
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 ハイケアユニット入院医療管理料１　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)

    160,1002,1 国立大学法人山形大学〒990-9585 一般       601（ハイケア１）第1号       平成26年 4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 当該治療室の病床数:14床
     山医340 023-633-1122  (023-628-5043)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    204,1003,7 三友堂病院 〒992-0045 一般       190（ハイケア１）第3号       平成27年 7月 1日
     米医4 米沢市中央６－１－２１９ 当該治療室の病床数:5床
     0238-24-3700  (0238-24-3709)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    307,1225,9 鶴岡市立荘内病院 〒997-8515 一般       521（ハイケア１）第5号       平成28年12月 1日
     (07,3127,1) 鶴岡市泉町４番２０号 当該治療室の病床数:6床
     鶴医281 0235-26-5111  (0235-26-5110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1003,3 山形市立病院済生館 〒990-8533 一般 （ハイケア１）第6号       平成30年 1月 1日
     (01,3003,7) 山形市七日町１－３－２６ 　　一般   524 当該治療室の病床数:6床
     山医101 023-625-5555  (023-642-5080) 当該治療室の病床数:3床
     当該治療室の病床数:4床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1365,6 社会福祉法人恩賜財団〒990-8545 一般       468（ハイケア１）第7号       平成30年 1月 1日
     山医437 済生会山形済生病院 山形市沖町７９－１ 当該治療室の病床数:4床
     023-682-1111  (023-682-0112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児特定集中治療室管理料１　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)

    160,1002,1 国立大学法人山形大学〒990-9585 一般       601（新１）第4号             平成26年 4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 当該治療室の病床数:6
     山医340 023-633-1122  (023-628-5043) １床当たり床面積:10.6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1365,6 社会福祉法人恩賜財団〒990-8545 一般       468（新１）第7号             平成30年 1月 1日
     山医437 済生会山形済生病院 山形市沖町７９－１ 当該治療室の病床数:8
     023-682-1111  (023-682-0112) １床当たり床面積:7.14㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児特定集中治療室管理料２　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)

    107,1225,9 鶴岡市立荘内病院 〒997-8515 一般       521（新２）第2号             平成26年 5月 1日
     (07,3127,1) 鶴岡市泉町４番２０号 当該治療室の病床数:6
     鶴医281 0235-26-5111  (0235-26-5110) １床当たり床面積:11.87㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 総合周産期特定集中治療室管理料　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)

    101,1433,2 山形県立中央病院 〒990-2214 一般       643（周）第2号               平成26年10月 1日
     (01,3247,0) 山形市青柳１８００ 一般（感染） 総合周産期特定集中治療室管理
     山医505 023-685-2626  (023-685-2601)              2 料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:16.4㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:9
     １床当たり床面積:7.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 回復期リハビリテーション病棟入院料１　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)

    107,1226,7 鶴岡市立湯田川温泉リ〒997-0752 療養       120（回１）第5号             平成26年 7月 1日
     鶴医282 ハビリテーション病院鶴岡市湯田川字中田３５番地１０ 病棟面積のうち１床当たり:23.
     0235-38-5151  (0235-38-5152) 2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:2ｍ
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     病棟面積のうち１床当たり:22.
     6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:2ｍ
     病棟数:1棟
     病床数:41床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    207,1209,3 鶴岡協立リハビリテー〒997-0346 療養       156（回１）第6号             平成29年 6月 1日
     鶴医265 ション病院 鶴岡市上山添字神明前３８ 病棟面積のうち１床当たり:25.
     0235-78-7511  (0235-78-7515) 2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.1㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.74ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:52床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:25.
     2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.1㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.74ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:52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

[山形県]

平成30年 2月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月 1日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    304,1127,4 三友堂リハビリテーシ〒992-0057 療養       120（回１）第7号             平成29年 4月 1日
     米医169 ョンセンター 米沢市成島町３－２－９０ 体制強化加算:加算１
     0238-21-8100  (0238-21-8119) 病棟面積のうち１床当たり:18.
     9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:18.
     5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1123,9 医療法人社団松柏会至〒990-0045 一般       230（回１）第8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 体制強化加算:加算１
     023-622-7181  (023-642-8101) 病棟面積のうち１床当たり:19.
     04㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.44㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[山形県]

平成30年 2月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月 1日      7

   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（回１）第9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 病棟面積のうち１床当たり:27.
     023-682-1111  (023-682-0112) 72㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.3㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[山形県]

平成30年 2月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月 1日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    113,1049,1 みゆき会病院 〒999-3161 一般        93（回２）第6号             平成27年 9月 1日
     (13,3027,1) 上山市弁天２丁目２番１１号 療養        90 病棟面積のうち１床当たり:15.
     上医64 023-672-8282  (023-673-1521) 26㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.1㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.85ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:46床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1001,7 医療法人篠田好生会篠〒990-0045 一般       223（回２）第7号             平成27年 6月 1日
     (01,3001,1) 田総合病院 山形市桜町２－６８ 療養       160 病棟面積のうち１床当たり:20.
     山医1 023-623-1711  (023-625-2440) 01㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.68㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.71ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:54床
     病棟面積のうち１床当たり:20.
     01㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.68㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.71ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:54床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[山形県]

平成30年 2月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月 1日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    317,1019,5 北村山公立病院 〒999-3792 一般       360（回２）第9号             平成22年12月 1日
     東医35 東根市温泉町２－１５－１ 病棟面積のうち１床当たり:21.
     0237-42-2111  (0237-43-6169) 3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    411,1060,2 新庄徳洲会病院 〒996-0041 一般       178（回２）第10号            平成27年 8月 1日
     (11,3032,5) 新庄市大字鳥越字駒場４６２３ 療養        92 病棟面積のうち１床当たり:7.8
     新医78 0233-23-3434  (0233-23-3500) 3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.83㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:44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

[山形県]

平成30年 2月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月 1日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    508,1250,5 日本海総合病院酒田医〒998-0843 療養 （回２）第11号            平成27年 5月 1日
     酒医305 療センター 酒田市千石町二丁目３番２０号 　　療養   114 病棟面積のうち１床当たり:22.
     0234-23-1111  (0234-26-1946) 01㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.47㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.16ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:35床
     病棟面積のうち１床当たり:27.
     43㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.99㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.79ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:44床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    630,1079,2 医療法人徳洲会庄内余〒999-7782 一般 （回２）第13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 病棟面積のうち１床当たり:24.
     東田医111 １ 療養 76㎡
     0234-43-3434  (0234-43-3435) 　　療養   122 病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.45㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.88ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：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

[山形県]

平成30年 2月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 3月 1日     11

   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（回３）第15号            平成28年 8月 1日
     天医59 天童市東本町三丁目５番２１号 療養        48 病棟面積のうち１床当たり:14.
     023-654-1188  (023-654-8939) 85㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.56㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.18ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


