
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[山形県]

平成30年 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)

    104,1033,4 米沢市立病院 〒992-8502 一般       322（一般入院）第124号       平成28年 6月 1日
     米医72 米沢市相生町６－３６ 病棟種別:一般
     0238-22-2450  (0238-22-2876) 病棟数:6棟
     病床数:283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50対１
     看護職員夜間配置加算:12対１ 
     配置加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    208,1249,7 日本海総合病院 〒998-8501 一般       642（一般入院）第129号       平成28年 8月 1日
     (08,3085,9) 酒田市あきほ町３０番地 一般（感染） 病棟種別:一般
     酒医304 0234-26-2001  (0234-26-5114)              4 病棟数:12棟
     病床数:606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）
     看護職員夜間配置加算:16対１ 
     配置加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    304,1003,7 三友堂病院 〒992-0045 一般       190（一般入院）第131号       平成28年 9月 1日
     米医4 米沢市中央６－１－２１９ 病棟種別:一般
     0238-24-3700  (0238-24-3709) 病棟数:2棟
     病床数:115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50対１
     看護職員夜間配置加算:16対１ 
     配置加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1003,3 山形市立病院済生館 〒990-8533 一般 （一般入院）第132号       平成30年 1月 1日
     (01,3003,7) 山形市七日町１－３－２６ 　　一般   524 病棟種別:一般
     山医101 023-625-5555  (023-642-5080) 病床区分:一般
     病棟数:10棟
     病床数:511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

[山形県]

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)

    501,1365,6 社会福祉法人恩賜財団〒990-8545 一般       468（一般入院）第133号       平成30年 2月 1日
     山医437 済生会山形済生病院 山形市沖町７９－１ 病棟種別:一般
     023-682-1111  (023-682-0112) 病床区分:一般
     病棟数:7棟
     病床数:356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）
     看護職員夜間配置加算:16対１ 
     配置加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    607,1225,9 鶴岡市立荘内病院 〒997-8515 一般       521（一般入院）第147号       平成28年12月 1日
     (07,3127,1) 鶴岡市泉町４番２０号 病棟種別:一般
     鶴医281 0235-26-5111  (0235-26-5110) 病床区分:一般
     病棟数:10棟
     病床数:457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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,1433,2 山形県立中央病院 〒990-2214 一般       643（一般入院）第148号       平成28年10月 1日
     (01,3247,0) 山形市青柳１８００ 一般（感染） 病棟種別:一般
     山医505 023-685-2626  (023-685-2601)              2 病床区分:一般
     病棟数:12棟
     病床数:563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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    826,1049,3 公立置賜総合病院 〒992-0601 一般       496（一般入院）第149号       平成29年11月 1日
     (26,3024,0) 東置賜郡川西町大字西大塚２００精神        20 病棟種別:一般
     東置医127 ０ 一般（感染） 病床区分:一般
     0238-46-5000  (0238-46-5711)              4 病棟数:8棟
     病床数:401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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[山形県]

平成30年 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)

    960,1002,1 国立大学法人山形大学〒990-9585 一般       601（特定入院）第3号         平成28年 7月 1日
     (60,3002,5) 医学部附属病院 山形市飯田西２－２－２ 精神        36 病棟種別:一般
     山医340 023-633-1122  (023-628-5043) 病床区分:一般
     病棟数:12棟
     病床数:536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）
     看護職員夜間配置加算:16対１ 
     配置加算
     病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:36床
     区分:１３対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1050,1001,4 独立行政法人国立病院〒990-0876 一般       278（障害入院）第1号         平成27年 5月 1日
     (50,3001,8) 機構山形病院 山形市行才１２６－２ 結核        30 病棟種別:一般
     山医239 023-684-5566  (023-684-2519) 病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:258床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1113,1031,9 山形県立こども医療療〒999-3145 一般        60（障害入院）第2号         平成28年 7月 1日
     (13,3012,3) 育センター 上山市河崎３－７－１ 病棟種別:一般
     上医46 023-673-3366  (023-673-3757) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60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

[山形県]

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      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    116,1045,2 吉岡病院 〒994-0026 一般        78（一般入院）第41号        平成27年 4月 1日
     天医59 天童市東本町三丁目５番２１号 療養        48 病棟種別:一般
     023-654-1188  (023-654-8939) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:78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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    223,1039,1 西川町立病院 〒990-0702 一般        43（一般入院）第50号        平成29年 4月 1日
     西村医62 西村山郡西川町大字海味５８１ 病棟種別:一般
     0237-74-2211  (0237-74-2213) 病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    327,1039,2 小国町立病院 〒999-1356 一般        55（一般入院）第71号        平成28年 1月 1日
     (27,3032,1) 西置賜郡小国町大字あけぼの１－ 病棟種別:一般
     西置医60 １ 病床区分:一般
     0238-61-1111  (0238-61-1115) 病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    407,1184,8 産婦人科・小児科三井〒997-0857 一般        41（一般入院）第83号        平成25年 8月 1日
     鶴医240 病院 鶴岡市美咲町２８－１ 病棟種別:一般
     0235-22-3290  (0235-22-3295) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:41床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1602,2 矢吹病院 〒990-0885 一般 （一般入院）第98号        平成25年12月 1日
     山医671 山形市嶋北四丁目５－５ 　　一般    40 病棟種別:一般
     023-682-8566  (023-682-8567) 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
     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

[山形県]

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      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    601,1489,4 山形徳洲会病院 〒990-0834 一般       202（一般入院）第125号       平成28年 6月 1日
     (01,3272,8) 山形市清住町２丁目３番５１号 療養        90 病棟種別:一般
     山医561 023-647-3434  (023-647-3400) 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
     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
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    723,1019,3 朝日町立病院 〒990-1442 一般        60（一般入院）第126号       平成29年12月 1日
     西村医35 西村山郡朝日町大字宮宿８４３ 病棟種別:一般
     0237-67-2125  (0237-67-3533) 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
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    811,1010,7 山形県立新庄病院 〒996-0025 一般 （一般入院）第128号       平成28年 8月 1日
     新医23 新庄市若葉町１２－５５ 　　一般   452 病棟種別:一般
     0233-22-5525  (0233-23-2987) 一般（感染） 病棟数:7棟
                  2 病床数:344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２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    927,1037,6 白鷹町立病院 〒992-0831 一般        60（一般入院）第130号       平成28年 9月 1日
     西置医58 西置賜郡白鷹町大字荒砥甲５０１ 病棟種別:一般
     0238-85-2155  (0238-85-2274) 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
     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

[山形県]

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      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1016,1101,3 天童市民病院 〒994-0047 一般        54（一般入院）第134号       平成30年 1月 1日
     天医114 天童市駅西五丁目２番１号 療養        30 病棟種別:一般
     023-654-2511  (023-654-2510) 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１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1116,1092,4 医療法人篠田好生会天〒994-0024 一般        64（一般入院）第135号       平成28年10月 1日
     (16,3053,0) 童温泉篠田病院 天童市鎌田１－７－１ 精神        60 病棟種別:一般
     天医105 023-653-5711  (023-653-1327) 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
     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
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1213,1049,1 みゆき会病院 〒999-3161 一般        93（一般入院）第136号       平成28年10月 1日
     (13,3027,1) 上山市弁天２丁目２番１１号 療養        90 病棟種別:一般
     上医64 023-672-8282  (023-673-1521) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:93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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1312,1025,3 寒河江市立病院 〒991-8508 一般 （一般入院）第137号       平成30年 2月 1日
     寒医47 寒河江市大字寒河江字塩水８０ 　　一般    94 病棟種別:一般
     0237-86-2101  (0237-86-9578) 療養 病床区分:一般
     　　療養    31 病棟数:2棟
     病床数:94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）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[山形県]

平成30年 2月 1日 １０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)

   1426,1045,1 公立高畠病院 〒992-0351 一般        89（一般入院）第138号       平成30年 2月 1日
     東置医123 東置賜郡高畠町大字高畠３８６ 療養        41 病棟種別:一般
     0238-52-1500  (0238-52-1515) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:42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１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1508,1222,4 医療法人本間病院 〒998-0044 一般       104（一般入院）第139号       平成28年10月 1日
     酒医277 酒田市中町３丁目５番２３号 療養        50 病棟種別:一般
     0234-22-2556  (0234-22-2560) 病棟数:1棟
     病床数:52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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1607,1112,9 鶴岡協立病院 〒997-0816 一般       199（一般入院）第140号       平成28年10月 1日
     鶴医168 鶴岡市文園町９－３４ 病棟種別:一般
     0235-23-6060  (0235-28-3434) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:67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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,1123,9 医療法人社団松柏会至〒990-0045 一般       230（一般入院）第141号       平成29年 6月 1日
     山医200 誠堂総合病院 山形市桜町７－４４ 病棟種別:一般
     023-622-7181  (023-642-8101) 病床区分:一般
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[山形県]

平成30年 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)

   1801,1004,1 公立学校共済組合東北〒990-8510 一般       217（一般入院）第142号       平成29年 9月 1日
     (01,3004,5) 中央病院 山形市和合町３－２－５ 病棟種別:一般
     山医116 023-623-5111  (023-622-1494) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:160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
     看護職員夜間配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,1001,7 医療法人篠田好生会篠〒990-0045 一般       223（一般入院）第143号       平成29年 1月 1日
     (01,3001,1) 田総合病院 山形市桜町２－６８ 療養       160 病棟種別:一般
     山医1 023-623-1711  (023-625-2440) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:161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
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2023,1046,6 山形県立河北病院 〒999-3511 一般       180（一般入院）第144号       平成29年 9月 1日
     西村医69 西村山郡河北町谷地字月山堂１１一般（感染） 病棟種別:一般
     １              6 病床区分:一般
     0237-73-3131  (0237-73-4506) 病棟数:2棟
     病床数:120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２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2117,1019,5 北村山公立病院 〒999-3792 一般       360（一般入院）第146号       平成30年 1月 1日
     東医35 東根市温泉町２－１５－１ 病棟種別:一般
     0237-42-2111  (0237-43-6169) 病棟数:6棟
     病床数:267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



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[山形県]

平成30年 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)

   2230,1079,2 医療法人徳洲会庄内余〒999-7782 一般 （一般入院）第150号       平成30年 2月 1日
     (30,3041,6) 目病院 東田川郡庄内町松陽一丁目１番地　　一般   202 病棟種別:一般
     東田医111 １ 療養 病床区分:一般
     0234-43-3434  (0234-43-3435) 　　療養   122 病棟数:3棟
     病床数:148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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2326,1049,3 公立置賜総合病院 〒992-0601 一般       496（精神入院）第70号        平成22年10月 1日
     (26,3024,0) 東置賜郡川西町大字西大塚２００精神        20 病棟種別:精神
     東置医127 ０ 一般（感染） 病床区分:精神
     0238-46-5000  (0238-46-5711)              4 病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2450,1002,2 独立行政法人国立病院〒992-1202 一般 （障害入院）第6号         平成26年 8月 1日
     (50,3002,6) 機構米沢病院 米沢市大字三沢２６１００－１ 　　一般   220 病棟種別:一般
     米医46 0238-22-3210  (0238-22-6691) 病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:220床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,1124,7 医療法人社団小白川至〒990-0034 一般        98（障害入院）第7号         平成29年 8月 1日
     山医201 誠堂病院 山形市東原町１丁目１２－２６ 療養        50 病棟種別:一般
     023-641-6075  (023-622-8907) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2607,1112,9 鶴岡協立病院 〒997-0816 一般       199（障害入院）第9号         平成27年 8月 1日
     鶴医168 鶴岡市文園町９－３４ 病棟種別:一般
     0235-23-6060  (0235-28-3434) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:82床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,1489,4 山形徳洲会病院 〒990-0834 一般       202（障害入院）第11号        平成27年12月 1日
     (01,3272,8) 山形市清住町２丁目３番５１号 療養        90 病棟種別:一般
     山医561 023-647-3434  (023-647-3400) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:58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

[山形県]

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)

   2801,1123,9 医療法人社団松柏会至〒990-0045 一般       230（障害入院）第13号        平成27年 5月 1日
     山医200 誠堂総合病院 山形市桜町７－４４ 病棟種別:一般
     023-622-7181  (023-642-8101) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2908,1222,4 医療法人本間病院 〒998-0044 一般       104（障害入院）第14号        平成20年10月 1日
     酒医277 酒田市中町３丁目５番２３号 療養        50 病棟種別:一般
     0234-22-2556  (0234-22-2560) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:１０対１入院基本料
     看護配置加算:無
     夜間75対１看護補助加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,1001,7 医療法人篠田好生会篠〒990-0045 一般       223（障害入院）第15号        平成27年10月 1日
     (01,3001,1) 田総合病院 山形市桜町２－６８ 療養       160 病棟種別:一般
     山医1 023-623-1711  (023-625-2440) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:58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

[山形県]

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     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1124,7 医療法人社団小白川至〒990-0034 一般        98（一般入院）第20号        平成29年 8月 1日
     山医201 誠堂病院 山形市東原町１丁目１２－２６ 療養        50 病棟種別:一般
     023-641-6075  (023-622-8907) 病棟数:1棟
     病床数:46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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    211,1060,2 新庄徳洲会病院 〒996-0041 一般       178（一般入院）第70号        平成24年 5月 1日
     (11,3032,5) 新庄市大字鳥越字駒場４６２３ 療養        92 病棟種別:一般
     新医78 0233-23-3434  (0233-23-3500) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:118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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    325,1049,5 町立真室川病院 〒999-5312 一般        55（一般入院）第84号        平成25年 5月 1日
     最医80 最上郡真室川町大字新町４６９－ 病棟種別:一般
     １ 病床区分:一般
     0233-62-2211  (0233-64-1526) 病棟数:1棟
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    460,1002,1 国立大学法人山形大学〒990-9585 一般       601（特定入院）第3号         平成28年 7月 1日
     (60,3002,5) 医学部附属病院 山形市飯田西２－２－２ 精神        36 病棟種別:一般
     山医340 023-633-1122  (023-628-5043) 病床区分:一般
     病棟数:12棟
     病床数:536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）
     看護職員夜間配置加算:16対１ 
     配置加算
     病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:36床
     区分:１３対１入院基本料
     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

[山形県]

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     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    511,1060,2 新庄徳洲会病院 〒996-0041 一般       178（障害入院）第12号        平成26年 6月 1日
     (11,3032,5) 新庄市大字鳥越字駒場４６２３ 療養        92 病棟種別:一般
     新医78 0233-23-3434  (0233-23-3500) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１３対１入院基本料
     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

[山形県]

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     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    125,1042,0 最上町立最上病院 〒999-6101 一般        60（一般入院）第11号        平成29年 7月 1日
     最医73 最上郡最上町大字向町６４－３ 病棟種別:一般
     0233-43-2112  (0233-43-3291) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    204,1021,9 医療法人舟山病院 〒992-0027 一般 （一般入院）第39号        平成26年12月 1日
     米医52 米沢市駅前２－４－８ 　　一般   120 病棟種別:一般
     0238-23-4435  (0238-22-2929) 療養 病床区分:一般
     　　療養    60 病棟数:1棟
     病床数:60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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    307,1078,2 医療法人宮原病院 〒997-0818 一般        39（一般入院）第54号        平成18年 4月 1日
     鶴医135 鶴岡市三和町１－５３ 病棟種別:一般
     0235-23-3311  (0235-23-3314) 病棟数:1棟
     病床数:39床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1327,6 井出眼科病院 〒990-0039 一般        26（一般入院）第55号        平成24年 4月 1日
     山医399 山形市香澄町３－６－１３ 病棟種別:一般
     023-641-3111  (023-642-7432) 病棟数:1棟
     病床数:26床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    515,1046,2 公立置賜長井病院 〒993-0002 一般        50（一般入院）第79号        平成19年 1月 1日
     長医68 長井市屋城町２ー１ 精神        60 病棟種別:一般
     0238-84-2161  (0238-84-2642) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    619,1065,4 公立置賜南陽病院 〒992-0472 一般        50（一般入院）第80号        平成18年 4月 1日
     南医70 南陽市宮内１２０４ 病棟種別:一般
     0238-47-3000  (0238-47-5710) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    750,1001,4 独立行政法人国立病院〒990-0876 一般       278（一般入院）第123号       平成27年 5月 1日
     (50,3001,8) 機構山形病院 山形市行才１２６－２ 結核        30 病棟種別:一般
     山医239 023-684-5566  (023-684-2519) 病棟数:1棟
     病床数:20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

[山形県]

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     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    850,1001,4 独立行政法人国立病院〒990-0876 一般       278（結核入院）第21号        平成27年 5月 1日
     (50,3001,8) 機構山形病院 山形市行才１２６－２ 結核        30 病棟種別:結核
     山医239 023-684-5566  (023-684-2519) 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    918,1023,5 医療法人敬愛会尾花沢〒999-4222 精神       126（精神入院）第16号        平成20年 5月 1日
     尾医34 病院 尾花沢市大字朧気６９５－３ 療養        26 病棟種別:精神
     0237-23-3637  (0237-23-3562) 病棟数:1棟
     病床数:66床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1011,1026,3 医療法人社団清明会新〒996-0053 精神       180（精神入院）第34号        平成27年 7月 1日
     新医45 庄明和病院 新庄市大字福田８０６ 病棟種別:精神
     0233-22-2047  (0233-23-5586) 病床区分:精神
     病棟数:2棟
     病床数:130床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1113,1003,8 社会医療法人二本松会〒999-3103 精神       354（精神入院）第40号        平成20年 4月 1日
     上医4 かみのやま病院 上山市金谷字下河原１３７０番地 病棟種別:精神
     023-672-2551  (023-673-2156) 病棟数:4棟
     病床数:249床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,1017,3 医療法人篠田好生会千〒990-0811 精神       300（精神入院）第51号        平成18年 5月 1日
     山医17 歳篠田病院 山形市長町２－１０－５６ 病棟種別:精神
     023-684-5331  (023-684-2837) 病棟数:3棟
     病床数:180床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,1106,4 社会医療法人二本松会〒990-0045 精神       339（精神入院）第59号        平成25年10月 1日
     山医179 山形さくら町病院 山形市桜町２－７５ 病棟種別:精神
     023-631-2315  (023-625-5711) 病棟数:3棟
     病床数:180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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1423,1075,5 小原病院 〒999-3511 精神       180（精神入院）第69号        平成24年 4月 1日
     西村医98 西村山郡河北町谷地字月山堂１５ 病棟種別:精神
     １－１ 病床区分:精神
     0237-72-7811  (0237-72-7813) 病棟数:1棟
     病床数:60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

[山形県]

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     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1515,1046,2 公立置賜長井病院 〒993-0002 一般        50（精神入院）第71号        平成18年 4月 1日
     長医68 長井市屋城町２ー１ 精神        60 病棟種別:精神
     0238-84-2161  (0238-84-2642) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,1523,0 若宮病院 〒990-2451 精神       153（精神入院）第84号        平成29年 9月 1日
     山医594 山形市吉原２－１５－３ 病棟種別:精神
     023-643-8222  (023-644-1950) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:42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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1707,1260,6 山形県立こころの医療〒997-0019 精神 （精神入院）第86号        平成27年 3月 9日
     鶴医316 センター 鶴岡市茅原字草見鶴５１－１ 　　精神   214 病棟種別:精神
     0235-64-8100  (0235-24-1283) 病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:148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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1808,1264,6 山容病院 〒998-0074 精神 （精神入院）第87号        平成27年12月 1日
     酒医319 酒田市浜松町１番７号 　　精神   220 病棟種別:精神
     0234-33-3355  (0234-33-3617) 病床区分:精神
     病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1912,1074,1 南さがえ病院 〒991-0043 精神       130（精神入院）第88号        平成28年 7月 1日
     寒医96 寒河江市大字島字島東８７番地２ 病棟種別:精神
     0237-85-6611  (0237-85-6612) 病棟数:2棟
     病床数:130床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2004,1166,2 米沢こころの病院 〒992-0119 精神       108（精神入院）第90号        平成29年 8月 1日
     米医208 米沢市アルカディア一丁目８０８ 病棟種別:精神
     番３２ 病床区分:精神
     0238-27-0506  (0238-28-7020) 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



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[山形県]

平成30年 2月 1日 １８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)

    101,1395,3 山形厚生病院 〒990-2362 精神       156（精神入院）第65号        平成30年 2月 1日
     山医467 山形市大字菅沢字鬼越２５５ 病棟種別:精神
     023-645-8118  (023-645-8180) 病棟数:2棟
     病床数:108床
     区分:１８対１入院基本料
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


