
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 小児入院医療管理料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)

    15116250  宮城県立こども病院 〒989-3126 一般 （小入１）第6号           平成29年12月 1日
     (5133814  ) 仙台市青葉区落合４－３－１７ 　　一般   241 加減算区分:加算
     022-391-5111  (022-391-5118) 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     
     小児入院医療管理病室病床数：
     36床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     加減算区分:加算
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     
     小児入院医療管理病室病床数：
     36床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     加減算区分:加算
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     
     小児入院医療管理病室病床数：
     36床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児入院医療管理料２　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)

    15410760  仙台赤十字病院 〒982-0801 一般       389（小入２）第1号           平成22年 4月 1日
     (5430038  ) 仙台市太白区八木山本町　２ー４ 加減算区分:加算
     ３ー３ 病棟種別：一般
     022-243-1111  (022-243-1102) 病床区分：一般
     
     小児入院医療管理病室病床数：
     40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    28010146  東北大学病院 〒980-8574 一般     1,185（小入２）第15号          平成27年11月 1日
     (8030108  ) 仙台市青葉区星陵町　１－１ 精神        40 加減算区分:加算
     022-717-7000  (022-275-6437) 病棟種別：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     39床
     加減算区分:加算
     病棟種別：一般
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    35413269  仙台市立病院 〒982-0007 一般 （小入２）第17号          平成28年10月 1日
     (5431697  ) 仙台市太白区あすと長町１－１－　　一般   467 加減算区分:加算
     １ 精神        50 病棟種別：一般
     022-308-7111  (022-308-7153) 一般（感染） 小児入院医療管理病室病床数：
     　　感染     8 36床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    48010021  独立行政法人国立病院〒983-8520 一般 （小入２）第19号          平成29年10月 1日
     (8030025  ) 機構仙台医療センター仙台市宮城野区宮城野　２ー８ー　　一般   650 加減算区分:加算
     ８ 精神        48 病棟種別：一般
     022-293-1111  (022-291-8114)
     小児入院医療管理病室病床数：
     41床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児入院医療管理料３　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)

    11510019  大崎市民病院 〒989-6183 一般       486（小入３）第23号          平成29年 4月 1日
     (1530013  ) 大崎市古川穂波３－８－１ 結核         8 病棟種別：一般
     0229-23-3311  (0229-23-5380) 一般（感染） 小児入院医療管理病室病床数：
                  6 19床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     届出加算の区分：注４に規定す
     る加算（重症児受入体制加算）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 小児入院医療管理料４　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)

    15110048  独立行政法人労働者健〒981-0911 一般 （小入４）第28号          平成26年12月 1日
     (5130026  ) 康安全機構東北労災病仙台市青葉区台原　４ー３ー２１　　一般   548 病棟種別：一般
     院 022-275-1111  (022-275-4431) 病床区分：一般
     
     小児入院医療管理病室病床数：
     30床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    22211013  みやぎ県南中核病院 〒989-1253 一般       310（小入４）第31号          平成27年 8月 1日
     (2230571  ) 柴田郡大河原町西　３８－１ 病棟種別：一般
     0224-51-5500  
     小児入院医療管理病室病床数：
     14床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30210017  石巻赤十字病院 〒986-8522 一般       460（小入４）第35号          平成28年 4月 1日
     (0231209  ) 石巻市蛇田字西道下７１ 一般（感染） 病棟種別：一般
     0225-21-7220  (94-8019)              4 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     43床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    45110030  国家公務員共済組合連〒980-0803 一般       385（小入４）第38号          平成28年 9月 1日
     (5130018  ) 合会東北公済病院 仙台市青葉区国分町　２ー３ー１ 病棟種別：一般
     １ 小児入院医療管理病室病床数：
     022-227-2211  (022-263-8069) 10床
     病棟種別：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     11床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50310171  公益財団法人宮城厚生〒985-8506 一般       357（小入４）第39号          平成28年11月 1日
     協会坂総合病院 塩竈市錦町　１６ー５ 病棟種別：一般
     022-365-5175  (022-366-2593) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    68010021  独立行政法人国立病院〒983-8520 一般 （小入４）第43号          平成29年10月 1日
     (8030025  ) 機構仙台医療センター仙台市宮城野区宮城野　２ー８ー　　一般   650 病棟種別：一般
     ８ 精神        48
     022-293-1111  (022-291-8114) 小児入院医療管理病室病床数：
     10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児入院医療管理料４　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)

    75116250  宮城県立こども病院 〒989-3126 一般 （小入４）第44号          平成29年12月 1日
     (5133814  ) 仙台市青葉区落合４－３－１７ 　　一般   241 加減算区分:加算
     022-391-5111  (022-391-5118) 病棟種別：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     27床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     加減算区分:加算
     病棟種別：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     54床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 2月 1日 小児入院医療管理料５　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)

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



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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料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)

    15112465  ＪＲ仙台病院 〒980-0022 一般 （地包ケア１）第23号      平成27年 4月 1日
     仙台市青葉区五橋　１－１－５ 　　一般   164 地域包括ケア病棟入院料１
     022-266-9671  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:41床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21310402  栗原市立栗原中央病院〒987-2205 一般       250（地包ケア１）第36号      平成27年 9月 1日
     栗原市築館宮野中央　３－１－１療養        50 地域包括ケア病棟入院料１
     0228-21-5330  (0228-21-5350) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:50床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    32610230  医療法人友仁会松島病〒981-0215 一般        54（地包ケア１）第40号      平成27年12月 1日
     院 宮城郡松島町高城字浜　１－２６療養        45 地域包括ケア入院医療管理料１
     022-354-5811  当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:18床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    48010039  独立行政法人国立病院〒989-2202 一般 （地包ケア１）第41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 地域包括ケア病棟入院料１
     ０ 当該病棟区分:一般
     0223-37-1131  (0223-37-3316) 病棟入院料病床数:44床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50910210  医療法人寶樹会仙塩総〒985-0842 一般        98（地包ケア１）第43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 地域包括ケア病棟入院料１
     022-367-4111  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:42床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　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)

    65210111  光ケ丘スペルマン病院〒983-0833 一般       140（地包ケア１）第51号      平成28年 4月 1日
     仙台市宮城野区東仙台　６ー７ー 地域包括ケア入院医療管理料１
     １ 当該病床届出病棟区分:一般
     022-257-0231  (022-257-0201) 入院医療管理料病床数:5床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    75110030  国家公務員共済組合連〒980-0803 一般       385（地包ケア１）第56号      平成28年 7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 地域包括ケア病棟入院料１
     １ 当該病棟区分:一般
     022-227-2211  (022-263-8069) 病棟入院料病床数:35床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    81110273  総合南東北病院 〒989-2483 一般 （地包ケア１）第69号      平成28年12月 1日
     岩沼市里の杜　１－２－５ 　　一般   271 地域包括ケア病棟入院料１
     0223-23-3151  (0223-23-3150) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    95112853  広瀬病院 〒989-3121 一般        47（地包ケア１）第72号      平成29年 2月 1日
     仙台市青葉区郷六字大森　４－２療養        46 地域包括ケア入院医療管理料１
     022-226-2661  (022-226-2258) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:22床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100810071  医療法人金上仁友会金〒981-1505 一般        39（地包ケア１）第73号      平成29年 2月 1日
     上病院 角田市角田字田町　１２３ 療養        60 地域包括ケア病棟入院料１
     0224-63-1032  (0224-62-1036) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:39床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　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)

   115410760  仙台赤十字病院 〒982-0801 一般       389（地包ケア１）第74号      平成29年 3月 1日
     (5430038  ) 仙台市太白区八木山本町　２ー４ 地域包括ケア病棟入院料１
     ３ー３ 当該病棟区分:一般
     022-243-1111  (022-243-1102) 病棟入院料病床数:42床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   122710360  公立黒川病院 〒981-3621 一般       110（地包ケア１）第76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 地域包括ケア病棟入院料１
     022-345-3101  (022-345-3143) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:55床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   130610026  公立刈田綜合病院 〒989-0231 一般 （地包ケア１）第80号      平成29年 5月 1日
     白石市福岡蔵本字下原沖　３６ 　　一般   300 地域包括ケア病棟入院料１
     0224-25-2145  (0224-25-1535) 結核         4 当該病棟区分:一般
     一般（感染） 病棟入院料病床数:48床
                  4 当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   145410471  公益財団法人宮城厚生〒982-0011 一般        45（地包ケア１）第81号      平成29年 6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 地域包括ケア入院医療管理料１
     022-746-5161  (022-746-5142) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:12床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   155510577  医療法人松田会松田病〒981-3217 一般        77（地包ケア１）第84号      平成29年 8月 1日
     (5530951  ) 院 仙台市泉区実沢字立田屋敷　１７療養        48 地域包括ケア入院医療管理料１
     ー１ 当該病床届出病棟区分:一般
     022-378-5666  入院医療管理料病床数:31床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　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)

   161210412  登米市立登米市民病院〒987-0511 一般       258（地包ケア１）第85号      平成29年 8月 1日
     登米市迫町佐沼字下田中　２５ 地域包括ケア病棟入院料１
     0220-22-5511  (0220-22-5511) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:29床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   170810055  医療法人本多友愛会仙〒981-1505 一般 （地包ケア１）第87号      平成29年 9月 1日
     南病院 角田市角田字牛舘　１６ 　　一般    35 地域包括ケア入院医療管理料１
     0224-63-2003  (0224-63-3444) 療養 当該病床届出病棟区分:一般
     　　療養    80 入院医療管理料病床数:16床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   183610478  南三陸病院 〒986-0725 一般 （地包ケア１）第89号      平成29年10月 1日
     (3630340  ) 本吉郡南三陸町志津川字沼田１４　　一般    40 地域包括ケア入院医療管理料１
     －３ 療養 当該病床届出病棟区分:一般
     0226-46-3646  (0226-46-5965) 　　療養    50 入院医療管理料病床数:6床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   193110529  涌谷町国民健康保険病〒987-0121 一般 （地包ケア１）第90号      平成29年10月 1日
     院 遠田郡涌谷町涌谷字中江南　２７　　一般    80 地域包括ケア入院医療管理料１
     ８ 療養 当該病床届出病棟区分:一般
     0229-43-5111  　　療養    41 入院医療管理料病床数:13床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   205410141  独立行政法人地域医療〒981-1103 一般       200（地包ケア１）第91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 地域包括ケア病棟入院料１
     病院 ３ 当該病棟区分:一般
     022-306-1711  病棟入院料病床数:40床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出



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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　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)

   218010013  独立行政法人国立病院〒982-0805 一般       480（地包ケア１）第92号      平成29年11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 地域包括ケア病棟入院料１
     ー１１ 当該病棟区分:一般
     022-245-2111  (022-243-2530) 病棟入院料病床数:50床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   225110048  独立行政法人労働者健〒981-0911 一般 （地包ケア１）第93号      平成29年11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 地域包括ケア病棟入院料１
     院 022-275-1111  (022-275-4431) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:44床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   235114396  仙台中江病院 〒980-0001 一般        30（地包ケア１）第94号      平成29年12月 1日
     仙台市青葉区中江　１－１０－１療養        30 地域包括ケア病棟入院料１
     ８ 当該病棟区分:一般
     022-263-3031  病棟入院料病床数:30床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   245110337  独立行政法人地域医療〒981-8501 一般 （地包ケア１）第96号      平成29年12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 地域包括ケア病棟入院料１
     院 022-275-3111  (022-234-4194) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:55床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   251510126  公益財団法人宮城厚生〒989-6115 一般 （地包ケア１）第97号      平成30年 1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 地域包括ケア入院医療管理料１
     0229-23-5521  (0229-24-1544) 療養 当該病床届出病棟区分:一般
     　　療養    44 入院医療管理料病床数:10床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　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)

   260211320  齋藤病院 〒986-0873 一般        94（地包ケア１）第98号      平成30年 2月 1日
     石巻市山下町　１－７－２４ 療養        85 地域包括ケア入院医療管理料１
     0225-96-3251  当該病床届出病棟区分:療養
     入院医療管理料病床数:24床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   275312651  東北医科薬科大学　若〒984-0042 一般       199（地包ケア１）第99号      平成30年 2月 1日
     (5331566  ) 林病院 仙台市若林区大和町２ー２９ー１ 地域包括ケア病棟入院料１
     022-236-5911  (022-238-7987) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:26床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   280310023  塩竈市立病院 〒985-0054 一般       123（地包ケア１）第100号     平成30年 2月 1日
     塩竈市香津町　７ー１ 療養        38 地域包括ケア病棟入院料１
     022-364-5521  (022-364-5529) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:42床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料２　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)

    11310410  栗原市立栗駒病院 〒989-5301 一般        45（地包ケア２）第2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 地域包括ケア入院医療管理料２
     １ 入院医療管理料病床数:8床
     0228-45-2211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 緩和ケア病棟入院料　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)

    12211013  みやぎ県南中核病院 〒989-1253 一般       310（緩）第14号              平成27年 8月 1日
     (2230571  ) 柴田郡大河原町西　３８－１ 当該病棟総数病床数①:12床
     0224-51-5500  当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:33％
     当該病棟の面積１床当たり:55
     ㎡
     病室部分の面積１床当たり:12.
     6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    25210111  光ケ丘スペルマン病院〒983-0833 一般       140（緩）第16号              平成29年 1月 1日
     仙台市宮城野区東仙台　６ー７ー 当該病棟総数病床数①:20床
     １ 当該病棟の特別の療養環境の提
     022-257-0231  (022-257-0201) 供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:44.
     9㎡
     病室部分の面積１床当たり:15.
     09㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    38010146  東北大学病院 〒980-8574 一般     1,185（緩）第17号              平成29年 5月 1日
     (8030108  ) 仙台市青葉区星陵町　１－１ 精神        40 当該病棟総数病床数①:22床
     022-717-7000  (022-275-6437) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:36％
     当該病棟の面積１床当たり:79.
     7㎡
     病室部分の面積１床当たり:22
     ㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40711030  宮城県立がんセンター〒981-1239 一般       383（緩）第18号              平成30年 2月 1日
     (0730424  ) 名取市愛島塩手字野田山４７－１ 当該病棟総数病床数①:25床
     022-384-3151  当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:48％
     当該病棟の面積１床当たり:43.
     09㎡
     病室部分の面積１床当たり:10.
     94㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科救急入院料１　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)

    10711022  宮城県立精神医療セン〒981-1231 精神       258（精救１）第11号          平成29年 7月 1日
     (0730416  ) ター 名取市手倉田字山無番地 病棟数:1棟
     022-384-2236  病床数:54床
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


