
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 ７対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    15110337  独立行政法人地域医療〒981-8501 一般 （一般入院）第1494号      平成28年 9月 1日
     (5130034  ) 機能推進機構　仙台病仙台市青葉区堤町　３ー１６ー１　　一般   428 病棟種別:一般
     院 022-275-3111  (022-234-4194) 病床区分:一般
     病棟数:7棟
     病床数:363床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割未満）
     看護職員夜間配置加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    25210806  公益財団法人仙台市医〒983-0824 一般 （一般入院）第1501号      平成28年10月 1日
     (5231675  ) 療センター仙台オープ仙台市宮城野区鶴ケ谷５－２２－　　一般   330 病棟種別:一般
     ン病院 １ 病床区分:一般
     022-252-1111  (022-252-0454) 病棟数:7棟
     病床数:302床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    31210412  登米市立登米市民病院〒987-0511 一般       258（一般入院）第1503号      平成28年10月 1日
     登米市迫町佐沼字下田中　２５ 病棟種別:一般
     0220-22-5511  (0220-22-5511) 病棟数:4棟
     病床数:168床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    45411834  一般財団法人広南会広〒982-0012 一般       209（一般入院）第1508号      平成28年10月 1日
     南病院 仙台市太白区長町南　４－２０－ 病棟種別:一般
     １ 病棟数:2棟
     022-248-2131  病床数:90床
     区分:７対１入院基本料
     病棟数（病棟群全体）:3棟
     病床数（病棟群全体）:150床
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
     病棟数（病棟群全体）:3棟
     病床数（病棟群全体）:150床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 ７対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    50610026  公立刈田綜合病院 〒989-0231 一般 （一般入院）第1516号      平成28年10月 1日
     白石市福岡蔵本字下原沖　３６ 　　一般   300 病棟種別:一般
     0224-25-2145  (0224-25-1535) 結核         4 病棟数:4棟
     一般（感染） 病床数:205床
                  4 区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    65510577  医療法人松田会松田病〒981-3217 一般        77（一般入院）第1517号      平成28年10月 1日
     (5530951  ) 院 仙台市泉区実沢字立田屋敷　１７療養        48 病棟種別:一般
     ー１ 病棟数:2棟
     022-378-5666  病床数:77床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    75513084  一般財団法人宮城県成〒981-3133 一般       116（一般入院）第1534号      平成28年10月 1日
     人病予防協会　附属　仙台市泉区泉中央１－６－１２ 病棟種別:一般
     仙台循環器病センター022-372-1111  (022-372-1483) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:112床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    85110014  一般財団法人厚生会　〒980-0873 一般       409（一般入院）第1535号      平成28年10月 1日
     仙台厚生病院 仙台市青葉区広瀬町　４ー１５ 病棟種別:一般
     022-222-6181  (022-267-0856) 病床区分:一般
     病棟数:8棟
     病床数:383床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     夜間急性期看護補助体制加算:
     夜間100対１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    95110048  独立行政法人労働者健〒981-0911 一般 （一般入院）第1539号      平成28年10月 1日
     (5130026  ) 康安全機構東北労災病仙台市青葉区台原　４ー３ー２１　　一般   548 病棟種別:一般
     院 022-275-1111  (022-275-4431) 病床区分:一般
     病棟数:10棟
     病床数:496床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 ７対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   101510142  医療法人永仁会永仁会〒989-6117 一般        80（一般入院）第1542号      平成28年10月 1日
     病院 大崎市古川旭　２－５－１ 病棟種別:一般
     0229-22-0063  病棟数:2棟
     病床数:80床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   115210111  光ケ丘スペルマン病院〒983-0833 一般       140（一般入院）第1545号      平成28年10月 1日
     仙台市宮城野区東仙台　６ー７ー 病棟種別:一般
     １ 病床区分:一般
     022-257-0231  (022-257-0201) 病棟数:2棟
     病床数:80床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   121110257  スズキ記念病院 〒989-2427 一般        78（一般入院）第1563号      平成29年 1月 1日
     岩沼市里の杜　３ー５ー５ 病棟種別:一般
     0223-23-3111  (0223-23-3123) 病棟数:2棟
     病床数:78床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   135410760  仙台赤十字病院 〒982-0801 一般       389（一般入院）第1571号      平成29年 3月 1日
     (5430038  ) 仙台市太白区八木山本町　２ー４ 病棟種別:一般
     ３ー３ 病棟数:5棟
     022-243-1111  (022-243-1102) 病床数:212床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   141310402  栗原市立栗原中央病院〒987-2205 一般       250（一般入院）第1572号      平成29年 3月 1日
     栗原市築館宮野中央　３－１－１療養        50 病棟種別:一般
     0228-21-5330  (0228-21-5350) 病棟数:4棟
     病床数:200床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   150210017  石巻赤十字病院 〒986-8522 一般       460（一般入院）第1574号      平成29年 3月 1日
     (0231209  ) 石巻市蛇田字西道下７１ 一般（感染） 病棟種別:一般
     0225-21-7220  (94-8019)              4 病棟数:9棟
     病床数:381床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   161410301  医療法人社団仙石病院〒981-0501 一般       120（一般入院）第1578号      平成29年 4月 1日
     東松島市赤井字台５３－７ 病棟種別:一般
     0225-83-2111  (0225-83-4310) 病棟数:2棟
     病床数:120床
     区分:７対１入院基本料



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 ７対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   172710360  公立黒川病院 〒981-3621 一般       110（一般入院）第1582号      平成29年 4月 1日
     黒川郡大和町吉岡字西桧木　６０療養        60 病棟種別:一般
     022-345-3101  (022-345-3143) 病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:７対１入院基本料
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   185110030  国家公務員共済組合連〒980-0803 一般       385（一般入院）第1583号      平成29年 4月 1日
     (5130018  ) 合会東北公済病院 仙台市青葉区国分町　２ー３ー１ 病棟種別:一般
     １ 病棟数:7棟
     022-227-2211  (022-263-8069) 病床数:289床
     区分:７対１入院基本料
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   198010021  独立行政法人国立病院〒983-8520 一般 （一般入院）第1592号      平成29年 5月 1日
     (8030025  ) 機構仙台医療センター仙台市宮城野区宮城野　２ー８ー　　一般   650 病棟種別:一般
     ８ 精神        48 病棟数:12棟
     022-293-1111  (022-291-8114) 病床数:585床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   202211013  みやぎ県南中核病院 〒989-1253 一般       310（一般入院）第1596号      平成29年 5月 1日
     (2230571  ) 柴田郡大河原町西　３８－１ 病棟種別:一般
     0224-51-5500  病棟数:6棟
     病床数:239床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   211310527  宮城県立循環器・呼吸〒989-4513 一般        90（一般入院）第1600号      平成29年 6月 1日
     器病センター 栗原市瀬峰根岸５５－２ 結核        50 病棟種別:一般
     0228-38-3151  病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   225117845  医療法人財団明理会　〒980-0021 一般       130（一般入院）第1601号      平成29年 6月 1日
     イムス明理会仙台総合仙台市青葉区中央４－５－１ 病棟種別:一般
     病院 022-268-3150  (022-225-3203) 病棟数:2棟
     病床数:90床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 ７対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   230310171  公益財団法人宮城厚生〒985-8506 一般       357（一般入院）第1603号      平成29年 6月 1日
     協会坂総合病院 塩竈市錦町　１６ー５ 病棟種別:一般
     022-365-5175  (022-366-2593) 病床区分:一般
     病棟数:8棟
     病床数:305床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   245213008  東北医科薬科大学病院〒983-8512 一般       420（一般入院）第1610号      平成29年 8月 1日
     (5231741  ) 仙台市宮城野区福室一丁目１２番精神        46 病棟種別:一般
     １号 病床区分:一般
     022-259-1221  (022-259-1232) 病棟数:8棟
     病床数:412床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   255116250  宮城県立こども病院 〒989-3126 一般 （一般入院）第1611号      平成29年 8月 1日
     (5133814  ) 仙台市青葉区落合４－３－１７ 　　一般   241 病棟種別:一般
     022-391-5111  (022-391-5118) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:12床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   261510019  大崎市民病院 〒989-6183 一般       486（一般入院）第1622号      平成29年10月 1日
     (1530013  ) 大崎市古川穂波３－８－１ 結核         8 病棟種別:一般
     0229-23-3311  (0229-23-5380) 一般（感染） 病棟数:10棟
                  6 病床数:422床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   275413269  仙台市立病院 〒982-0007 一般 （一般入院）第1627号      平成29年11月 1日
     (5431697  ) 仙台市太白区あすと長町１－１－　　一般   467 病棟種別:一般
     １ 精神        50 病棟数:9棟
     022-308-7111  (022-308-7153) 一般（感染） 病床数:381床
     　　感染     8 区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   285312651  東北医科薬科大学　若〒984-0042 一般       199（一般入院）第1631号      平成30年 1月 1日
     (5331566  ) 林病院 仙台市若林区大和町２ー２９ー１ 病棟種別:一般
     022-236-5911  (022-238-7987) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:161床
     区分:７対１入院基本料



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 ７対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   290610026  公立刈田綜合病院 〒989-0231 一般 （結核入院）第391号       平成25年12月 1日
     白石市福岡蔵本字下原沖　３６ 　　一般   300 病棟種別:結核
     0224-25-2145  (0224-25-1535) 結核         4 病棟数:1棟
     一般（感染） 病床数:4床
                  4 区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   301510019  大崎市民病院 〒989-6183 一般       486（結核入院）第393号       平成27年10月 1日
     (1530013  ) 大崎市古川穂波３－８－１ 結核         8 病棟種別:結核
     0229-23-3311  (0229-23-5380) 一般（感染） 病床区分:一般
                  6 病棟数:1棟
     病床数:8床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   318010146  東北大学病院 〒980-8574 一般     1,185（特定入院）第19号        平成28年10月 1日
     (8030108  ) 仙台市青葉区星陵町　１－１ 精神        40 病棟種別:一般
     022-717-7000  (022-275-6437) 病床区分:一般
     病棟数:21棟
     病床数:993床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
     病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   320711030  宮城県立がんセンター〒981-1239 一般       383（専門入院）第9号         平成28年10月 1日
     (0730424  ) 名取市愛島塩手字野田山４７－１ 病棟種別:一般
     022-384-3151  病棟数:5棟
     病床数:208床
     区分:７対１入院基本料
     病棟数（病棟群全体）:8棟
     病床数（病棟群全体）:358床
     病棟種別:一般
     病棟数:3棟
     病床数:150床
     区分:１０対１入院基本料
     病棟数（病棟群全体）:8棟
     病床数（病棟群全体）:358床
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 ７対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   338010013  独立行政法人国立病院〒982-0805 一般       480（障害入院）第92号        平成30年 2月 1日
     (8030017  ) 機構仙台西多賀病院 仙台市太白区鈎取本町　２ー１１ 病棟種別:一般
     ー１１ 病床区分:一般
     022-245-2111  (022-243-2530) 病棟数:8棟
     病床数:340床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 １０対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10212278  石巻市立牡鹿病院 〒986-2523 一般 （一般入院）第1243号      平成25年10月 1日
     (0231027  ) 石巻市鮎川浜清崎山　７ 　　一般    25 病棟種別:一般
     0225-45-3185  (0225-45-3187) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:25床
     区分:１０対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     無
     看護配置加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    25114586  平成眼科病院 〒989-3121 一般        30（一般入院）第1259号      平成26年 3月 1日
     仙台市青葉区郷六字沼田　１３ー 病棟種別:一般
     ３ 病床区分:一般
     022-302-1066  病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    35114776  伊藤病院 〒980-0802 一般 （一般入院）第1434号      平成27年10月 1日
     仙台市青葉区二日町　８－８ 　　一般    40 病棟種別:一般
     022-222-8688  (022-222-8804) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    41610157  富谷中央病院 〒981-3328 一般        54（一般入院）第1462号      平成28年 4月 1日
     (1630193  ) 富谷市上桜木２－１－６ 療養       110 病棟種別:一般
     022-779-1470  (022-779-1481) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    55511393  医療法人泉整形外科病〒981-3121 一般        54（一般入院）第1474号      平成28年 5月 1日
     院 仙台市泉区上谷刈字丸山　６ー１ 病棟種別:一般
     022-373-7377  (022-374-2481) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
     看護職員夜間配置加算:16対１ 
     配置加算
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 １０対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    65211861  仙台東脳神経外科病院〒983-0821 一般        93（一般入院）第1493号      平成28年 9月 1日
     仙台市宮城野区岩切　１ー１２ー 病棟種別:一般
     １ 病床区分:一般
     022-255-7117  病棟数:2棟
     病床数:93床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     夜間急性期看護補助体制加算:
     夜間50対１
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    71210420  登米市立豊里病院 〒987-0364 一般        69（一般入院）第1504号      平成28年10月 1日
     (1230325  ) 登米市豊里町土手下　７４－１ 療養        30 病棟種別:一般
     0225-76-2023  (0225-76-2923) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:69床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    88010161  自衛隊仙台病院 〒983-8580 一般       135（一般入院）第1506号      平成28年10月 1日
     (8030116  ) 仙台市宮城野区南目館１－１ 精神        15 病棟種別:一般
     022-231-1111  (022-235-6642) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    95411834  一般財団法人広南会広〒982-0012 一般       209（一般入院）第1508号      平成28年10月 1日
     南病院 仙台市太白区長町南　４－２０－ 病棟種別:一般
     １ 病棟数:2棟
     022-248-2131  病床数:90床
     区分:７対１入院基本料
     病棟数（病棟群全体）:3棟
     病床数（病棟群全体）:150床
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
     病棟数（病棟群全体）:3棟
     病床数（病棟群全体）:150床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 １０対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   105512987  泌尿器科泉中央病院 〒981-3121 一般 （一般入院）第1518号      平成28年10月 1日
     仙台市泉区上谷刈４－１６－１４　　一般    40 病棟種別:一般
     022-373-5056  (022-373-5053) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   115211127  中嶋病院 〒983-0835 一般 （一般入院）第1519号      平成28年10月 1日
     仙台市宮城野区大梶　１５－２７　　一般   101 病棟種別:一般
     022-291-5191  療養 病棟数:2棟
     　　療養    50 病床数:101床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   122610230  医療法人友仁会松島病〒981-0215 一般        54（一般入院）第1521号      平成28年10月 1日
     院 宮城郡松島町高城字浜　１－２６療養        45 病棟種別:一般
     022-354-5811  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   132610677  仙塩利府病院 〒981-0133 一般       108（一般入院）第1533号      平成28年10月 1日
     宮城郡利府町青葉台２丁目２－１ 病棟種別:一般
     ０８ 病棟数:2棟
     022-355-4111  (022-355-4192) 病床数:108床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 １０対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   141510415  古川星陵病院 〒989-6155 一般        99（一般入院）第1536号      平成28年10月 1日
     大崎市古川南町　３－１－３－５ 病棟種別:一般
     0229-23-8181  病棟数:2棟
     病床数:99床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     夜間急性期看護補助体制加算:
     夜間50対１
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   155311927  医療法人社団　杏仁会〒984-0827 一般 （一般入院）第1540号      平成28年10月 1日
     　河原町病院 仙台市若林区南小泉字八軒小路４　　一般    27 病棟種別:一般
     番地 療養 病床区分:一般
     022-222-8657  (022-222-8178) 　　療養    25 病棟数:1棟
     病床数:27床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   163610478  南三陸病院 〒986-0725 一般 （一般入院）第1544号      平成28年10月 1日
     (3630340  ) 本吉郡南三陸町志津川字沼田１４　　一般    40 病棟種別:一般
     －３ 療養 病棟数:1棟
     0226-46-3646  (0226-46-5965) 　　療養    50 病床数:40床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   172810368  公立加美病院 〒981-4122 一般        40（一般入院）第1546号      平成28年10月 1日
     加美郡色麻町四竃字杉成　９ 療養        50 病棟種別:一般
     0229-66-2500  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 １０対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   181510027  大崎市民病院鹿島台分〒989-4103 一般        40（一般入院）第1547号      平成28年10月 1日
     院 大崎市鹿島台平渡字東要害２０ 療養        30 病棟種別:一般
     0229-56-2611  (0229-56-2035) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   190211320  齋藤病院 〒986-0873 一般        94（一般入院）第1555号      平成28年11月 1日
     石巻市山下町　１－７－２４ 療養        85 病棟種別:一般
     0225-96-3251  病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   200212799  石巻市立病院 〒986-0825 一般 （一般入院）第1559号      平成28年12月 1日
     石巻市穀町１５－１ 　　一般   140 病棟種別:一般
     0225-25-5555  (0225-25-5673) 療養 病棟数:4棟
     　　療養    40 病床数:140床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   215112853  広瀬病院 〒989-3121 一般        47（一般入院）第1570号      平成29年 3月 1日
     仙台市青葉区郷六字大森　４－２療養        46 病棟種別:一般
     022-226-2661  (022-226-2258) 病棟数:1棟
     病床数:47床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   220212468  医療法人啓仁会石巻ロ〒987-1222 一般        60（一般入院）第1580号      平成29年 4月 1日
     イヤル病院 石巻市広渕字焼巻２ 療養 病棟種別:一般
     0225-73-5888  (0225-73-5432) 　　療養   170 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 １０対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   232610479  宮城利府掖済会病院 〒981-0103 一般       100（一般入院）第1581号      平成29年 4月 1日
     宮城郡利府町森郷字新太子堂　５ 病棟種別:一般
     １ 病棟数:1棟
     022-767-2151  病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   248010039  独立行政法人国立病院〒989-2202 一般 （一般入院）第1586号      平成29年 4月 1日
     (8030033  ) 機構宮城病院 亘理郡山元町高瀬字合戦原　１０　　一般   344 病棟種別:一般
     ０ 病床区分:一般
     0223-37-1131  (0223-37-3316) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   255510502  医療法人徳洲会仙台徳〒981-3131 一般       315（一般入院）第1602号      平成29年 6月 1日
     (5530779  ) 洲会病院 仙台市泉区七北田字駕籠沢　１５ 病棟種別:一般
     022-372-1110  病棟数:5棟
     病床数:250床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   261310410  栗原市立栗駒病院 〒989-5301 一般        45（一般入院）第1604号      平成29年 6月 1日
     栗原市栗駒岩ケ崎松木田１０番地療養        30 病棟種別:一般
     １ 病棟数:1棟
     0228-45-2211  病床数:45床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 １０対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   273110529  涌谷町国民健康保険病〒987-0121 一般 （一般入院）第1608号      平成29年 7月 1日
     院 遠田郡涌谷町涌谷字中江南　２７　　一般    80 病棟種別:一般
     ８ 療養 病棟数:2棟
     0229-43-5111  　　療養    41 病床数:80床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   281310436  栗原市立若柳病院 〒989-5501 一般        90（一般入院）第1612号      平成29年 8月 1日
     栗原市若柳字川北原畑　２３－４療養        30 病棟種別:一般
     0228-32-2335  (0228-32-5550) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:90床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   291511355  三浦病院 〒989-6154 一般 （一般入院）第1613号      平成29年 7月 1日
     大崎市古川三日町二丁目３番４５　　一般    39 病棟種別:一般
     号 療養 病床区分:一般
     0229-22-6656  (0229-22-6655) 　　療養    40 病棟数:1棟
     病床数:39床
     区分:１０対１入院基本料
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   305510445  公益財団法人宮城厚生〒981-3212 一般 （一般入院）第1618号      平成29年 9月 1日
     協会泉病院 仙台市泉区長命ケ丘　２ー１ー１　　一般    94 病棟種別:一般
     022-378-5361  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   311210487  登米市立米谷病院 〒987-0902 一般        49（一般入院）第1620号      平成29年10月 1日
     登米市東和町米谷字元町　２００ 病棟種別:一般
     0220-42-2007  (0220-42-2395) 病棟数:1棟
     病床数:49床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 １０対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   321510035  大崎市民病院岩出山分〒989-6434 一般        40（一般入院）第1621号      平成29年 9月 1日
     院 大崎市岩出山下川原町８４－２９ 病棟種別:一般
     0229-72-1355  (0229-72-1441) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   335410141  独立行政法人地域医療〒981-1103 一般       200（一般入院）第1624号      平成29年10月 1日
     機能推進機構　仙台南仙台市太白区中田町字前沖　１４ 病棟種別:一般
     病院 ３ 病棟数:3棟
     022-306-1711  病床数:150床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   345410471  公益財団法人宮城厚生〒982-0011 一般        45（一般入院）第1625号      平成29年10月 1日
     協会長町病院 仙台市太白区長町　３ー７ー２６療養        90 病棟種別:一般
     022-746-5161  (022-746-5142) 病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:１０対１入院基本料
     ＡＤＬ維持向上等体制加算:加
     算
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   351110273  総合南東北病院 〒989-2483 一般 （一般入院）第1628号      平成29年11月 1日
     岩沼市里の杜　１－２－５ 　　一般   271 病棟種別:一般
     0223-23-3151  (0223-23-3150) 病棟数:4棟
     病床数:181床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   361410111  真壁病院 〒981-0503 一般        53（一般入院）第1633号      平成30年 1月 1日
     東松島市矢本字鹿石前　１０９－療養        99 病棟種別:一般
     ４ 病床区分:一般
     0225-82-7111  病棟数:1棟
     病床数:53床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 １０対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   370510994  気仙沼市立病院 〒988-0181 一般 （一般入院）第1634号      平成30年 1月 1日
     (0530543  ) 気仙沼市赤岩杉ノ沢８番地２ 　　一般   340 病棟種別:一般
     0226-22-7100  (0226-22-3121) 病床区分:一般
     病棟数:6棟
     病床数:292床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割未満）
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   380610513  大泉記念病院 〒989-0731 一般        48（一般入院）第1635号      平成30年 2月 1日
     白石市福岡深谷字一本松５－１ 療養       144 病棟種別:一般
     0224-22-2111  (0224-22-2566) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   395112465  ＪＲ仙台病院 〒980-0022 一般 （一般入院）第1636号      平成30年 2月 1日
     仙台市青葉区五橋　１－１－５ 　　一般   164 病棟種別:一般
     022-266-9671  病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:123床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   400310023  塩竈市立病院 〒985-0054 一般       123（一般入院）第1637号      平成30年 2月 1日
     塩竈市香津町　７ー１ 療養        38 病棟種別:一般
     022-364-5521  (022-364-5529) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:123床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   418010013  独立行政法人国立病院〒982-0805 一般       480（一般入院）第1638号      平成30年 2月 1日
     (8030017  ) 機構仙台西多賀病院 仙台市太白区鈎取本町　２ー１１ 病棟種別:一般
     ー１１ 病棟数:2棟
     022-245-2111  (022-243-2530) 病床数:90床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 １０対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   421310527  宮城県立循環器・呼吸〒989-4513 一般        90（結核入院）第385号       平成23年 4月 1日
     器病センター 栗原市瀬峰根岸５５－２ 結核        50 病棟種別:結核
     0228-38-3151  病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   435413269  仙台市立病院 〒982-0007 一般 （精神入院）第587号       平成28年10月 1日
     (5431697  ) 仙台市太白区あすと長町１－１－　　一般   467 病棟種別:精神
     １ 精神        50 病棟数:1棟
     022-308-7111  (022-308-7153) 一般（感染） 病床数:50床
     　　感染     8 区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   440711030  宮城県立がんセンター〒981-1239 一般       383（専門入院）第9号         平成28年10月 1日
     (0730424  ) 名取市愛島塩手字野田山４７－１ 病棟種別:一般
     022-384-3151  病棟数:5棟
     病床数:208床
     区分:７対１入院基本料
     病棟数（病棟群全体）:8棟
     病床数（病棟群全体）:358床
     病棟種別:一般
     病棟数:3棟
     病床数:150床
     区分:１０対１入院基本料
     病棟数（病棟群全体）:8棟
     病床数（病棟群全体）:358床
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   455112788  西仙台病院 〒989-3212 一般        49（障害入院）第57号        平成23年 8月 1日
     仙台市青葉区芋沢字新田　５４－療養       180 病棟種別:一般
     ４ 精神       272 病床区分:一般
     022-394-5721  病棟数:1棟
     病床数:49床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   461510126  公益財団法人宮城厚生〒989-6115 一般 （障害入院）第63号        平成25年 4月 1日
     (1530021  ) 協会古川民主病院 大崎市古川駅東　２ー１１ー１４　　一般    53 病棟種別:一般
     0229-23-5521  (0229-24-1544) 療養 病床区分:一般
     　　療養    44 病棟数:1棟
     病床数:41床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 １０対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   475110261  一般財団法人周行会内〒980-0011 一般 （障害入院）第69号        平成26年 7月 1日
     科佐藤病院 仙台市青葉区上杉　２ー３ー１７　　一般    40 病棟種別:一般
     022-221-5566  (022-221-8007) 療養 病床区分:一般
     　　療養    41 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   482610479  宮城利府掖済会病院 〒981-0103 一般       100（障害入院）第71号        平成26年 9月 1日
     宮城郡利府町森郷字新太子堂　５ 病棟種別:一般
     １ 病床区分:一般
     022-767-2151  病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   495113802  エコー療育園 〒989-3212 一般       120（障害入院）第74号        平成26年12月 1日
     (5133228  ) 仙台市青葉区芋沢字横前　１－１ 病棟種別:一般
     022-394-7711  (022-394-7714) 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   508010039  独立行政法人国立病院〒989-2202 一般 （障害入院）第84号        平成28年 1月 1日
     (8030033  ) 機構宮城病院 亘理郡山元町高瀬字合戦原　１０　　一般   344 病棟種別:一般
     ０ 病棟数:4棟
     0223-37-1131  (0223-37-3316) 病床数:240床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   510211569  医療法人社団　健育会〒986-0859 一般 （障害入院）第85号        平成28年 4月 1日
     　石巻健育会病院 石巻市大街道西３－３－２７ 　　一般    52 病棟種別:一般
     0225-94-9195  (0225-96-9866) 療養 病棟数:1棟
     　　療養   116 病床数:52床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   525510502  医療法人徳洲会仙台徳〒981-3131 一般       315（障害入院）第87号        平成28年 8月 1日
     (5530779  ) 洲会病院 仙台市泉区七北田字駕籠沢　１５ 病棟種別:一般
     022-372-1110  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:35床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   535411834  一般財団法人広南会広〒982-0012 一般       209（障害入院）第90号        平成29年11月 1日
     南病院 仙台市太白区長町南　４－２０－ 病棟種別:一般
     １ 病床区分:一般
     022-248-2131  病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 １０対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   545312750  医療法人社団葵会　葵〒984-0030 一般       125（障害入院）第91号        平成29年12月13日
     会仙台病院 仙台市若林区荒井東１丁目６番地 病棟種別:一般
     の８ 病床区分:一般
     022-380-1000  (022-381-1101) 病棟数:3棟
     病床数:125床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 １３対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    12310096  丸森町国民健康保険丸〒981-2152 一般 （一般入院）第1212号      平成25年 2月 1日
     (2330058  ) 森病院 伊具郡丸森町字鳥屋　２７ 　　一般    55 病棟種別:一般
     0224-72-2131  療養 病棟数:1棟
     　　療養    35 病床数:55床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20311005  赤石病院 〒985-0023 一般        51（一般入院）第1274号      平成26年 5月 1日
     塩竈市花立町　２２－４２ 療養        28 病棟種別:一般
     022-362-8131  病棟数:1棟
     病床数:51床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30510929  気仙沼市立本吉病院 〒988-0382 一般        38（一般入院）第1361号      平成26年12月 1日
     気仙沼市本吉町津谷明戸２２２番 病棟種別:一般
     地２ 病床区分:一般
     0226-42-2621  (0226-42-2625) 病棟数:1棟
     病床数:38床
     区分:１３対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    42210254  国民健康保険川崎病院〒989-1501 一般        30（一般入院）第1426号      平成27年 9月 1日
     (2230175  ) 柴田郡川崎町前川字北原　２３ー療養        28 病棟種別:一般
     １ 病棟数:1棟
     0224-84-2119  病床数:30床
     区分:１３対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    55211812  岩切病院 〒983-0821 一般 （一般入院）第1443号      平成27年11月 1日
     仙台市宮城野区岩切字稲荷　２１　　一般    42 病棟種別:一般
     022-255-5555  (022-255-5581) 療養 病棟数:1棟
     　　療養    58 病床数:42床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
     看護補助加算:看護補助加算２
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 １３対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    65310994  仙台整形外科病院 〒984-0038 一般 （一般入院）第1599号      平成29年 6月 1日
     仙台市若林区伊在三丁目５－３ 　　一般   179 病棟種別:一般
     022-288-8900  (022-288-8994) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:125床
     区分:１３対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    75112564  医療法人宏人会木町病〒980-0801 一般        53（一般入院）第1607号      平成29年 7月 1日
     院 仙台市青葉区木町通　１ー７ー１ 病棟種別:一般
     ３ 病棟数:1棟
     022-224-5511  (022-224-5525) 病床数:53床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
     看護補助加算:看護補助加算１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80810055  医療法人本多友愛会仙〒981-1505 一般 （一般入院）第1632号      平成30年 1月 1日
     南病院 角田市角田字牛舘　１６ 　　一般    35 病棟種別:一般
     0224-63-2003  (0224-63-3444) 療養 病床区分:一般
     　　療養    80 病棟数:1棟
     病床数:35床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    91510043  大崎市民病院鳴子温泉〒989-6801 一般        50（一般入院）第1640号      平成30年 2月 1日
     分院 大崎市鳴子温泉末沢１ 療養        80 病棟種別:一般
     0229-82-2311  (0229-82-2273) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   105213008  東北医科薬科大学病院〒983-8512 一般       420（精神入院）第588号       平成28年11月 1日
     (5231741  ) 仙台市宮城野区福室一丁目１２番精神        46 病棟種別:精神
     １号 病棟数:1棟
     022-259-1221  (022-259-1232) 病床数:46床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 １３対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   118010021  独立行政法人国立病院〒983-8520 一般 （精神入院）第593号       平成29年 5月 1日
     (8030025  ) 機構仙台医療センター仙台市宮城野区宮城野　２ー８ー　　一般   650 病棟種別:精神
     ８ 精神        48 病棟数:1棟
     022-293-1111  (022-291-8114) 病床数:48床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   128010146  東北大学病院 〒980-8574 一般     1,185（特定入院）第19号        平成28年10月 1日
     (8030108  ) 仙台市青葉区星陵町　１－１ 精神        40 病棟種別:一般
     022-717-7000  (022-275-6437) 病床区分:一般
     病棟数:21棟
     病床数:993床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
     病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 １５対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    11510076  一般財団法人　佐藤病〒989-6143 一般 （一般入院）第807号       平成18年 7月 1日
     院 大崎市古川中里　１－３－１８ 　　一般    38 病棟種別:一般
     0229-22-0207  (0229-22-0514) 療養 病床区分:一般
     　　療養    40 病棟数:1棟
     病床数:38床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    23110933  美里町立南郷病院 〒989-4205 一般        50（一般入院）第815号       平成18年 9月 1日
     遠田郡美里町木間塚字原田５ 病棟種別:一般
     0229-58-1234  (0229-58-1186) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30810139  医療法人安達同済会同〒981-1522 一般 （一般入院）第1072号      平成23年 1月 1日
     済病院 角田市佐倉字上土浮　２ 　　一般    24 病棟種別:一般
     0224-63-0360  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:24床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    42210742  医療法人社団北杜会船〒989-1601 一般        30（一般入院）第1271号      平成26年 4月 1日
     岡今野病院 柴田郡柴田町船岡中央　２ー５ー 病棟種別:一般
     １６ 病棟数:1棟
     0224-54-1034  (0224-64-2021) 病床数:30床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50510440  医療法人順化会猪苗代〒988-0017 一般        60（一般入院）第1409号      平成27年 7月 1日
     病院 気仙沼市南町　１ー３ー７ 病棟種別:一般
     0226-22-7180  病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    65111277  医療法人光成会宮城中〒980-0011 一般        58（一般入院）第1425号      平成27年 9月 1日
     央病院 仙台市青葉区上杉　１－９－１７ 病棟種別:一般
     022-224-1307  病棟数:1棟
     病床数:58床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 １５対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    70910210  医療法人寶樹会仙塩総〒985-0842 一般        98（一般入院）第1452号      平成28年 1月 1日
     合病院 多賀城市桜木　２ー１ー１ 療養        45 病棟種別:一般
     022-367-4111  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:56床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    81510068  一般財団法人片倉病院〒989-6173 一般        32（一般入院）第1466号      平成28年 4月 1日
     大崎市古川浦町　１ー３７ 療養        40 病棟種別:一般
     0229-22-0016  (0229-24-1226) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:32床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90510549  大友病院 〒988-0085 一般        40（一般入院）第1569号      平成29年 3月 1日
     気仙沼市三日町　２ー２ー２５ 病棟種別:一般
     0226-22-6868  (0226-24-8108) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   105512003  泉ヶ丘クリニック 〒981-3134 一般 （一般入院）第1579号      平成29年 4月 1日
     仙台市泉区桂１－１８－１ 　　一般    38 病棟種別:一般
     022-373-7715  (022-374-5307) 療養 病棟数:1棟
     　　療養    60 病床数:38床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   115213172  安田病院 〒983-0803 一般        20（一般入院）第1615号      平成29年 8月 1日
     仙台市宮城野区小田原２－２－４精神       104 病棟種別:一般
     ０ 病床区分:一般
     022-256-5166  (022-256-5180) 病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:１５対１入院基本料
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   125410026  医療法人吉田報恩会春〒981-1104 精神       250（精神入院）第431号       平成18年 4月 1日
     日療養園 仙台市太白区中田　５ー５ー１ 病棟種別:精神
     022-241-4642  (022-241-4642) 病棟数:3棟
     病床数:250床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 １５対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   131510811  旭山病院 〒989-4103 精神       100（精神入院）第450号       平成18年 7月 1日
     大崎市鹿島台平渡字大沢　２１－ 病棟種別:精神
     １８ 病棟数:1棟
     0229-56-2431  病床数:42床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   143110859  医療法人社団禄静会岡〒987-0121 精神       173（精神入院）第486号       平成20年 9月 1日
     本病院 遠田郡涌谷町涌谷字白畠　２９ 病棟種別:精神
     0229-42-2876  病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:173床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   151210313  石越病院 〒989-4703 精神       120（精神入院）第527号       平成24年 4月 1日
     登米市石越町南郷字小谷地前　２ 病棟種別:精神
     ４５ 病棟数:3棟
     0228-34-3211  病床数:120床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   165116797  東北福祉大学せんだん〒989-3201 精神       144（精神入院）第528号       平成24年 4月 1日
     ホスピタル 仙台市青葉区国見ケ丘６－６５－ 病棟種別:精神
     ８ 病床区分:精神
     022-303-0125  病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   172210320  医療法人本多友愛会仙〒989-1623 精神       185（精神入院）第531号       平成24年 4月 1日
     南中央病院 柴田郡柴田町北船岡　１－２－１ 病棟種別:精神
     0224-54-1210  (0224-54-2505) 病床区分:精神
     病棟数:2棟
     病床数:125床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   181110364  医療法人松涛会南浜中〒989-2425 精神       200（精神入院）第532号       平成24年 8月 1日
     (1130228  ) 央病院 岩沼市寺島字北新田　１１１ 療養        42 病棟種別:精神
     0223-24-1861  (0223-24-1892) 病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:無
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 １５対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   191110653  てんかん病院ベーテル〒989-2455 精神        41（精神入院）第535号       平成25年 1月 1日
     岩沼市北長谷字畑向山南２７番地 病棟種別:精神
     ４ 病床区分:精神
     0223-24-1211  (0223-24-2265) 病棟数:1棟
     病床数:41床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   200710677  名取熊野堂病院 〒981-1241 精神       112（精神入院）第536号       平成25年 1月 1日
     名取市高舘熊野堂字岩口下　６８ 病棟種別:精神
     ー１ 病床区分:精神
     022-386-2131  (022-386-2133) 病棟数:2棟
     病床数:112床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   215112788  西仙台病院 〒989-3212 一般        49（精神入院）第551号       平成26年 6月 1日
     仙台市青葉区芋沢字新田　５４－療養       180 病棟種別:精神
     ４ 精神       272 病棟数:2棟
     022-394-5721  病床数:110床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   221510472  医療法人社団清靖会　〒989-6142 精神       133（精神入院）第557号       平成26年 9月 1日
     木村病院 大崎市古川中島町　１ー８ 病棟種別:精神
     0229-22-1608  (0229-22-2249) 病棟数:2棟
     病床数:133床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   235110311  国見台病院 〒981-0943 精神       289（精神入院）第576号       平成27年10月 1日
     仙台市青葉区国見　１ー１５ー２ 病棟種別:精神
     ２ 病床区分:精神
     022-234-5251  (022-274-1536) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   240510150  医療法人移川哲仁会三〒988-0141 精神       220（精神入院）第578号       平成27年11月 1日
     峰病院 気仙沼市松崎柳沢　２１６ー５ 病棟種別:精神
     0226-22-6685  病棟数:3棟
     病床数:170床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 １５対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   255110295  医療法人東北会東北会〒981-0933 精神       222（精神入院）第582号       平成28年 5月 1日
     病院 仙台市青葉区柏木　１ー８ー７ 病棟種別:精神
     022-234-0461  (022-274-2643) 病床区分:精神
     病棟数:2棟
     病床数:102床
     区分:１５対１入院基本料
     精神保健福祉士配置加算:加算
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   261510399  医療法人　菅野愛生会〒989-6156 精神       240（精神入院）第584号       平成28年 8月 1日
     　こころのホスピタル大崎市古川西館　３ー６ー６０ 病棟種別:精神
     ・古川グリーンヒルズ0229-22-1190  (0229-24-2521) 病棟数:2棟
     病床数:105床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   270711022  宮城県立精神医療セン〒981-1231 精神       258（精神入院）第585号       平成28年 9月 1日
     (0730416  ) ター 名取市手倉田字山無番地 病棟種別:精神
     022-384-2236  病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:159床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   280310643  医療法人菅野愛生会緑〒985-0045 精神       295（精神入院）第586号       平成28年10月 1日
     ケ丘病院 塩竈市西玉川町　１－１６ 病棟種別:精神
     022-362-5555  (022-366-6243) 病棟数:4棟
     病床数:209床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:無
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   290510135  光ケ丘保養園 〒988-0813 精神       240（精神入院）第595号       平成29年 9月 1日
     気仙沼市浪板　１４０ 病棟種別:精神
     0226-22-6920  (0226-23-1140) 病棟数:4棟
     病床数:240床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 １５対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   300610430  仙南サナトリウム 〒989-0213 精神       212（精神入院）第597号       平成29年11月 1日
     白石市大鷹沢三沢字中山　７４ー 病棟種別:精神
     １０ 病床区分:精神
     0224-26-3101  (0224-26-3102) 病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   311110034  医療法人小島慈恵会小〒989-2433 精神       150（精神入院）第598号       平成30年 1月 1日
     島病院 岩沼市桜　１ー２ー２５ 病棟種別:精神
     0223-22-2533  (0223-24-2290) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   325210012  青葉病院 〒983-0836 精神       280（精神入院）第599号       平成30年 2月 1日
     仙台市宮城野区幸町　３－１５－ 病棟種別:精神
     ２０ 病棟数:1棟
     022-257-7586  (022-257-7588) 病床数:59床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 １８対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    15412378  仙台富沢病院 〒982-0032 精神       288（精神入院）第529号       平成24年 4月 1日
     仙台市太白区富沢字寺城　１１－ 病棟種別:精神
     ４ 病棟数:2棟
     022-307-3375  (022-307-3376) 病床数:96床
     区分:１８対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 ２０対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    11610017  佐藤病院 〒981-3302 精神       123（精神入院）第596号       平成29年10月 1日
     富谷市三ノ関坂ノ下１１６－１ 病棟種別:精神
     022-358-6855  病棟数:1棟
     病床数:64床
     区分:２０対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


