市前川５２－１
     0248-72-3755  (0248-72-3758)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   550117706  サポート２４笹谷クリ〒960-0241 （支援診３）第341号       平成29年 4月 1日
     ニック 福島市笹谷字稲場２３番地４
     024-597-8221  (024-597-8222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   561110148  医療法人明孝会　青山〒963-4602 一般         2（支援診３）第343号       平成29年 4月 1日
     医院 田村市常葉町常葉字荒町４８
     0247-77-2015  (0247-77-2182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   570113663  かんの消化器科外科医〒960-8202 （支援診３）第344号       平成29年 4月 1日
     院 福島市山口字雷２０
     024-533-3801  (024-533-3802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   580117839  サポート２４訪問診療〒960-8252 （支援診３）第345号       平成29年 4月 1日
     クリニック 福島市御山字松川原１番２２
     024-563-3160  (024-563-3161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   590114935  医療法人すずきクリニ〒960-1241 一般         8（支援診３）第346号       平成28年 4月 1日
     ック 福島市松川町字桜内７－２ 療養        11
     024-567-2661  (024-567-2701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   600416850  医療法人社団　正風会〒971-8101 （支援診３）第347号       平成28年 4月 1日
     　石井正記念　石井医いわき市小名浜字本町６０
     院 0246-54-5330  (0246-52-1160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   610317199  東原クリニック 〒963-0551 （支援診３）第348号       平成29年 4月 1日
     郡山市喜久田町字前北１７－１
     024-925-1616  (024-925-1615)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   620114554  医療法人安斎外科胃腸〒960-8131 （支援診３）第349号       平成29年 4月 1日
     科医院 福島市北五老内町３－２２
     0245-35-3353  (024-535-3359)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   632511120  磐梯町医療センター 〒969-3301 一般        19（支援診３）第350号       平成29年 4月 1日
     (2530415  ) 耶麻郡磐梯町大字磐梯字諏訪山２
     ９２６
     0242-73-2110  (0242-73-3563)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   640317413  まつもと内科クリニッ〒963-0725 （支援診３）第351号       平成29年 4月 1日
     ク 郡山市田村町金屋字マセ口４番地
     １
     024-953-7412  (024-953-7413)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   650117300  ライフ・ナビ　クリニ〒960-8114 （支援診３）第352号       平成29年 4月 1日
     ック 福島市松浪町７－２６
     024-533-7771  (024-533-7775)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   660316308  さくまファミリークリ〒963-8033 （支援診３）第353号       平成29年 4月 1日
     ニック 郡山市亀田１－５１－１２
     024-927-5530  (024-927-5531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   670416256  医療法人あさうら会　〒973-8411 一般        19（支援診３）第354号       平成29年 4月 1日
     須田医院 いわき市小島町１－５－２
     0246-27-6060  (0246-27-1617)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   682011808  医療法人武田胃腸科内〒969-1761 （支援診３）第355号       平成29年 4月 1日
     科医院 伊達郡国見町大字藤田字北１２
     024-585-2630  (024-585-2014)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   690416264  医療法人あさうら会　〒979-0333 （支援診３）第356号       平成29年 4月 1日
     久之浜医院 いわき市久之浜町久之浜字中町２
     ０
     0246-82-3223  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   700315722  あさかの杜クリニック〒963-0112 （支援診３）第357号       平成29年 4月 1日
     郡山市安積町成田字漆山５０
     024-937-3151  (024-946-8522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   710117573  宍戸医院 〒960-0101 （支援診３）第358号       平成29年 4月 1日
     福島市瀬上町字幸町８番地
     024-553-5010  (024-554-4659)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   720211863  医療法人吉田内科 〒965-0878 （支援診３）第359号       平成29年 4月 1日
     会津若松市中町１－２６
     0242-27-0537  (0242-38-2263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   732810712  きたむら整形外科 〒969-0222 （支援診３）第360号       平成29年 4月 1日
     西白河郡矢吹町八幡町２６１－１
     0248-42-5533  (0248-42-5533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   742210558  よしだ総合診療・在宅〒969-0401 （支援診３）第361号       平成29年 4月 1日
     ケアクリニック 岩瀬郡鏡石町不時沼２１７番地１
     0248-62-2508  (0248-62-2508)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   750418062  医療法人　洋向台クリ〒970-0314 （支援診３）第362号       平成29年 4月 1日
     ニック いわき市洋向台４－１－２
     0246-55-5150  (0246-55-5125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   762510973  医療法人社団敬天会小〒969-3131 （支援診３）第363号       平成29年 4月 1日
     川医院 耶麻郡猪苗代町字カキ田３９３
     0242-62-2132  (0242-62-3021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   770314659  医療法人西田診療所 〒963-0922 （支援診３）第364号       平成29年 4月 1日
     郡山市西田町三町目字竹ノ内１２
     ８
     024-971-3763  (024-981-0010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   780115700  野田循環器・消化器内〒960-0113 （支援診３）第365号       平成29年 4月 1日
     科外科クリニック 福島市北矢野目字原田５９－５
     024-559-1133  (024-559-1132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   791410175  医療法人渡辺クリニッ〒969-1101 （支援診３）第366号       平成29年 4月 1日
     ク 本宮市高木字高木１９－６
     0243-34-3311  (0243-34-3318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   803011153  中島医院 〒963-7851 （支援診３）第367号       平成29年 4月 1日
     石川郡石川町字新町４６－１
     0247-26-3415  (0247-26-3416)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   810115155  医療法人佐藤医院 〒960-8032 （支援診３）第368号       平成29年 4月 1日
     福島市陣場町１－８
     024-522-2489  (024-522-2498)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   823011088  ひらた中央クリニック〒963-8202 （支援診３）第371号       平成29年 4月 1日
     (3030563  ) 石川郡平田村大字上蓬田字大隅３
     ０
     0247-25-1414  (0247-25-1400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   830810920  あきもと整形外科クリ〒966-0850 （支援診３）第372号       平成28年 4月 1日
     ニック 喜多方市字下川原８２９０－１２
     0241-21-1515  (0241-21-1599)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   840114257  医療法人社団杏仁会な〒960-8011 （支援診３）第373号       平成29年 4月 1日
     かむら外科内科クリニ福島市宮下町１５－１８
     ック 024-535-7518  (024-533-8262)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   850114869  医療法人菊池クリニッ〒960-8112 （支援診３）第375号       平成29年 4月 1日
     ク 福島市花園町７－３１
     024-535-4091  (024-534-8766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   862810811  ニューロクリニック 〒961-8051 （支援診３）第376号       平成29年 4月 1日
     西白河郡西郷村字下前田東５番地
     １
     0248-24-4111  (0248-24-4112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   870313362  医療法人佐々木医院 〒963-8046 （支援診３）第377号       平成29年 4月 1日
     郡山市町東１－１９６
     024-952-3661  (024-952-8203)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   880117789  医療法人　健腎会　大〒960-1101 （支援診３）第378号       平成29年 4月 1日
     森中央泌尿器科・内科福島市大森字街道下７０番地２
     ・外科クリニック 024-546-3725  (024-546-3726)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   890416769  渡辺内科・胃腸科 〒970-8026 （支援診３）第379号       平成29年 4月 1日
     いわき市平字倉前１１３－１
     0246-25-7272  (0246-25-2523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   900212655  白虎ファミリークリニ〒965-0009 （支援診３）第381号       平成29年 4月 1日
     ック 会津若松市八角町１３－３８
     0242-37-7866  (0242-37-7865)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   910314261  根本医院 〒963-1246 （支援診３）第382号       平成29年 4月 1日
     郡山市田村町谷田川字北表４５
     024-955-3113  (024-955-3694)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   920315086  やまさわ内科 〒963-8042 （支援診３）第384号       平成29年 4月 1日
     郡山市不動前１－３９
     024-938-4171  (024-932-5566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   930314741  五十嵐内科医院 〒963-8835 （支援診３）第385号       平成29年 4月 1日
     郡山市小原田２－１７－１４
     024-942-7755  (024-942-7861)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   940117029  医療法人泰博会　村島〒960-0201 （支援診３）第387号       平成29年 4月 1日
     医院 福島市飯坂町字東堀切８
     024-542-2131  (024-542-2190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   951110098  白岩医院 〒963-4602 （支援診３）第388号       平成29年 4月 1日
     田村市常葉町常葉字内町４８
     0247-77-2036  (0247-77-4422)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   960511395  医療法人　緑桜会　緑〒961-0309 （支援診３）第389号       平成29年 4月 1日
     が丘さくら診療所 白河市東深仁井田字道山６－１０
     0248-35-1555  (0248-35-1556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   970417338  こじま内科 〒972-0161 （支援診３）第390号       平成29年 4月 1日
     いわき市遠野町上遠野字太田２０
     －３
     0246-74-1500  (0246-74-1501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   983010981  医療法人社団愛恵会大〒963-7858 （支援診３）第392号       平成29年 4月 1日
     野診療所 石川郡石川町字下泉１７１
     0247-26-2615  (0247-26-1184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   990117847  医療法人温故堂山家整〒960-8153 （支援診３）第393号       平成29年 4月 1日
     形外科 福島市黒岩字榎平６５番地の１
     024-572-7725  (024-572-7726)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1000511197  鈴木ホームクリニック〒961-0982 （支援診３）第394号       平成29年 5月 1日
     白河市南真舟６－２
     0248-31-8181  (0248-31-8200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1010315938  鈴木医院 〒963-1412 （支援診３）第395号       平成29年 5月 1日
     郡山市湖南町舘字伊勢ノ前１２３
     ７－５
     024-982-2113  (024-982-3261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1023211456  馬場医院 〒979-0403 （支援診３）第396号       平成29年 5月 8日
     双葉郡広野町下浅見川字広長１０
     ０－６
     0240-27-2231  (0240-27-4007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1031010983  みうら内科クリニック〒964-0806 （支援診３）第397号       平成29年 6月 1日
     二本松市羽石１１０－６
     0243-22-5512  (0243-22-5706)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1040212804  医療法人くらしげ内科〒965-0016 （支援診３）第398号       平成29年 6月 1日
     小児科医院 会津若松市中島町６－５
     0242-39-3550  (0242-39-3560)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1051310136  医療法人せきね医院 〒960-0902 （支援診３）第399号       平成29年 6月 1日
     伊達市月舘町月舘字町３６
     024-572-2333  (024-572-2390)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1060417791  中山医院 〒970-0313 （支援診３）第401号       平成29年 6月 1日
     いわき市中之作字川岸３７
     0246-55-8141  (0246-55-8142)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1070711375  矢部医院 〒962-0839 （支援診３）第402号       平成29年 6月 1日
     須賀川市大町２８０
     0248-75-2069  (0248-75-2083)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1080212051  医療法人遠山会遠山胃〒965-0043 一般         3（支援診３）第403号       平成29年 6月 1日
     腸科内科医院 会津若松市城北町６－１
     0242-24-8911  (0242-24-8989)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1090313388  医療法人慈慧会　安積〒963-0107 （支援診３）第404号       平成29年 6月 1日
     整形外科 郡山市安積３－３４７
     024-945-1191  (024-945-1191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1102310804  只見町国民健康保険朝〒968-0442 一般        10（支援診３）第406号       平成29年 6月 1日
     (2330626  ) 日診療所 南会津郡只見町大字長浜字久保田療養         9
     ３１
     0241-84-2221  (0241-84-2223)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1110316506  ひろさか内科クリニッ〒963-8041 （支援診３）第407号       平成29年 4月 1日
     ク 郡山市富田町字中ノ目４１
     024-962-0230  (024-962-0231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1122910967  つちやクリニック 〒963-5405 （支援診３）第409号       平成29年 4月 1日
     東白川郡塙町大字塙字材木町１０
     －１
     0247-43-2250  (0247-43-2250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1130511320  くにい増見クリニック〒969-0308 （支援診３）第411号       平成29年 7月 1日
     白河市大信増見字下ノ田４５
     0248-46-2258  (0248-46-2488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1140317033  いしだ内科 〒963-8023 （支援診３）第413号       平成29年 7月 1日
     郡山市緑町１－６
     024-922-3648  (024-924-5025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1150315128  たるかわクリニック 〒963-0209 （支援診３）第414号       平成29年 7月 1日
     郡山市御前南一丁目１３
     024-966-3311  (024-966-3312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1162810803  かねこクリニック 〒961-8052 （支援診３）第415号       平成29年 8月 1日
     西白河郡西郷村字道南東１１番地
     0248-24-3111  (0248-24-3113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1170115767  さとう胃腸科クリニッ〒960-8002 （支援診３）第416号       平成29年 8月 1日
     ク 福島市森合町２ー２１
     024-536-0133  (024-536-0133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1180416819  医療法人　道済会　み〒971-8124 （支援診３）第418号       平成29年 9月 1日
     ちや内科・胃腸科 いわき市小名浜住吉字道下３３－
     １
     0246-58-4180  (0246-76-1620)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1190315987  一般財団法人　脳神経〒963-8563 （支援診３）第419号       平成29年 4月 1日
     (0333598  ) 疾患研究所　附属　南郡山市八山田７－１６１
     東北医療クリニック 024-934-5432  (024-934-5441)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1200711755  あべ内科医院 〒962-0122 （支援診３）第420号       平成29年10月 1日
     須賀川市木之崎字寺前７７番地６
     0248-69-1122  (0248-69-1100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1211011007  整形外科・内科・リウ〒964-0903 （支援診３）第421号       平成29年11月 1日
     マチ科　小林医院 二本松市根崎二丁目１９７番地
     0243-22-0682  (0243-22-0682)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1220417825  くさのファミリー内科〒970-8034 （支援診３）第422号       平成29年 4月 1日
     クリニック いわき市平上荒川字長尾４１－１
     ２
     0246-28-1600  (0246-28-1605)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1230313883  医療法人杏和会今村ホ〒963-8023 （支援診３）第424号       平成30年 4月 1日
     ームクリニック 郡山市緑町４－１２
     024-922-8999  (024-925-5678)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1243310647  菅野医院 〒979-2702 （支援診３）第425号       平成30年 4月 1日
     相馬郡新地町谷地小屋字萩崎６１
     ー１
     0244-63-2388  (0244-62-5110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1250315433  医療法人　根本クリニ〒963-8012 （支援診３）第426号       平成28年 4月 1日
     ック 郡山市咲田１－５－１１
     024-922-9405  (024-924-1250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1260316779  本町鈴木クリニック 〒963-8871 （支援診３）第427号       平成29年 6月 1日
     郡山市本町２－２－７
     024-922-0556  (024-933-9451)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1273111524  石塚醫院 〒963-3401 一般        18（支援診３）第428号       平成28年 4月 1日
     田村郡小野町大字小野新町字品ノ
     木１２３
     0247-72-2161  (0247-72-6178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1280116104  上野寺内科クリニック〒960-8076 （支援診３）第429号       平成30年 4月 1日
     福島市上野寺字西原９－１
     024-592-2111  (024-592-2115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1290910969  大石医院 〒976-0042 （支援診３）第430号       平成30年 4月 1日
     相馬市中村字大町４７
     0244-35-3451  (0244-35-6127)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1300711656  医療法人　関根医院 〒962-0031 （支援診３）第431号       平成30年 4月 1日
     須賀川市影沼町２２６－３
     0248-73-1035  (0248-73-1036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1310315532  さとう脳神経クリニッ〒963-8041 （支援診３）第432号       平成29年 4月 1日
     ク 郡山市富田町字稲川原７７
     024-990-1770  (024-990-1771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1320212945  二瓶クリニック 〒965-0102 （支援診３）第433号       平成30年 5月 1日
     会津若松市真宮新町北１－１１－
     １
     0242-58-3885  (0242-58-3902)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1330115163  清明クリニック 〒960-8062 （支援診３）第434号       平成30年 5月 1日
     福島市清明町３－８
     024-521-0855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1341011015  佐久間内科小児科医院〒964-0917 （支援診３）第435号       平成30年 5月 1日
     二本松市本町１－２３７
     0243-22-0570  (0243-23-4830)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 6月 1日     46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10314659  医療法人西田診療所 〒963-0922 （在総）第124号           平成18年 4月 1日
     郡山市西田町三町目字竹ノ内１２
     ８
     024-971-3763  (024-981-0010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20115700  野田循環器・消化器内〒960-0113 （在総）第125号           平成18年 4月 1日
     科外科クリニック 福島市北矢野目字原田５９－５
     024-559-1133  (024-559-1132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30711342  国分内科クリニック 〒962-0851 （在総）第128号           平成18年 4月 1日
     須賀川市中宿４４５番地
     0248-73-1155  (0248-73-1166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40316027  さかえ内科クリニック〒963-8803 （在総）第129号           平成18年 4月 1日
     郡山市横塚２－１５－６
     024-941-2202  (024-941-2201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50711409  橋本医院 〒962-0051 （在総）第130号           平成18年 4月 1日
     須賀川市越久三斗内７６
     0248-75-5161  (0248-75-5214)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60315433  医療法人　根本クリニ〒963-8012 （在総）第131号           平成18年 4月 1日
     ック 郡山市咲田１－５－１１
     024-922-9405  (024-924-1250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70314741  五十嵐内科医院 〒963-8835 （在総）第133号           平成18年 4月 1日
     郡山市小原田２－１７－１４
     024-942-7755  (024-942-7861)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80711557  医療法人長沼クリニッ〒962-0203 （在総）第135号           平成18年 4月 1日
     ク 須賀川市長沼字殿町１１－３
     0248-67-2930  (0248-67-2931)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90313743  山本内科医院 〒963-8871 （在総）第138号           平成18年 4月 1日
     郡山市本町２－７－１５
     024-933-1133  (024-933-1134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100115783  笹木野みやけ内科外科〒960-8057 一般        12（在総）第141号           平成18年 4月 1日
     福島市笹木野字中小屋１６ー２
     024-559-1511  (024-559-1500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   111310219  医療法人掛田中央内科〒960-0801 （在総）第144号           平成18年 4月 1日
     伊達市霊山町掛田字西裏４９－１
     024-586-1315  (024-586-3666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 6月 1日     47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   121310326  保原中央クリニック 〒960-0611 （在総）第146号           平成18年 4月 1日
     伊達市保原町字城ノ内７３－１
     024-575-3231  (024-575-3233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   130314550  池田内科医院 〒963-0111 一般         6（在総）第147号           平成18年 4月 1日
     郡山市安積町荒井字下北井前４３介護        10
     －５
     024-946-3251  (024-946-3252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   140417338  こじま内科 〒972-0161 （在総）第149号           平成18年 4月 1日
     いわき市遠野町上遠野字太田２０
     －３
     0246-74-1500  (0246-74-1501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   150414731  小松医院 〒972-0161 （在総）第151号           平成18年 4月 1日
     いわき市遠野町上遠野字本町８４
     0246-89-2041  (0246-89-2939)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   160314972  石井在宅クリニック 〒963-8862 （在総）第153号           平成18年 4月 1日
     郡山市菜根３－２５－８
     024-936-7200  (024-936-7201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   171010728  みずのクリニック 〒964-0903 （在総）第155号           平成18年 4月 1日
     二本松市根崎１－５５
     0243-23-5158  (0243-23-5191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   180114588  鈴木医院 〒960-8164 （在総）第156号           平成18年 4月 1日
     福島市八木田字神明１４９－１
     024-545-0216  (024-545-0352)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   190315094  いがらし内科外科クリ〒963-8026 （在総）第160号           平成18年 4月 1日
     ニック 郡山市並木二丁目１２－７
     024-931-3200  (024-931-3350)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   200711052  あづまクリニック 〒962-0853 （在総）第162号           平成18年 4月 1日
     須賀川市前川５２－１
     0248-72-3755  (0248-72-3758)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   210113655  本田内科医院 〒960-0231 （在総）第165号           平成18年 4月 1日
     福島市飯坂町平野字東原４２－１
     ２
     024-542-0666  (024-542-0666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   220211541  医療生協会津若松診療〒965-0818 （在総）第166号           平成18年 4月 1日
     所 会津若松市東千石１－２－１３
     0242-28-0892  (0242-27-6954)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 6月 1日     48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   230416843  安島内科クリニック 〒970-8045 （在総）第169号           平成18年 4月 1日
     いわき市郷ケ丘２－３３－１
     0246-46-1000  (0246-46-1001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   240114158  医療法人待井循環器科〒960-8073 （在総）第170号           平成18年 4月 1日
     内科クリニック 福島市南中央１－７０
     024-533-5578  (024-533-5660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   250114182  きらり健康生活協同組〒960-8055 一般        19（在総）第174号           平成18年 4月 1日
     合　須川診療所 福島市野田町１－１２－７２
     024-531-6311  (024-531-6386)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   260314782  平栗内科医院 〒963-8006 （在総）第176号           平成18年 4月 1日
     郡山市赤木町１２－１５
     024-924-0207  (024-924-0207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   270115163  清明クリニック 〒960-8062 （在総）第178号           平成18年 4月 1日
     福島市清明町３－８
     024-521-0855  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   280212655  白虎ファミリークリニ〒965-0009 （在総）第182号           平成18年 4月 1日
     ック 会津若松市八角町１３－３８
     0242-37-7866  (0242-37-7865)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   290315086  やまさわ内科 〒963-8042 （在総）第185号           平成18年 4月 1日
     郡山市不動前１－３９
     024-938-4171  (024-932-5566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   300315532  さとう脳神経クリニッ〒963-8041 （在総）第186号           平成18年 4月 1日
     ク 郡山市富田町字稲川原７７
     024-990-1770  (024-990-1771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   310315672  医療法人むつき会　お〒963-0201 （在総）第188号           平成18年 4月 1日
     おつきまちクリニック郡山市大槻町字蝦夷坦６９－１
     024-961-5467  (024-953-4840)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   320415761  医療法人　泰成会　木〒979-0201 （在総）第191号           平成18年 4月 1日
     村医院 いわき市四倉町字西三丁目１４ー
     ９
     0246-32-2995  (0246-32-3005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   330416017  あべクリニック 〒979-0333 （在総）第192号           平成18年 4月 1日
     いわき市久之浜町久之浜字九反坪
     １１
     0246-79-0030  (0246-79-0035)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 6月 1日     49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   340810920  あきもと整形外科クリ〒966-0850 （在総）第197号           平成18年 4月 1日
     ニック 喜多方市字下川原８２９０－１２
     0241-21-1515  (0241-21-1599)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   351110148  医療法人明孝会　青山〒963-4602 一般         2（在総）第199号           平成18年 4月 1日
     医院 田村市常葉町常葉字荒町４８
     0247-77-2015  (0247-77-2182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   362011808  医療法人武田胃腸科内〒969-1761 （在総）第201号           平成18年 4月 1日
     科医院 伊達郡国見町大字藤田字北１２
     024-585-2630  (024-585-2014)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   372210392  針谷クリニック 〒969-0403 （在総）第202号           平成18年 4月 1日
     岩瀬郡鏡石町久来石南４９８－３
     0248-62-5200  (0248-62-5935)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   380114554  医療法人安斎外科胃腸〒960-8131 （在総）第204号           平成18年 4月 1日
     科医院 福島市北五老内町３－２２
     0245-35-3353  (024-535-3359)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   390416769  渡辺内科・胃腸科 〒970-8026 （在総）第205号           平成18年 4月 1日
     いわき市平字倉前１１３－１
     0246-25-7272  (0246-25-2523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   402710672  こばやしファミリーク〒969-6261 （在総）第209号           平成18年 4月 1日
     リニック 大沼郡会津美里町字高田道上２８
     ４１－１
     0242-55-0388  (0242-55-0399)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   413310647  菅野医院 〒979-2702 （在総）第210号           平成18年 4月 1日
     相馬郡新地町谷地小屋字萩崎６１
     ー１
     0244-63-2388  (0244-62-5110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   420115965  松川クリニック 〒960-1231 （在総）第213号           平成18年 4月 1日
     福島市松川町沼袋字北原８４－１
     １
     024-537-2055  (024-537-2077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   430115916  きらり健康生活協同組〒960-8251 （在総）第216号           平成18年 4月 1日
     (0133329  ) 合　上松川診療所 福島市北沢又字番匠田５
     024-558-1111  (024-558-1221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   440313362  医療法人佐々木医院 〒963-8046 （在総）第217号           平成18年 4月 1日
     郡山市町東１－１９６
     024-952-3661  (024-952-8203)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 6月 1日     50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   450116146  きらり健康生活協同組〒960-8152 （在総）第220号           平成18年 5月 1日
     合　とやのクリニック福島市鳥谷野字宮畑６４－１
     024-544-1122  (024-544-1919)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   460314261  根本医院 〒963-1246 （在総）第221号           平成18年 5月 1日
     郡山市田村町谷田川字北表４５
     024-955-3113  (024-955-3694)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   470316308  さくまファミリークリ〒963-8033 （在総）第225号           平成18年 6月 1日
     ニック 郡山市亀田１－５１－１２
     024-927-5530  (024-927-5531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   481310193  医療法人桑名医院 〒960-0461 （在総）第226号           平成18年 6月 1日
     伊達市片町４１
     0245-83-3024  (024-584-2371)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   490113663  かんの消化器科外科医〒960-8202 （在総）第227号           平成18年 7月 1日
     院 福島市山口字雷２０
     024-533-3801  (024-533-3802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   503010981  医療法人社団愛恵会大〒963-7858 （在総）第229号           平成18年 4月 1日
     野診療所 石川郡石川町字下泉１７１
     0247-26-2615  (0247-26-1184)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   510416850  医療法人社団　正風会〒971-8101 （在総）第231号           平成18年 8月 1日
     　石井正記念　石井医いわき市小名浜字本町６０
     院 0246-54-5330  (0246-52-1160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   523011088  ひらた中央クリニック〒963-8202 （在総）第234号           平成18年11月 1日
     (3030563  ) 石川郡平田村大字上蓬田字大隅３
     ０
     0247-25-1414  (0247-25-1400)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   533011153  中島医院 〒963-7851 （在総）第235号           平成18年11月 1日
     石川郡石川町字新町４６－１
     0247-26-3415  (0247-26-3416)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   540316449  古川内科眼科医院 〒963-8835 （在総）第236号           平成18年10月 2日
     郡山市小原田４－１２－２６
     024-956-6500  (024-956-6503)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   551310409  おの整形外科クリニッ〒960-0777 （在総）第237号           平成18年10月 1日
     ク 伊達市梁川町字西土橋１２０
     024-527-1055  (024-527-1050)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 6月 1日     51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   560511395  医療法人　緑桜会　緑〒961-0309 （在総）第239号           平成18年12月 1日
     が丘さくら診療所 白河市東深仁井田字道山６－１０
     0248-35-1555  (0248-35-1556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   570114299  医療法人創仁会あらい〒960-2156 一般    （在総）第244号           平成19年 4月 1日
     クリニック 福島市荒井字弁天前１７－１ 介護    
     024-593-1020  (024-593-1019)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   580416256  医療法人あさうら会　〒973-8411 一般        19（在総）第245号           平成19年 4月 1日
     須田医院 いわき市小島町１－５－２
     0246-27-6060  (0246-27-1617)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   591410175  医療法人渡辺クリニッ〒969-1101 （在総）第248号           平成19年 4月 1日
     ク 本宮市高木字高木１９－６
     0243-34-3311  (0243-34-3318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   600810839  医療生協きたかた診療〒966-0095 （在総）第249号           平成19年 7月 1日
     所 喜多方市字押切東１－３３
     0241-23-3611  (0241-23-2866)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   610117029  医療法人泰博会　村島〒960-0201 （在総）第250号           平成19年 9月 1日
     医院 福島市飯坂町字東堀切８
     024-542-2131  (024-542-2190)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   620711631  春日クリニック 〒962-0844 （在総）第254号           平成19年10月 1日
     須賀川市東町１１９－２
     0248-75-3551  (0248-75-3590)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   630417601  あんざいクリニック 〒970-8032 （在総）第255号           平成19年12月 1日
     いわき市平下荒川字大作１３３－
     ５
     0246-88-6305  (0246-88-6307)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   640212267  クリニック荒木 〒965-0064 （在総）第257号           平成20年 4月 1日
     会津若松市神指町黒川字湯川東２
     ２７
     0242-32-9229  (0242-32-9228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   650416264  医療法人あさうら会　〒979-0333 （在総）第260号           平成20年 4月 1日
     久之浜医院 いわき市久之浜町久之浜字中町２
     ０
     0246-82-3223  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   660114869  医療法人菊池クリニッ〒960-8112 （在総）第262号           平成20年 4月 1日
     ク 福島市花園町７－３１
     024-535-4091  (024-534-8766)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 6月 1日     52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   670117193  きらり健康生活協同組〒960-0101 （在総）第263号           平成20年 4月 1日
     合　せのうえ健康クリ福島市瀬上町字四斗蒔１－６
     ニック 024-554-5757  (024-597-6626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   680116328  わたなべクリニック 〒960-1108 （在総）第265号           平成20年10月 1日
     福島市成川字神崎４０－１
     024-593-3172  (024-593-5321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   690315722  あさかの杜クリニック〒963-0112 （在総）第267号           平成21年 2月 1日
     郡山市安積町成田字漆山５０
     024-937-3151  (024-946-8522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   702510973  医療法人社団敬天会小〒969-3131 （在総）第268号           平成21年 2月 1日
     川医院 耶麻郡猪苗代町字カキ田３９３
     0242-62-2132  (0242-62-3021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   710117276  久津医院 〒960-8117 （在総）第270号           平成21年 4月 1日
     福島市入江町１３－３
     024-525-4561  (024-525-4514)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   720117300  ライフ・ナビ　クリニ〒960-8114 （在総）第272号           平成21年 7月 1日
     ック 福島市松浪町７－２６
     024-533-7771  (024-533-7775)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   731310177  医療法人すずき医院 〒960-0652 （在総）第276号           平成22年 4月 1日
     伊達市保原町字西町１７５
     0245-75-2563  (024-575-3999)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   743111557  医療法人　峰園会　せ〒963-7759 （在総）第277号           平成22年 4月 1日
     んざき医院 田村郡三春町字大町３２みはる壱
     番館１Ｆ
     0247-61-2777  (0247-61-2788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   750811027  くまたクリニック 〒969-3512 （在総）第278号           平成22年 4月 1日
     喜多方市塩川町字東栄町５－５－
     １１
     0241-28-1233  (0241-28-1244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   760117417  おおもり内科・循環器〒960-1101 （在総）第281号           平成23年 6月 1日
     科クリニック 福島市大森字坿７９－１
     024-544-0577  (024-544-0585)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   773111326  のざわ内科クリニック〒963-7719 （在総）第283号           平成23年 8月 1日
     田村郡三春町大字貝山字岩田８６
     ー２
     0247-61-1500  (0247-61-1501)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 6月 1日     53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   780316977  青山医院 〒963-0534 （在総）第285号           平成24年 1月 1日
     郡山市日和田町字南原２－１３３
     024-958-2925  (024-958-2023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   790117458  ふくしま在宅緩和ケア〒960-8161 （在総）第286号           平成24年 1月 1日
     クリニック 福島市郷野目字宝来町２１－３
     024-544-6987  (024-544-6988)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   800316985  岡沼内科・往診クリニ〒963-0107 （在総）第287号           平成24年 1月 1日
     ック 郡山市安積３－３４９－１
     024-937-6030  (024-937-6031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   810417825  くさのファミリー内科〒970-8034 （在総）第288号           平成24年 3月 1日
     クリニック いわき市平上荒川字長尾４１－１
     ２
     0246-28-1600  (0246-28-1605)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   820711037  医療法人　吉田医院 〒962-0841 （在総）第289号           平成24年 4月 1日
     須賀川市上北町９６－１
     0248-76-2117  (0248-76-2118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   831310342  神岡クリニック 〒960-0801 （在総）第294号           平成24年 6月 1日
     伊達市霊山町掛田字中町１１－１
     024-586-1318  (024-586-3119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   840316506  ひろさか内科クリニッ〒963-8041 （在総）第295号           平成24年 6月 1日
     ク 郡山市富田町字中ノ目４１
     024-962-0230  (024-962-0231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   850117508  こんの内科クリニック〒960-8051 （在総）第298号           平成24年10月15日
     福島市曽根田町３－１９
     024-573-1860  (024-573-1861)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   860418062  医療法人　洋向台クリ〒970-0314 （在総）第300号           平成24年10月 1日
     ニック いわき市洋向台４－１－２
     0246-55-5150  (0246-55-5125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   872012350  村上医院 〒969-1761 （在総）第305号           平成25年 4月 1日
     伊達郡国見町大字藤田字北１１番
     地１
     024-585-2152  (024-585-5786)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   880317108  公益財団法人　星総合〒963-8803 （在総）第306号           平成25年 5月 1日
     病院　ほし横塚クリニ郡山市横塚２丁目２０番３６号
     ック 024-956-7778  (024-956-7771)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 6月 1日     54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   890117573  宍戸医院 〒960-0101 （在総）第307号           平成25年 5月 1日
     福島市瀬上町字幸町８番地
     024-553-5010  (024-554-4659)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   900317058  下地脳神経内科 〒963-0205 （在総）第309号           平成25年 7月 1日
     郡山市堤１－８４
     024-962-7751  (024-962-7750)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   910415274  医療法人石井内科クリ〒970-8043 （在総）第311号           平成25年10月 1日
     ニック いわき市中央台鹿島３－３５－３
     0246-31-0111  (0246-31-0112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   920711722  石川内科 〒962-0007 （在総）第314号           平成25年10月 1日
     須賀川市下宿町５７番地
     0248-63-9020  (0248-63-9021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   932910967  つちやクリニック 〒963-5405 （在総）第315号           平成26年 2月 1日
     東白川郡塙町大字塙字材木町１０
     －１
     0247-43-2250  (0247-43-2250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   940317199  東原クリニック 〒963-0551 （在総）第317号           平成26年 4月 1日
     郡山市喜久田町字前北１７－１
     024-925-1616  (024-925-1615)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   950117706  サポート２４笹谷クリ〒960-0241 （在総）第318号           平成26年 5月 1日
     ニック 福島市笹谷字稲場２３番地４
     024-597-8221  (024-597-8222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   963111532  三春町立三春病院 〒963-7752 一般        86（在総）第319号           平成26年 5月 1日
     田村郡三春町六升蒔５０
     0247-62-3131  (0247-62-1128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   972210558  よしだ総合診療・在宅〒969-0401 （在総）第323号           平成27年 2月 1日
     ケアクリニック 岩瀬郡鏡石町不時沼２１７番地１
     0248-62-2508  (0248-62-2508)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   980117789  医療法人　健腎会　大〒960-1101 （在総）第324号           平成27年 3月 1日
     森中央泌尿器科・内科福島市大森字街道下７０番地２
     ・外科クリニック 024-546-3725  (024-546-3726)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   990117805  石井クリニック 〒960-8101 （在総）第325号           平成27年 4月 1日
     福島市上町４－３４
     024-522-4987  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 6月 1日     55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1000418203  クリニック　阿部 〒971-8182 （在総）第326号           平成27年 4月 1日
     いわき市泉町滝尻字菅俣２２
     0246-85-5801  (0246-85-5803)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1010511478  白河在宅支援診療所 〒961-0003 （在総）第328号           平成27年 4月 1日
     白河市泉田池ノ上８３－１
     0248-22-5101  (0248-24-4526)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1020117839  サポート２４訪問診療〒960-8252 （在総）第330号           平成27年 7月 1日
     クリニック 福島市御山字松川原１番２２
     024-563-3160  (024-563-3161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1030117847  医療法人温故堂山家整〒960-8153 （在総）第331号           平成27年 7月 2日
     形外科 福島市黒岩字榎平６５番地の１
     024-572-7725  (024-572-7726)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1040418260  こやまクリニック 〒970-8026 （在総）第337号           平成28年 4月 1日
     いわき市平字愛谷町四丁目５番地
     の３
     0246-35-0890  (0246-35-0891)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1052310895  伊南小野木クリニック〒967-0501 （在総）第338号           平成28年 4月 1日
     南会津郡南会津町古町字新坂口１
     番地１１
     0241-78-7780  (0241-78-7781)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1060116963  医療法人　むつみ脳神〒960-8141 （在総）第339号           平成28年 4月 1日
     経・耳鼻科クリニック福島市渡利字鳥谷下町３８－１
     024-526-0873  (024-526-0875)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1071110122  医療法人健山会　船引〒963-4312 一般        14（在総）第341号           平成18年 4月 1日
     クリニック 田村市船引町船引字砂子田４２
     0247-82-0137  (0247-82-5125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1080117896  池田医院 〒960-0201 （在総）第342号           平成28年 6月 1日
     福島市飯坂町字若葉町５番地１
     024-542-4084  (024-542-4084)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1090115734  医療法人さいとう医院〒960-0211 （在総）第344号           平成18年 4月 1日
     福島市飯坂町湯野字浦湊２－８
     024-542-3030  (024-542-3010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1100117987  しいの木おうちクリニ〒960-8001 （在総）第346号           平成28年12月 1日
     ック 福島市天神町１６－７
     024-573-0010  (024-573-0020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 6月 1日     56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1110317413  まつもと内科クリニッ〒963-0725 （在総）第347号           平成29年 4月 1日
     ク 郡山市田村町金屋字マセ口４番地
     １
     024-953-7412  (024-953-7413)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1120114935  医療法人すずきクリニ〒960-1241 一般         8（在総）第349号           平成18年 4月 1日
     ック 福島市松川町字桜内７－２ 療養        11
     024-567-2661  (024-567-2701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1130415118  医療法人医和生会山内〒970-8036 （在総）第350号           平成18年 4月 1日
     クリニック いわき市平谷川瀬一丁目１６－５
     0246-25-8181  (0246-35-0915)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1141310565  大山クリニック 〒960-0468 （在総）第351号           平成29年 4月 1日
     伊達市北後１３番地１
     024-583-2136  (024-584-2045)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1153211456  馬場医院 〒979-0403 （在総）第352号           平成29年 5月 8日
     双葉郡広野町下浅見川字広長１０
     ０－６
     0240-27-2231  (0240-27-4007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1161010983  みうら内科クリニック〒964-0806 （在総）第353号           平成29年 6月 1日
     二本松市羽石１１０－６
     0243-22-5512  (0243-22-5706)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1171310136  医療法人せきね医院 〒960-0902 （在総）第354号           平成29年 6月 1日
     伊達市月舘町月舘字町３６
     024-572-2333  (024-572-2390)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1180316779  本町鈴木クリニック 〒963-8871 （在総）第355号           平成29年 6月 1日
     郡山市本町２－２－７
     024-922-0556  (024-933-9451)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1190417791  中山医院 〒970-0313 （在総）第356号           平成29年 6月 1日
     いわき市中之作字川岸３７
     0246-55-8141  (0246-55-8142)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1200313388  医療法人慈慧会　安積〒963-0107 （在総）第357号           平成29年 6月 1日
     整形外科 郡山市安積３－３４７
     024-945-1191  (024-945-1191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1210117235  生協いいの診療所 〒960-1301 （在総）第359号           平成29年 6月 1日
     福島市飯野町字後川２７－２
     024-562-4120  (024-562-4128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 6月 1日     57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1220112863  医療生協　わたり病院〒960-8141 一般       135（在総）第360号           平成24年 4月 1日
     福島市渡利字中江町３４ 療養        61
     024-521-2056  (024-521-2926)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1232310804  只見町国民健康保険朝〒968-0442 一般        10（在総）第361号           平成29年 7月 1日
     (2330626  ) 日診療所 南会津郡只見町大字長浜字久保田療養         9
     ３１
     0241-84-2221  (0241-84-2223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1240317033  いしだ内科 〒963-8023 （在総）第363号           平成29年 7月 1日
     郡山市緑町１－６
     024-922-3648  (024-924-5025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1250315128  たるかわクリニック 〒963-0209 （在総）第364号           平成29年 7月 1日
     郡山市御前南一丁目１３
     024-966-3311  (024-966-3312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1260315987  一般財団法人　脳神経〒963-8563 （在総）第365号           平成23年10月 1日
     (0333598  ) 疾患研究所　附属　南郡山市八山田７－１６１
     東北医療クリニック 024-934-5432  (024-934-5441)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1273111581  西山医院 〒963-7767 （在総）第366号           平成29年 9月 1日
     田村郡三春町字御免町１７９番地
     0247-62-2473  (0247-62-3761)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1280112509  医療法人五光会福島寿〒960-8102 一般        62（在総）第367号           平成22年 4月 1日
     光会病院 福島市北町１－４０
     024-521-1370  (024-521-1368)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1290418310  公益財団法人ときわ会〒970-8026 （在総）第368号           平成29年10月 1日
     　竹林貞吉記念クリニいわき市平字堂根町２番地の１デ
     ック ュオヒルズいわきザレジデンス２
     階
     0246-80-8222  (0246-80-8223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1300711755  あべ内科医院 〒962-0122 （在総）第369号           平成29年10月 1日
     須賀川市木之崎字寺前７７番地６
     0248-69-1122  (0248-69-1100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1310317470  モミの木クリニック 〒963-0207 （在総）第370号           平成29年11月 1日
     (0334711  ) 郡山市鳴神一丁目１－１
     024-926-0131  (024-926-0132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1321011007  整形外科・内科・リウ〒964-0903 （在総）第371号           平成29年11月 1日
     マチ科　小林医院 二本松市根崎二丁目１９７番地
     0243-22-0682  (0243-22-0682)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 6月 1日     58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  1330116211  医療生協わたり病院附〒960-0241 （在総）第373号           平成18年 4月 1日
     属ふれあいクリニック福島市笹谷字塗谷地２０－１
     さくらみず 024-559-2664  (024-559-2674)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1340417502  ゆうクリニック 〒974-8261 一般        19（在総）第374号           平成30年 4月 1日
     いわき市植田町本町２－５－７
     0246-63-1611  (0246-63-1615)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1350315938  鈴木医院 〒963-1412 （在総）第375号           平成30年 4月 1日
     郡山市湖南町舘字伊勢ノ前１２３
     ７－５
     024-982-2113  (024-982-3261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1360910969  大石医院 〒976-0042 （在総）第376号           平成30年 4月 1日
     相馬市中村字大町４７
     0244-35-3451  (0244-35-6127)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1371011015  佐久間内科小児科医院〒964-0917 （在総）第377号           平成30年 5月 1日
     二本松市本町１－２３７
     0243-22-0570  (0243-23-4830)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


