
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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 精神科急性期治療病棟入院料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)

    101･1643･7 市立秋田総合病院 〒010-0933 一般 （精急１）第12号          平成26年 4月 1日
     (01･3429･5) 秋田市川元松丘町４番３０号 　　一般   374 病棟数:1棟
     018-823-4171  (018-866-7026) 結核        22 病床数:60床
     精神 精神科急性期医師配置加算:加
     　　精神    60 算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･1030･7 医療法人回生会　秋田〒010-0063 精神       402（精急１）第15号          平成26年10月 1日
     回生会病院 秋田市牛島西１丁目７番５号 看護配置加算:無
     018-832-3203  (018-831-8780) 病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    308･1137･5 秋田県立リハビリテー〒019-2413 一般        50（精急１）第21号          平成28年 4月 1日
     (08･3058･7) ション・精神医療セン大仙市協和上淀川字五百刈田３５療養        50 看護配置加算:有
     ター ２番地 精神       200 看護補助加算:看護補助加算１
     018-892-3751  (018-892-3757) 病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    405･1040･7 菅原病院 〒015-0012 精神 （精急１）第23号          平成29年 7月 1日
     由利本荘市石脇田尻３３番地 　　精神   228
     0184-22-1604  (0184-24-5929)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501･1065･3 医療法人久盛会　秋田〒011-0911 精神       380（精急１）第24号          平成29年12月 1日
     緑ケ丘病院 秋田市飯島字堀川８４番地 看護配置加算:有
     018-845-2161  (018-846-6942) 看護補助加算:看護補助加算１
     病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:38床
     精神科急性期医師配置加算: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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 精神科急性期治療病棟入院料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)

    101･1263･4 今村病院 〒010-0146 精神 （精急２）第3号           平成24年 7月 1日
     秋田市下新城中野字琵琶沼１２４　　精神   223 病棟種別:精神
     番地の１ 病床区分:精神
     018-873-3011  (018-873-3609) 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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 認知症治療病棟入院料１　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)

    101･1268･3 医療法人三愛会　秋田〒010-0823 精神       140（認治１）第1号           平成18年 4月 1日
     東病院 秋田市山内字丸木橋１６７番地３ 病棟種別:精神
     号 病床区分:精神
     018-827-2331  (018-827-2330) 病棟数:1
     病床数:50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    208･1123･5 市立大曲病院 〒014-0067 精神       120（認治１）第5号           平成20年 4月 1日
     大仙市飯田字堰東２１０番地 病棟種別:精神
     0187-63-9100  (0187-63-9103) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:50
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301･1065･3 医療法人久盛会　秋田〒011-0911 精神       380（認治１）第7号           平成24年 4月 1日
     緑ケ丘病院 秋田市飯島字堀川８４番地 病棟種別:精神
     018-845-2161  (018-846-6942) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:50
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401･1263･4 今村病院 〒010-0146 精神 （認治１）第8号           平成24年 4月 1日
     秋田市下新城中野字琵琶沼１２４　　精神   223 病棟種別:精神
     番地の１ 病床区分:精神
     018-873-3011  (018-873-3609) 病棟数:1
     病床数:50
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510･1001･9 杉山病院 〒018-1401 療養 （認治１）第10号          平成24年 4月 1日
     潟上市昭和大久保字北野出戸道脇　　療養   144 病棟種別:精神
     ４１番地 精神 病床区分:精神
     018-877-6141  (018-877-2853) 　　精神   136 病棟数:1
     病床数:50
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601･1526･4 医療法人祐愛会　加藤〒019-2611 精神       160（認治１）第11号          平成24年 4月 1日
     病院 秋田市河辺戸島字上野４番地３ 病棟種別:精神
     018-882-3701  (018-882-3169) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:55
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[秋田県]

平成30年 2月 1日 認知症治療病棟入院料１　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)

    701･1030･7 医療法人回生会　秋田〒010-0063 精神       402（認治１）第13号          平成26年 6月 1日
     回生会病院 秋田市牛島西１丁目７番５号 病棟種別:精神
     018-832-3203  (018-831-8780) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[秋田県]

平成30年 2月 1日 ニコチン依存症管理料　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)

    101･1421･8 たわらや内科 〒010-0006 （ニコ）第2号             平成18年 4月 1日
     秋田市東通館ノ越８番１１号
     018-884-7110  (018-884-7112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･1475･4 医療法人　小泉病院 〒010-0001 一般        27（ニコ）第4号             平成18年 4月 1日
     秋田市中通四丁目１番２８号 療養        43
     018-833-6371  (018-836-4035)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    305･1054･8 本荘第一病院 〒015-0834 一般       158（ニコ）第8号             平成18年 4月 1日
     由利本荘市岩渕下１１０番地
     0184-22-0111  (0184-22-0120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    413･1011･2 すずらん診療所 〒018-0402 （ニコ）第9号             平成18年 6月 1日
     にかほ市平沢字行ヒ森１０番地７
     0184-62-8065  (0184-62-8066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501･1500･9 森川内科・呼吸器科ク〒010-1638 （ニコ）第10号            平成18年 6月 1日
     リニック 秋田市新屋表町３番１８号
     018-888-8363  (018-888-8362)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    680･1004･6 秋田大学医学部附属病〒010-0041 一般 （ニコ）第12号            平成18年 6月 1日
     (80･3003･2) 院 秋田市広面字蓮沼４４－２ 　　一般   577
     018-834-1111  (018-884-6560) 精神        36
     一般
     　　感染     2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701･1405･1 中込内科医院 〒010-0973 （ニコ）第13号            平成18年 7月 1日
     秋田市八橋本町３丁目１番５号
     018-862-1564  (018-866-4655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    807･1066･8 医療法人石岡胃腸科ク〒012-0827 （ニコ）第15号            平成18年 7月 1日
     リニック 湯沢市表町四丁目１０－２６
     0183-73-1100  (0183-72-3119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901･1317･8 武田胃腸クリニック 〒010-0921 （ニコ）第16号            平成18年 7月 1日
     秋田市大町一丁目６番１２号
     018-863-2711  (018-863-2712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1004･1078･0 石母田耳鼻咽喉科医院〒017-0044 （ニコ）第18号            平成18年 7月 1日
     大館市御成町３丁目３番２号
     0186-43-0918  (0186-49-0419)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1103･1135･0 ツインクリニック内科〒013-0061 （ニコ）第19号            平成18年 7月 1日
     ・整形外科 横手市横手町字大関越１６６番１
     号
     0182-35-2235  (0182-35-2236)



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 ニコチン依存症管理料　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)

   1201･1337･6 アーク循環器クリニッ〒010-0041 （ニコ）第20号            平成18年 7月 1日
     ク 秋田市広面字谷地沖２６番１
     018-831-3311  (018-889-3339)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1306･1057･9 たむら船越クリニック〒010-0341 （ニコ）第23号            平成18年 7月 1日
     男鹿市船越字内子２２４－９
     0185-22-6789  (0185-22-6788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401･1546･2 井谷耳鼻咽喉科医院 〒010-0041 （ニコ）第25号            平成18年 8月 1日
     秋田市広面字鍋沼５２番地１
     018-836-3387  (018-832-1187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1506･1032･2 中村医院 〒010-0511 （ニコ）第26号            平成18年 8月 1日
     男鹿市船川港船川字船川２８番地
     0185-24-2051  (0185-24-2051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1626･1141･9 千畑クリニック 〒019-1541 （ニコ）第27号            平成18年 8月 1日
     仙北郡美郷町土崎字上野２３０番
     地の１
     0187-85-2001  (0187-85-2005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701･1291･5 外旭川病院 〒010-0802 一般        34（ニコ）第28号            平成18年 8月 1日
     秋田市外旭川字三後田１４２番地療養       207
     018-868-5511  (018-868-5577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1808･1082･3 吉方内科医院 〒014-0015 （ニコ）第29号            平成18年 8月 1日
     大仙市大曲白金町５番３１号
     0187-86-0800  (0187-86-0801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901･1552･0 すずきクリニック 〒010-0916 （ニコ）第30号            平成18年 8月18日
     秋田市泉北三丁目１７番１０号
     018-838-6500  (018-838-6522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2006･1031･4 医療法人鹿嶋医院 〒010-0683 （ニコ）第32号            平成18年10月 1日
     男鹿市北浦北浦字山王林４番地の
     ２
     0185-33-2035  (0185-33-2090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2107･1078･3 小川医院 〒012-0844 （ニコ）第33号            平成18年10月 1日
     湯沢市田町二丁目１番９号
     0183-73-2300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201･1479･6 阿部クリニック 〒010-1421 （ニコ）第34号            平成18年10月 1日
     秋田市仁井田本町３丁目２８番１
     ３号
     018-892-6711  (018-892-6712)



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 ニコチン依存症管理料　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)

   2301･1114･9 地方職員共済組合秋田〒010-0951 （ニコ）第36号            平成19年 4月 1日
     県支部診療室 秋田市山王四丁目１－２
     018-860-3501  (018-860-3503)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401･1113･1 村山クリニック 〒011-0936 （ニコ）第37号            平成19年 4月 1日
     秋田市将軍野南５丁目１２－１９
     018-845-0295  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2502･1068･5 能代厚生医療センター〒016-0014 一般       392（ニコ）第38号            平成19年 4月 1日
     能代市落合字上前田地内 精神        60
     0185-52-3111  (0185-55-0123) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601･1336･8 澤口医院 〒010-0971 （ニコ）第40号            平成19年 9月 1日
     秋田市八橋三和町１４－６
     018-865-3311  (018-823-2180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701･1428･3 松岡内科クリニック 〒010-0001 （ニコ）第41号            平成19年 9月 1日
     秋田市中通１丁目３－４６フォー
     ト・ファイン秋田１Ｆ
     018-884-7511  (018-884-1233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2804･1019･4 大館市立総合病院 〒017-0885 一般       375（ニコ）第42号            平成19年10月 1日
     (04･3012･3) 大館市豊町３番１号 一般（感染）
     0186-42-5370  (0186-42-2055)              2
     結核         6
     精神        60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901･1564･5 佐藤内科医院 〒011-0936 （ニコ）第43号            平成19年10月 5日
     秋田市将軍野南一丁目１０番５５
     号
     018-845-2448  (018-846-6627)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3003･1141･8 あさのクリニック 〒013-0042 （ニコ）第45号            平成20年 4月 1日
     横手市前郷字八ツ口１番
     0182-32-7600  (0182-32-7601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101･1553･8 くらみつ内科クリニッ〒010-0951 （ニコ）第46号            平成20年 4月 1日
     ク 秋田市山王５丁目１０番２８号
     018-867-7411  (018-867-7412)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201･1503･3 鎌田循環器科内科クリ〒010-0041 （ニコ）第47号            平成20年 4月 1日
     ニック 秋田市広面字蓮沼８７－１
     018-834-2121  (018-834-2129)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 ニコチン依存症管理料　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)

   3308･1102･9 たかはし内科循環器科〒014-0014 （ニコ）第48号            平成20年 4月 1日
     医院 大仙市大曲福住町９番２３号
     0187-63-5115  (0187-63-3277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3413･1014･6 にかほ市国民健康保険〒018-0435 （ニコ）第50号            平成20年 4月 1日
     小出診療所 にかほ市中三地字前田１４の１
     0184-36-2124  (0184-36-3008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3513･1015･3 にかほ市国民健康保険〒018-0411 （ニコ）第51号            平成20年 4月 1日
     院内診療所 にかほ市院内字〆カケ７の１
     0184-36-2150  (0184-36-2150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3602･1110･5 医療法人佑佳会　後藤〒016-0181 （ニコ）第52号            平成20年 5月 1日
     内科医院 能代市大瀬儘下６－５２
     0185-55-0500  (0185-89-5160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3711･1027･2 児玉内科クリニック 〒018-3331 （ニコ）第53号            平成20年 5月 1日
     北秋田市鷹巣字東中岱３－１
     0186-69-7311  (0186-69-7322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3804･1103･6 石田脳神経外科クリニ〒017-0046 （ニコ）第54号            平成20年 6月 1日
     ック 大館市清水１丁目１番６０号
     0186-44-6600  (0186-44-6602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3904･1071･5 常盤医院 〒017-0846 （ニコ）第59号            平成20年 7月 1日
     大館市常盤木町２番１２号
     0186-42-0624  (0186-43-5665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001･1535･5 かがや内科医院 〒010-0834 （ニコ）第60号            平成20年 7月 1日
     秋田市旭川南町１３番地１８
     018-834-0145  (018-834-3731)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4113･1008･8 加藤医院 〒018-0402 （ニコ）第61号            平成20年 7月 1日
     にかほ市平沢字上町８５番地３
     0184-35-2543  (0184-32-2007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4222･1065･9 柳谷内科クリニック 〒018-2407 （ニコ）第62号            平成20年 8月 1日
     山本郡三種町浜田字上浜田２４８
     －１
     0185-85-2117  (0185-85-2118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301･1573･6 菅原内科クリニック 〒011-0902 （ニコ）第63号            平成20年 9月 1日
     秋田市寺内堂ノ沢一丁目４番２１
     号
     018-845-8820  (018-845-9932)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 ニコチン依存症管理料　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)

   4401･1442･4 秋田厚生医療センター〒011-0948 一般       477（ニコ）第65号            平成20年 9月 1日
     秋田市飯島西袋一丁目１番１号 一般（感染）
     018-880-3000  (018-880-3040)              2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4506･1059･5 長沼医院 〒010-0341 （ニコ）第66号            平成20年 9月 1日
     男鹿市船越字本町１３番１７
     0185-35-3215  (0185-35-3880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601･1120･6 社会医療法人明和会　〒010-8577 一般       450（ニコ）第68号            平成20年10月 1日
     (01･3427･9) 中通総合病院 秋田市南通みその町３番１５号
     018-833-1122  (018-831-9418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4723･1024･4 大潟村診療所 〒010-0443 （ニコ）第69号            平成20年11月 1日
     南秋田郡大潟村中央１－１３
     0185-45-2333  (0185-45-3030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4802･1058･6 能代山本医師会病院 〒016-0151 一般       165（ニコ）第70号            平成21年 1月 1日
     (02･3063･0) 能代市檜山字新田沢１０５番地の療養        35
     １１
     0185-58-3311  (0185-58-5051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4920･1013･3 小坂町診療所 〒017-0202 （ニコ）第71号            平成21年 2月 1日
     鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平２５
     －１
     0186-29-5500  (0186-29-5600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5023･1054･1 千葉内科医院 〒018-1704 （ニコ）第72号            平成21年 3月 1日
     南秋田郡五城目町石田六ケ村堰添
     １１３番地４
     018-852-2235  (018-852-2860)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5108･1111･0 医療法人　長慶会　豊〒019-2411 （ニコ）第74号            平成21年 7月 1日
     島医院 大仙市協和境字野田８６番地
     018-892-2211  (018-892-2212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5203･1080･8 医療法人横手胃腸科ク〒013-0032 （ニコ）第75号            平成21年 7月 1日
     リニック 横手市清川町１３番３１号
     0182-35-2222  (0182-32-7645)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5304･1091･3 丸屋クリニック 〒017-0843 （ニコ）第77号            平成21年 8月 1日
     大館市中町３０番地
     0186-42-6565  (0186-42-5253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5402･1083･4 独立行政法人地域医療〒016-0851 一般       167（ニコ）第78号            平成21年 9月 1日
     機能推進機構　秋田病能代市緑町５番２２号
     院 0185-52-3271  (0185-54-7892)



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 ニコチン依存症管理料　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)

   5503･1084･0 熊谷医院 〒013-0025 （ニコ）第79号            平成21年10月 1日
     横手市寿町２番８号
     0182-32-2163  (0182-33-7896)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601･1304･6 真崎耳鼻咽喉科医院 〒011-0946 （ニコ）第80号            平成21年11月 1日
     秋田市土崎港中央６丁目８番３号
     018-845-0234  (018-847-1321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701･1587･6 山岸クリニック 〒010-1436 （ニコ）第81号            平成21年11月13日
     秋田市大住四丁目１２番４７号
     018-874-7200  (018-829-6180)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801･1396･2 中込内科循環器科クリ〒010-1431 （ニコ）第82号            平成22年 3月 1日
     ニック 秋田市仁井田二ツ屋一丁目８番５
     ５号
     018-884-5551  (018-834-7131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5905･1108･2 わかまつ内科クリニッ〒015-0843 （ニコ）第85号            平成22年 4月 1日
     ク 由利本荘市東梵天２９７－１
     0184-22-7521  (0184-22-7522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6003･1112･9 阿部耳鼻咽喉科医院 〒019-0502 （ニコ）第86号            平成22年 4月 1日
     横手市十文字町西原二番町１番地
     ４
     0182-42-3341  (0182-42-3349)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6105･1113･2 木村医院 〒015-0404 （ニコ）第88号            平成22年 4月22日
     由利本荘市矢島町七日町字七日町
     ３９
     0184-56-2005  (0184-56-2271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6202･1087･5 三田医院 〒016-0116 （ニコ）第89号            平成22年 6月 1日
     能代市機織轌ノ目７２番地２９
     0185-58-3858  (0185-58-2066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6307･1088･2 たかはし内科ひだまり〒012-0026 （ニコ）第91号            平成22年 7月 2日
     クリニック 湯沢市大島８９－２
     0183-73-6776  (0183-73-7271)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6412･1012･2 おおさわ胃腸科内科ク〒014-0368 （ニコ）第92号            平成22年 8月 1日
     リニック 仙北市角館町中菅沢９２番地２０
     0187-52-1133  (0187-52-1132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6526･1158･3 医療法人社団杏真会　〒019-1404 （ニコ）第93号            平成22年 8月 1日
     まっこいしゃ高橋医院仙北郡美郷町六郷字馬町６４番地
     0187-84-7070  (0187-84-7060)



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 ニコチン依存症管理料　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)

   6601･1598･3 片岡内科医院 〒010-0918 （ニコ）第94号            平成22年 9月 2日
     秋田市泉南３丁目１７番１７号
     018-824-3161  (018-824-3162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6708･1095･5 木村内科医院 〒014-0024 （ニコ）第95号            平成22年12月 1日
     大仙市大曲中通町３番３号
     0187-63-2070  (0187-63-7756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801･1540･5 藤盛レィディーズクリ〒010-8506 （ニコ）第97号            平成22年12月 1日
     ニック 秋田市東通仲町４番１号アルヴェ
     ４Ｆ
     018-884-3939  (018-884-3877)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6906･1046･2 佐藤医院 〒010-0431 （ニコ）第98号            平成23年 1月 1日
     男鹿市払戸字中樋１４６番地３
     0185-46-3013  (0185-46-3399)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001･1578･5 さんのへ耳鼻咽喉科ク〒010-0814 （ニコ）第100号           平成23年 2月 1日
     リニック 秋田市泉東町８番５７号
     018-869-9587  (018-869-9533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101･1235･2 医療法人白雄会　白根〒010-0922 一般        53（ニコ）第102号           平成23年 5月 1日
     病院 秋田市旭北栄町５番２９号
     018-862-1330  (018-862-1068)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7205･1114･0 梵天内科クリニック 〒015-0843 （ニコ）第103号           平成23年 5月 1日
     由利本荘市東梵天１７１－１
     0184-28-0015  (0184-24-0022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301･1616･3 きびら内科クリニック〒010-1611 （ニコ）第104号           平成23年 6月 1日
     秋田市新屋天秤野５番１０号
     018-888-0112  (018-888-0122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401･1580･1 御野場たなかレディー〒010-1427 （ニコ）第105号           平成23年 7月 1日
     スクリニック 秋田市仁井田新田２丁目１４番２
     １号
     018-874-8100  (018-892-7331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7503･1143･4 佐野耳鼻咽喉科 〒013-0061 （ニコ）第106号           平成23年 8月 1日
     横手市横手町字四ノ口４６－１
     0182-38-8080  (0182-38-8300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601･1566･0 ものお耳鼻科クリニッ〒010-0029 （ニコ）第108号           平成23年 8月 1日
     ク 秋田市楢山川口境８番２４号
     018-884-0087  (018-836-0862)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 ニコチン依存症管理料　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)

   7701･1618･9 御所野ひかりクリニッ〒010-1423 （ニコ）第109号           平成23年 9月 1日
     ク 秋田市仁井田字横山２６０番１
     018-829-8880  (018-829-8808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801･1530･6 医療法人健雄会　岩崎〒010-1223 （ニコ）第110号           平成23年11月 1日
     医院 秋田市雄和妙法字上大部９０番地
     １
     018-886-4133  (018-886-4132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7902･1127･9 小泉医院 〒016-0816 （ニコ）第111号           平成23年12月 1日
     能代市富町８番１２号
     0185-52-2427  (0185-88-8602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8002･1115･4 富町クリニック 〒016-0816 （ニコ）第112号           平成23年12月 1日
     能代市富町８－１７
     0185-52-9870  (0185-54-6877)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101･1621･3 いなば内科胃腸科クリ〒010-0802 （ニコ）第113号           平成24年 4月 1日
     ニック 秋田市外旭川字待合１４－３
     018-868-1781  (018-868-1721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8211･1031･4 北秋田市立米内沢診療〒018-4301 （ニコ）第114号           平成24年 4月 1日
     所 北秋田市米内沢字林の腰３番地
     0186-72-4501  (0186-72-4507)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8305･1122･3 医療法人さとうハート〒015-0013 （ニコ）第116号           平成24年 5月 1日
     クリニック 由利本荘市石脇田尻野６番地５３
     0184-23-8600  (0184-23-8601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8408･1143･3 太田診療所 〒019-1601 （ニコ）第117号           平成24年 8月 1日
     大仙市太田町横沢字窪関南５０５
     番１
     0187-88-2233  (0187-88-2244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8503･1146･7 小田嶋まさる内科 〒013-0061 （ニコ）第118号           平成24年 8月 1日
     横手市横手町字大関越１７４
     0182-38-8951  (0182-38-8952)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8608･1054･2 佐々木内科医院 〒014-0062 （ニコ）第121号           平成25年 4月 1日
     大仙市大曲上栄町１番２８号
     0187-63-1410  (0187-63-2231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701･1633･8 及川医院 〒011-0947 （ニコ）第122号           平成25年 5月 1日
     秋田市飯島新町三丁目１番２０号
     018-845-3579  (018-827-3580)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 ニコチン依存症管理料　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)

   8803･1142･6 おぎわら内科診療所 〒013-0060 （ニコ）第123号           平成25年 6月 1日
     横手市条里一丁目１５番２号
     0182-23-5301  (0182-23-5303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901･1638･7 あきた内科・呼吸器内〒010-0003 （ニコ）第125号           平成25年10月 1日
     科クリニック 秋田市東通一丁目５－１７
     018-827-3330  (018-827-3331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001･1635･3 わだクリニック 〒011-0901 （ニコ）第127号           平成26年 1月 1日
     秋田市寺内字三千刈８６番３
     018-896-5560  (018-896-5561)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9113･1019･5 夕日ヶ丘クリニック 〒018-0311 （ニコ）第128号           平成26年 4月 1日
     にかほ市金浦字十二林１０６番１
     号
     0184-74-3686  (0184-74-3644)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9211･1033･0 たむら内科クリニック〒018-3302 （ニコ）第129号           平成26年 4月 1日
     北秋田市栄字中綱１１６番地１
     0186-63-2700  (0186-63-2701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301･1643･7 市立秋田総合病院 〒010-0933 一般 （ニコ）第130号           平成26年 4月 1日
     (01･3429･5) 秋田市川元松丘町４番３０号 　　一般   374
     018-823-4171  (018-866-7026) 結核        22
     精神
     　　精神    60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9405･1099･3 由利本荘市鳥海診療所〒015-0501 一般        19（ニコ）第132号           平成26年 9月 1日
     由利本荘市鳥海町伏見字久保８番
     地２
     0184-57-2003  (0184-57-3171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501･1648･6 ながぬま内科 〒011-0946 （ニコ）第134号           平成26年10月 1日
     秋田市土崎港中央六丁目２番２４
     号
     018-857-2111  (018-857-2122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601･1650･2 あきた駅前内科外科ク〒010-0874 （ニコ）第135号           平成26年12月 1日
     リニック 秋田市千秋久保田町３番１５号三
     宅ビル２Ｆ
     018-837-6500  (018-837-6501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9780･1003･8 独立行政法人国立病院〒018-1393 一般       334（ニコ）第138号           平成27年 4月 1日
     (80･3004･0) 機構あきた病院 由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢結核         6
     ８４番地４０
     0184-73-2002  (0184-73-2370)



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 ニコチン依存症管理料　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)

   9808･1150･8 荒井医院 〒014-0048 （ニコ）第139号           平成27年 4月 1日
     大仙市大曲上大町６－２２
     0187-63-2670  (0187-63-2690)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9911･1030･6 北秋田市民病院 〒018-4221 一般       224（ニコ）第140号           平成27年 5月 1日
     (11･3019･3) 北秋田市下杉字上清水沢１６番２一般（感染）
     ９号              4
     0186-62-7001  (0186-78-9500) 結核         4
     精神        40
     療養        48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10002･1077･6 医療法人秋田医仁会　〒016-0804 一般        19（ニコ）第141号           平成27年 6月 1日
     瀬川医院 能代市万町７番２３号
     0185-54-3322  (0185-52-0205)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10111･1032･2 盛岡外科医院 〒018-3312 （ニコ）第142号           平成27年 7月 1日
     北秋田市花園町１４－１６
     0186-62-1101  (0186-62-1102)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10204･1118･4 中神メンタルクリニッ〒017-0041 （ニコ）第143号           平成27年10月 1日
     ク 大館市大田面３９５番地１
     0186-44-4156  (0186-44-4157)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10310･1010･0 出戸診療所 〒010-0201 （ニコ）第144号           平成27年11月 1日
     潟上市天王字北野３０７番地５５
     018-878-7710  (018-878-7710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10404･1006･1 医療法人健永会　大館〒017-0044 一般        20（ニコ）第145号           平成27年11月 1日
     (04･3001･6) 記念病院 大館市御成町３丁目２番３号 療養        32
     0186-42-2305  (0186-42-0591)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10510･1017･5 せきクリニック 〒010-0101 （ニコ）第146号           平成27年10月 1日
     潟上市天王字長沼４２番地５
     018-872-4088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601･1659･3 あきたレディースクリ〒011-0946 一般 （ニコ）第147号           平成27年11月 1日
     ニック安田 秋田市土崎港中央五丁目３番３７　　一般    14
     号
     018-857-4055  (018-857-4007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701･1007･5 医療法人運忠会　土崎〒011-0946 一般        68（ニコ）第148号           平成28年 2月 1日
     (01･3379･2) 病院 秋田市土崎港中央４丁目４番２６療養        42
     号
     018-845-4121  (018-845-4124)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 ニコチン依存症管理料　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)

  10801･1660･1 秋田はすぬまクリニッ〒010-0041 （ニコ）第150号           平成28年 3月 1日
     ク 秋田市広面字蓮沼６８番地２
     018-835-0326  (018-811-2674)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10908･1152･4 羽後長野駅前内科 〒014-0207 （ニコ）第151号           平成28年 4月 1日
     大仙市長野字柳田５９
     0187-42-8255  (0187-42-8256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11008･1110･2 協和病院 〒019-2413 療養        57（ニコ）第152号           平成28年 4月 1日
     大仙市協和上淀川字五百刈田２７精神       120
     ７番地１
     018-892-2881  (018-892-2888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11104･1011･1 独立行政法人労働者健〒018-5604 一般       250（ニコ）第155号           平成28年 5月 1日
     (04･3002･4) 康安全機構　秋田労災大館市軽井沢字下岱３０番地
     病院 0186-52-3131  (0186-52-3137)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201･1666･8 あきた　腎・膠原病・〒010-0001 （ニコ）第157号           平成29年 4月 1日
     リウマチクリニック 秋田市中通２丁目８番１号　フォ
     ンテＡＫＩＴＡ７階
     018-834-0151  (018-834-0225)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11304･1120･0 やしろ内科クリニック〒017-0841 （ニコ）第158号           平成29年 4月17日
     大館市大町９３番地
     0186-57-8335  (0186-57-8680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11405･1125･6 みうらアレルギー呼吸〒015-0853 （ニコ）第159号           平成29年 5月 1日
     器内科クリニック 由利本荘市松街道３６
     0184-74-7355  (0184-74-7356)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11526･1164･1 しんどう内科クリニッ〒019-1404 （ニコ）第160号           平成29年 7月 1日
     ク 仙北郡美郷町六郷字八百刈８７－ 注１に規定する基準を満たさな
     ３ い場合には所定点数の100分の7
     0187-86-7800  (0187-86-7810) 0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601･1629･6 医療法人社団　本間医〒010-0953 （ニコ）第165号           平成29年 7月 1日
     院 秋田市山王中園町３番１４号 注１に規定する基準を満たさな
     018-862-7070  (018-862-7002) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11709･1059･9 なかの消化器内科クリ〒018-5201 （ニコ）第166号           平成29年 7月 1日
     ニック 鹿角市花輪字下中島８１番地２ 注１に規定する基準を満たさな
     0186-22-7335  (0186-22-1760) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[秋田県]

平成30年 2月 1日 ニコチン依存症管理料　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)

  11801･1543･9 島田クリニック 〒010-0931 （ニコ）第167号           平成29年 7月 1日
     秋田市川元山下町７番２１号 注１に規定する基準を満たさな
     018-888-0101  (018-867-0606) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901･1670･0 さくら内科・糖尿病ク〒010-0044 （ニコ）第169号           平成29年10月 1日
     リニック 秋田市横森三丁目１１－６１
     018-827-7723  (018-827-7724)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001･1214･7 御野場病院 〒010-1424 療養       122（ニコ）第170号           平成29年11月 1日
     秋田市御野場２丁目１４番１号 一般        30
     018-839-6141  (018-839-5025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12107･1095･7 鈴木一郎医院 〒012-0813 （ニコ）第171号           平成30年 2月 1日
     湯沢市前森三丁目３番１８号
     0183-72-6868  (0183-72-6869)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 別添１の「第９」の１の(１)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 3月 1日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    108･1104･5 佐藤医院 〒019-2112 療養 （支援診１）第1号         平成24年 4月 1日
     大仙市刈和野字清光院後４２－３　　療養    18
     ５
     0187-75-1000  (0187-75-1007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･1572･8 外旭川サテライトクリ〒010-0802 （支援診１）第3号         平成24年 4月 1日
     (01･3403･0) ニック 秋田市外旭川字中谷地４６
     018-869-7200  (018-869-7200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 別添１の「第９」の１の(２)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 3月 1日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101･1606･4 山王胃腸科 〒010-0951 一般 （支援診２）第10号        平成26年10月 1日
     秋田市山王二丁目１番４９号 　　一般    19
     018-862-5211  (018-862-8884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203･1118･6 曽根医院 〒013-0502 （支援診２）第11号        平成27年10月 1日
     横手市大森町袴形字西神成７番地
     ２
     0182-56-4111  (0182-56-4112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301･1599･1 秋田往診クリニック 〒010-0041 （支援診２）第12号        平成29年 4月 1日
     秋田市広面字川崎１２５番地１
     018-834-1048  (018-825-2848)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 3月 1日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101･1472･1 石川医院 〒011-0951 （支援診３）第1号         平成18年 4月 1日
     秋田市土崎港相染町字大谷地３５
     018-845-0284  (018-857-1667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    211･1008･2 奈良医院 〒018-3322 （支援診３）第6号         平成18年 4月 1日
     北秋田市住吉町７－１
     0186-62-1146  (0186-62-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    308･1071･6 伊藤内科医院 〒014-1413 （支援診３）第10号        平成18年 4月 1日
     大仙市角間川町字町頭１７８番地
     ２
     0187-65-3200  (0187-65-3201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401･1365･7 医療法人水沢医院 〒010-0065 （支援診３）第13号        平成18年 4月 1日
     秋田市茨島４丁目６番３７号
     018-866-5533  (018-866-5535)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    512･1010･6 佐藤医院 〒014-0315 一般        11（支援診３）第14号        平成18年 4月 1日
     仙北市角館町下新町１３
     0187-54-2055  (0187-52-1320)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    623･1054･1 千葉内科医院 〒018-1704 （支援診３）第16号        平成18年 4月 1日
     南秋田郡五城目町石田六ケ村堰添
     １１３番地４
     018-852-2235  (018-852-2860)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    726･1158･3 医療法人社団杏真会　〒019-1404 （支援診３）第19号        平成18年 4月 1日
     まっこいしゃ高橋医院仙北郡美郷町六郷字馬町６４番地
     0187-84-7070  (0187-84-7060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    813･1012･0 さいとうクリニック 〒018-0112 一般        19（支援診３）第20号        平成18年 4月 1日
     にかほ市象潟町家の後４７番地
     0184-43-3105  (0184-43-5901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    910･1010･0 出戸診療所 〒010-0201 （支援診３）第21号        平成18年 4月 1日
     潟上市天王字北野３０７番地５５
     018-878-7710  (018-878-7710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1006･1037･1 医療法人幸佑会長谷川〒010-0511 （支援診３）第26号        平成18年 4月 1日
     医院 男鹿市船川港船川字新浜町２６番
     地２
     0185-24-5151  (0185-22-1105)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1106･1031･4 医療法人鹿嶋医院 〒010-0683 （支援診３）第27号        平成18年 4月 1日
     男鹿市北浦北浦字山王林４番地の
     ２
     0185-33-2035  (0185-33-2090)



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 3月 1日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1202･1096･6 さいとう医院 〒016-0842 一般         1（支援診３）第28号        平成18年 4月 1日
     能代市追分町２番３６号 療養        18
     0185-52-5131  (0185-52-5132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1302･1113･9 永沢医院 〒016-0821 一般         1（支援診３）第29号        平成18年 4月 1日
     能代市畠町１３番１７号 療養        18
     0185-52-4274  (0185-52-4275)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401･1431･7 鹿嶋医院 〒011-0942 （支援診３）第33号        平成18年 4月 1日
     秋田市土崎港東四丁目４番７０号
     018-880-1221  (018-880-1222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501･1343･4 向島医院 〒011-0946 一般        19（支援診３）第35号        平成18年 4月 1日
     秋田市土崎港中央三丁目５番１０
     号
     018-845-0983  (018-847-0715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601･1533･0 やばせ内科クリニック〒010-0973 （支援診３）第36号        平成18年 4月 1日
     秋田市八橋本町５丁目８－３１
     018-895-7733  (018-895-7766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701･1465･5 熊谷内科医院 〒010-0001 （支援診３）第37号        平成18年 4月 1日
     秋田市中通５丁目５－８
     018-833-0308  (018-833-0331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801･1298･0 小川内科医院 〒010-0001 一般        19（支援診３）第39号        平成18年 4月 1日
     秋田市中通３丁目３番５５号
     018-832-4013  (018-831-5391)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1902･1110･5 医療法人佑佳会　後藤〒016-0181 （支援診３）第41号        平成18年 5月 1日
     内科医院 能代市大瀬儘下６－５２
     0185-55-0500  (0185-89-5160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001･1333･5 福島内科医院 〒010-0014 （支援診３）第42号        平成18年 5月 1日
     秋田市南通宮田１５－４６
     018-837-1177  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2104･1103･6 石田脳神経外科クリニ〒017-0046 （支援診３）第50号        平成18年 6月 1日
     ック 大館市清水１丁目１番６０号
     0186-44-6600  (0186-44-6602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2202･1094･1 淡路医院 〒016-0805 （支援診３）第51号        平成18年 7月 1日
     能代市大手町７番４号
     0185-52-5015  (0185-89-1881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 3月 1日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2308･1111･0 医療法人　長慶会　豊〒019-2411 （支援診３）第52号        平成18年 7月 1日
     島医院 大仙市協和境字野田８６番地
     018-892-2211  (018-892-2212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2406･1057･9 たむら船越クリニック〒010-0341 （支援診３）第53号        平成18年 7月 1日
     男鹿市船越字内子２２４－９
     0185-22-6789  (0185-22-6788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2509･1054･0 いけがみレディースク〒018-5201 （支援診３）第55号        平成18年 8月 1日
     リニック 鹿角市花輪字合ノ野２４５番地７
     0186-30-0111  (0186-23-3903)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2605･1104･1 加賀医院 〒015-0501 （支援診３）第62号        平成19年 5月 1日
     由利本荘市鳥海町伏見字久保１２
     －９
     0184-57-3456  (0184-57-3455)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701･1565･2 新田医院 〒010-0813 （支援診３）第67号        平成19年11月 1日
     秋田市泉一ノ坪２６－２３
     018-868-2900  (018-868-2908)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801･1503･3 鎌田循環器科内科クリ〒010-0041 （支援診３）第68号        平成20年 2月 1日
     ニック 秋田市広面字蓮沼８７－１
     018-834-2121  (018-834-2129)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901･1242･8 高木内科胃腸科医院 〒011-0936 （支援診３）第72号        平成20年 6月 1日
     秋田市将軍野南４－６－２０
     018-845-1118  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3028･1052･4 みわ内科クリニック 〒012-1123 （支援診３）第73号        平成20年 6月 1日
     雄勝郡羽後町貝沢字稲荷２３番地
     ９号
     0183-62-1200  (0183-62-3156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101･1366･5 木曽医院 〒010-0802 一般        19（支援診３）第74号        平成20年 7月 1日
     秋田市外旭川字八幡田１０番地６
     018-868-5115  (018-868-5777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3213･1008･8 加藤医院 〒018-0402 （支援診３）第78号        平成21年 6月 1日
     にかほ市平沢字上町８５番地３
     0184-35-2543  (0184-32-2007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301･1484･6 医療法人　吉成医院 〒010-0146 （支援診３）第80号        平成22年 4月 1日
     秋田市下新城中野字琵琶沼２１１
     －１８
     018-873-2477  (018-873-6135)



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 3月 1日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3401･1368･1 濱島医院 〒010-0911 （支援診３）第82号        平成22年10月 1日
     秋田市保戸野すわ町１５－２０
     018-823-5252  (018-823-6631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3503･1146･7 小田嶋まさる内科 〒013-0061 （支援診３）第84号        平成23年 5月10日
     横手市横手町字大関越１７４
     0182-38-8951  (0182-38-8952)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3605･1118･1 松ヶ崎診療所 〒015-0033 （支援診３）第86号        平成23年 9月 1日
     由利本荘市神沢字浜辺１１１－１
     0184-28-2040  (0184-28-2727)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701･1345･9 もろおか医院 〒011-0943 （支援診３）第88号        平成24年 1月 1日
     秋田市土崎港南二丁目３番６４号
     018-845-0002  (018-845-6700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3809･1058･1 大里医院 〒018-5201 一般 （支援診３）第89号        平成24年 1月 1日
     鹿角市花輪字堰向５６番地 　　一般    18
     0186-22-1251  (0186-22-0500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3903･1110･3 髙橋医院 〒019-0505 （支援診３）第91号        平成24年 4月 1日
     横手市十文字町仁井田字東５５－
     ３
     0182-42-0421  (0182-42-4001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4003･1080･8 医療法人横手胃腸科ク〒013-0032 （支援診３）第92号        平成24年 4月 1日
     リニック 横手市清川町１３番３１号
     0182-35-2222  (0182-32-7645)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4103･1087･3 高橋内科医院 〒013-0043 （支援診３）第93号        平成24年 4月 1日
     横手市安田字ブンナ沢８０－４５
     0182-32-5662  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4203･1076･6 沢口内科医院 〒013-0814 （支援診３）第94号        平成24年 4月 1日
     横手市金沢中野字根小屋１６５番
     地２９
     0182-56-6060  (0182-56-6070)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4303･1142･6 おぎわら内科診療所 〒013-0060 （支援診３）第95号        平成24年 4月 1日
     横手市条里一丁目１５番２号
     0182-23-5301  (0182-23-5303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401･1629･6 医療法人社団　本間医〒010-0953 （支援診３）第97号        平成24年11月 1日
     院 秋田市山王中園町３番１４号
     018-862-7070  (018-862-7002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 3月 1日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4526･1165･8 亀谷医院 〒019-1402 （支援診３）第98号        平成25年 6月 1日
     仙北郡美郷町野中字宮崎８６番地
     ７
     0187-84-1288  (0187-84-1481)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4620･1013･3 小坂町診療所 〒017-0202 （支援診３）第100号       平成29年 4月 1日
     鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平２５
     －１
     0186-29-5500  (0186-29-5600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4703･1094･9 医療法人敬仁会　福嶋〒013-0027 （支援診３）第101号       平成26年 4月 1日
     内科医院 横手市平城町３－３４
     0182-33-9311  (0182-33-9312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801･1633･8 及川医院 〒011-0947 （支援診３）第102号       平成26年 4月 1日
     秋田市飯島新町三丁目１番２０号
     018-845-3579  (018-827-3580)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4903･1111･1 井田内科胃腸科医院 〒019-0529 （支援診３）第103号       平成26年 4月 1日
     横手市十文字町海道下１２１番地
     の４
     0182-42-0066  (0182-42-3117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5003･1109･5 西成医院 〒013-0105 （支援診３）第104号       平成26年 4月 1日
     横手市平鹿町浅舞字浅舞５３
     0182-24-1023  (0182-24-2171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101･1635･3 わだクリニック 〒011-0901 （支援診３）第106号       平成26年10月 1日
     秋田市寺内字三千刈８６番３
     018-896-5560  (018-896-5561)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5223･1063･2 ささき内科クリニック〒018-1722 （支援診３）第108号       平成26年10月 1日
     南秋田郡五城目町鵜ノ木９０番地
     １
     018-855-1182  (018-855-1183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301･1650･2 あきた駅前内科外科ク〒010-0874 （支援診３）第110号       平成26年12月 1日
     リニック 秋田市千秋久保田町３番１５号三
     宅ビル２Ｆ
     018-837-6500  (018-837-6501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5410･1017･5 せきクリニック 〒010-0101 （支援診３）第113号       平成27年10月 1日
     潟上市天王字長沼４２番地５
     018-872-4088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 3月 1日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5508･1143･3 太田診療所 〒019-1601 （支援診３）第114号       平成27年12月 1日
     大仙市太田町横沢字窪関南５０５
     番１
     0187-88-2233  (0187-88-2244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5609･1059･9 なかの消化器内科クリ〒018-5201 （支援診３）第115号       平成28年 2月 1日
     ニック 鹿角市花輪字下中島８１番地２
     0186-22-7335  (0186-22-1760)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5726･1166･6 みさと在宅診療所 〒019-1404 （支援診３）第116号       平成28年 7月 1日
     仙北郡美郷町六郷字赤城４６－３
     ノエル２Ｆ
     0187-88-8639  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5810･1016･7 小玉医院 〒018-1401 一般 （支援診３）第117号       平成29年 1月 1日
     潟上市昭和大久保字街道下９６番　　一般    19
     地８
     018-877-2040  (018-877-2370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5905･1094･4 伊藤医院 〒018-0901 （支援診３）第118号       平成29年 2月 1日
     由利本荘市中田代字板井沢１１４
     番地７
     0184-67-2321  (0184-67-2026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001･1387･1 医療法人長谷山会　長〒010-0001 （支援診３）第119号       平成29年 4月 1日
     谷山内科医院 秋田市中通三丁目３番４３号
     018-832-2248  (018-831-8535)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101･1530･6 医療法人健雄会　岩崎〒010-1223 （支援診３）第120号       平成29年 6月 1日
     医院 秋田市雄和妙法字上大部９０番地
     １
     018-886-4133  (018-886-4132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201･1289･9 南浦医院 〒010-0023 （支援診３）第121号       平成29年 6月 1日
     秋田市楢山本町１－３２
     018-834-1097  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301･1462･2 はたの循環器クリニッ〒010-0044 （支援診３）第122号       平成29年 6月 1日
     ク 秋田市横森三丁目１ー９
     018-825-1717  (018-825-1718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401･1510･8 下浜診療所 〒010-1503 （支援診３）第123号       平成29年 6月 1日
     秋田市下浜羽川字下山４８番１３
     ２
     018-879-3370  (018-879-3371)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 3月 1日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6506･1060･3 加藤診療所 〒010-0342 （支援診３）第124号       平成29年 7月 1日
     男鹿市脇本脇本字下谷地３９番地
     １
     0185-22-2001  (0185-25-3575)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601･1648･6 ながぬま内科 〒011-0946 （支援診３）第125号       平成29年10月 1日
     秋田市土崎港中央六丁目２番２４
     号
     018-857-2111  (018-857-2122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 在宅がん医療総合診療料　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)

    101･1472･1 石川医院 〒011-0951 （在総）第29号            平成18年 4月 1日
     秋田市土崎港相染町字大谷地３５
     018-845-0284  (018-857-1667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203･1118･6 曽根医院 〒013-0502 （在総）第30号            平成18年 4月 1日
     横手市大森町袴形字西神成７番地
     ２
     0182-56-4111  (0182-56-4112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    308･1071･6 伊藤内科医院 〒014-1413 （在総）第33号            平成18年 4月 1日
     大仙市角間川町字町頭１７８番地
     ２
     0187-65-3200  (0187-65-3201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401･1365･7 医療法人水沢医院 〒010-0065 （在総）第35号            平成18年 4月 1日
     秋田市茨島４丁目６番３７号
     018-866-5533  (018-866-5535)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    523･1054･1 千葉内科医院 〒018-1704 （在総）第37号            平成18年 4月 1日
     南秋田郡五城目町石田六ケ村堰添
     １１３番地４
     018-852-2235  (018-852-2860)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    623･1056･6 児玉内科医院 〒018-1614 （在総）第38号            平成18年 4月 1日
     南秋田郡八郎潟町中田６７番１４
     号
     018-854-4100  (018-854-4101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    726･1158･3 医療法人社団杏真会　〒019-1404 （在総）第40号            平成18年 4月 1日
     まっこいしゃ高橋医院仙北郡美郷町六郷字馬町６４番地
     0187-84-7070  (0187-84-7060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    806･1037･1 医療法人幸佑会長谷川〒010-0511 （在総）第46号            平成18年 4月 1日
     医院 男鹿市船川港船川字新浜町２６番
     地２
     0185-24-5151  (0185-22-1105)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    906･1031･4 医療法人鹿嶋医院 〒010-0683 （在総）第47号            平成18年 4月 1日
     男鹿市北浦北浦字山王林４番地の
     ２
     0185-33-2035  (0185-33-2090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1002･1096･6 さいとう医院 〒016-0842 一般         1（在総）第48号            平成18年 4月 1日
     能代市追分町２番３６号 療養        18
     0185-52-5131  (0185-52-5132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 在宅がん医療総合診療料　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)

   1102･1113･9 永沢医院 〒016-0821 一般         1（在総）第49号            平成18年 4月 1日
     能代市畠町１３番１７号 療養        18
     0185-52-4274  (0185-52-4275)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201･1431･7 鹿嶋医院 〒011-0942 （在総）第52号            平成18年 4月 1日
     秋田市土崎港東四丁目４番７０号
     018-880-1221  (018-880-1222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301･1343･4 向島医院 〒011-0946 一般        19（在総）第54号            平成18年 4月 1日
     秋田市土崎港中央三丁目５番１０
     号
     018-845-0983  (018-847-0715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401･1465･5 熊谷内科医院 〒010-0001 （在総）第55号            平成18年 4月 1日
     秋田市中通５丁目５－８
     018-833-0308  (018-833-0331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1502･1087･5 三田医院 〒016-0116 （在総）第56号            平成18年 4月 1日
     能代市機織轌ノ目７２番地２９
     0185-58-3858  (0185-58-2066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601･1289･9 南浦医院 〒010-0023 （在総）第57号            平成18年 5月 1日
     秋田市楢山本町１－３２
     018-834-1097  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701･1333･5 福島内科医院 〒010-0014 （在総）第58号            平成18年 5月 1日
     秋田市南通宮田１５－４６
     018-837-1177  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801･1387･1 医療法人長谷山会　長〒010-0001 （在総）第59号            平成18年 4月 1日
     谷山内科医院 秋田市中通三丁目３番４３号
     018-832-2248  (018-831-8535)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1904･1103･6 石田脳神経外科クリニ〒017-0046 （在総）第64号            平成18年 6月 1日
     ック 大館市清水１丁目１番６０号
     0186-44-6600  (0186-44-6602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2002･1094･1 淡路医院 〒016-0805 （在総）第65号            平成18年 7月 1日
     能代市大手町７番４号
     0185-52-5015  (0185-89-1881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2108･1111･0 医療法人　長慶会　豊〒019-2411 （在総）第66号            平成18年 7月 1日
     島医院 大仙市協和境字野田８６番地
     018-892-2211  (018-892-2212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 在宅がん医療総合診療料　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)

   2206･1057･9 たむら船越クリニック〒010-0341 （在総）第67号            平成18年 7月 1日
     男鹿市船越字内子２２４－９
     0185-22-6789  (0185-22-6788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2309･1054･0 いけがみレディースク〒018-5201 （在総）第68号            平成18年 8月 1日
     リニック 鹿角市花輪字合ノ野２４５番地７
     0186-30-0111  (0186-23-3903)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401･1530･6 医療法人健雄会　岩崎〒010-1223 （在総）第69号            平成18年 8月 1日
     医院 秋田市雄和妙法字上大部９０番地
     １
     018-886-4133  (018-886-4132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501･1551･2 鈴木内科胃腸科医院 〒010-0062 （在総）第70号            平成18年 8月 1日
     秋田市牛島東２丁目２－３７
     018-834-1165  (018-831-8556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2623･1063･2 ささき内科クリニック〒018-1722 （在総）第72号            平成18年11月 1日
     南秋田郡五城目町鵜ノ木９０番地
     １
     018-855-1182  (018-855-1183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2706･1060･3 加藤診療所 〒010-0342 （在総）第73号            平成19年 4月 2日
     男鹿市脇本脇本字下谷地３９番地
     １
     0185-22-2001  (0185-25-3575)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2805･1104･1 加賀医院 〒015-0501 （在総）第74号            平成19年 5月 1日
     由利本荘市鳥海町伏見字久保１２
     －９
     0184-57-3456  (0184-57-3455)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901･1565･2 新田医院 〒010-0813 （在総）第79号            平成19年11月 1日
     秋田市泉一ノ坪２６－２３
     018-868-2900  (018-868-2908)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001･1503･3 鎌田循環器科内科クリ〒010-0041 （在総）第80号            平成20年 3月 1日
     ニック 秋田市広面字蓮沼８７－１
     018-834-2121  (018-834-2129)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3106･1061･1 脇本クリニック 〒010-0342 （在総）第81号            平成20年 3月24日
     男鹿市脇本脇本字上野１１０－４
     0185-25-2212  (0185-25-2700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3210･1009･2 藤原記念病院 〒010-0201 一般       140（在総）第83号            平成20年 4月 1日
     潟上市天王字上江川４７番地
     018-878-3131  (018-878-6900)



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 在宅がん医療総合診療料　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)

   3328･1052･4 みわ内科クリニック 〒012-1123 （在総）第85号            平成20年 6月 1日
     雄勝郡羽後町貝沢字稲荷２３番地
     ９号
     0183-62-1200  (0183-62-3156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401･1572･8 外旭川サテライトクリ〒010-0802 （在総）第88号            平成20年11月 1日
     (01･3403･0) ニック 秋田市外旭川字中谷地４６
     018-869-7200  (018-869-7200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3513･1008･8 加藤医院 〒018-0402 （在総）第89号            平成21年 6月 1日
     にかほ市平沢字上町８５番地３
     0184-35-2543  (0184-32-2007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601･1599･1 秋田往診クリニック 〒010-0041 （在総）第92号            平成22年 9月 1日
     秋田市広面字川崎１２５番地１
     018-834-1048  (018-825-2848)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701･1368･1 濱島医院 〒010-0911 （在総）第93号            平成22年10月 1日
     秋田市保戸野すわ町１５－２０
     018-823-5252  (018-823-6631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801･1233･7 細谷病院 〒010-0014 療養       107（在総）第94号            平成22年12月 1日
     秋田市南通宮田３番１０号
     018-833-3455  (018-833-3767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3903･1146･7 小田嶋まさる内科 〒013-0061 （在総）第96号            平成23年 5月10日
     横手市横手町字大関越１７４
     0182-38-8951  (0182-38-8952)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4005･1118･1 松ヶ崎診療所 〒015-0033 （在総）第98号            平成23年 9月 1日
     由利本荘市神沢字浜辺１１１－１
     0184-28-2040  (0184-28-2727)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101･1612･2 はしづめクリニック 〒010-0952 （在総）第99号            平成23年10月 1日
     秋田市山王新町１９－２７
     018-883-3388  (018-883-3389)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201･1345･9 もろおか医院 〒011-0943 （在総）第100号           平成24年 1月 1日
     秋田市土崎港南二丁目３番６４号
     018-845-0002  (018-845-6700)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4309･1058･1 大里医院 〒018-5201 一般 （在総）第101号           平成24年 1月 1日
     鹿角市花輪字堰向５６番地 　　一般    18
     0186-22-1251  (0186-22-0500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 在宅がん医療総合診療料　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)

   4409･1047･4 大湯リハビリ温泉病院〒018-5421 療養       109（在総）第103号           平成24年 4月 1日
     鹿角市十和田大湯字湯ノ岱１６番
     地２
     0186-37-3511  (0186-37-3483)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4503･1110･3 髙橋医院 〒019-0505 （在総）第104号           平成24年 4月 1日
     横手市十文字町仁井田字東５５－
     ３
     0182-42-0421  (0182-42-4001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4603･1080･8 医療法人横手胃腸科ク〒013-0032 （在総）第105号           平成24年 4月 1日
     リニック 横手市清川町１３番３１号
     0182-35-2222  (0182-32-7645)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4703･1087･3 高橋内科医院 〒013-0043 （在総）第106号           平成24年 4月 1日
     横手市安田字ブンナ沢８０－４５
     0182-32-5662  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4803･1076･6 沢口内科医院 〒013-0814 （在総）第107号           平成24年 4月 1日
     横手市金沢中野字根小屋１６５番
     地２９
     0182-56-6060  (0182-56-6070)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4903･1142･6 おぎわら内科診療所 〒013-0060 （在総）第108号           平成24年 4月 1日
     横手市条里一丁目１５番２号
     0182-23-5301  (0182-23-5303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001･1510･8 下浜診療所 〒010-1503 （在総）第109号           平成24年 7月 1日
     秋田市下浜羽川字下山４８番１３
     ２
     018-879-3370  (018-879-3371)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101･1214･7 御野場病院 〒010-1424 療養       122（在総）第110号           平成24年 9月 1日
     秋田市御野場２丁目１４番１号 一般        30
     018-839-6141  (018-839-5025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201･1629･6 医療法人社団　本間医〒010-0953 （在総）第111号           平成24年11月 1日
     院 秋田市山王中園町３番１４号
     018-862-7070  (018-862-7002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5326･1165･8 亀谷医院 〒019-1402 （在総）第113号           平成25年 6月 1日
     仙北郡美郷町野中字宮崎８６番地
     ７
     0187-84-1288  (0187-84-1481)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 3月 1日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5410･1016･7 小玉医院 〒018-1401 一般 （在総）第115号           平成26年 1月 1日
     潟上市昭和大久保字街道下９６番　　一般    19
     地８
     018-877-2040  (018-877-2370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5520･1013･3 小坂町診療所 〒017-0202 （在総）第116号           平成26年 4月 1日
     鹿角郡小坂町小坂鉱山字栗平２５
     －１
     0186-29-5500  (0186-29-5600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601･1633･8 及川医院 〒011-0947 （在総）第117号           平成26年 4月 1日
     秋田市飯島新町三丁目１番２０号
     018-845-3579  (018-827-3580)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701･1007･5 医療法人運忠会　土崎〒011-0946 一般        68（在総）第120号           平成26年 5月 1日
     (01･3379･2) 病院 秋田市土崎港中央４丁目４番２６療養        42
     号
     018-845-4121  (018-845-4124)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801･1635･3 わだクリニック 〒011-0901 （在総）第121号           平成26年10月 1日
     秋田市寺内字三千刈８６番３
     018-896-5560  (018-896-5561)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901･1606･4 山王胃腸科 〒010-0951 一般 （在総）第122号           平成26年10月 1日
     秋田市山王二丁目１番４９号 　　一般    19
     018-862-5211  (018-862-8884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001･1650･2 あきた駅前内科外科ク〒010-0874 （在総）第123号           平成26年12月 1日
     リニック 秋田市千秋久保田町３番１５号三
     宅ビル２Ｆ
     018-837-6500  (018-837-6501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6110･1017･5 せきクリニック 〒010-0101 （在総）第124号           平成27年10月 1日
     潟上市天王字長沼４２番地５
     018-872-4088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6208･1143･3 太田診療所 〒019-1601 （在総）第125号           平成27年12月 1日
     大仙市太田町横沢字窪関南５０５
     番１
     0187-88-2233  (0187-88-2244)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6309･1059･9 なかの消化器内科クリ〒018-5201 （在総）第126号           平成28年 2月 1日
     ニック 鹿角市花輪字下中島８１番地２
     0186-22-7335  (0186-22-1760)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 3月 1日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6403･1134･3 市立大森病院 〒013-0525 一般       100（在総）第127号           平成28年 2月 1日
     横手市大森町菅生田２４５番地２療養        50
     ０５
     0182-26-2141  (0182-26-2974)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6526･1166･6 みさと在宅診療所 〒019-1404 （在総）第128号           平成28年 7月 1日
     仙北郡美郷町六郷字赤城４６－３
     ノエル２Ｆ
     0187-88-8639  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6605･1094･4 伊藤医院 〒018-0901 （在総）第129号           平成29年 5月 1日
     由利本荘市中田代字板井沢１１４
     番地７
     0184-67-2321  (0184-67-2026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701･1648･6 ながぬま内科 〒011-0946 （在総）第130号           平成29年10月 1日
     秋田市土崎港中央六丁目２番２４
     号
     018-857-2111  (018-857-2122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


