
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14の２」の１の(１)に規定する在宅療養支援病院　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･1233･7 細谷病院 〒010-0014 療養       107（支援病１）第1号         平成24年 4月 1日
     秋田市南通宮田３番１０号
     018-833-3455  (018-833-3767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    223･1017･8 湖東厚生病院 〒018-1605 一般       100（支援病１）第2号         平成27年 2月 1日
     南秋田郡八郎潟町川崎字貝保９８
     番１
     0188-75-2100  (0188-75-5277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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14の２」の１の(２)に規定する在宅療養支援病院　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･1214･7 御野場病院 〒010-1424 療養       122（支援病２）第2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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203･1134･3 市立大森病院 〒013-0525 一般       100（支援病２）第4号         平成27年10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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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14の２」の１の(３)に規定する在宅療養支援病院　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)

    110･1009･2 藤原記念病院 〒010-0201 一般       140（支援病３）第1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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    209･1047･4 大湯リハビリ温泉病院〒018-5421 療養       109（支援病３）第5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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301･1007･5 医療法人運忠会　土崎〒011-0946 一般        68（支援病３）第8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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401･1475･4 医療法人　小泉病院 〒010-0001 一般        27（支援病３）第10号        平成28年 2月 1日
     秋田市中通四丁目１番２８号 療養        43
     018-833-6371  (018-836-4035)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 コンタクトレンズ検査料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)

    101･1460･6 玉田眼科 〒011-0946 一般         6（コン１）第43号          平成20年 4月 1日
     秋田市土崎港中央５－６－２９
     018-857-0567  (018-847-5660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    208･1062･5 医療法人　高橋久志眼〒014-0027 （コン１）第71号          平成20年 4月 1日
     科医院 大仙市大曲通町１２番２２号
     0187-66-1148  (0187-66-1149)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301･1419･2 医療法人清瞭会　吉本〒011-0946 （コン１）第72号          平成20年 4月 1日
     眼科医院 秋田市土崎港中央三丁目４番３６
     号
     018-845-1632  (018-845-9671)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401･1407･7 細部眼科医院 〒010-0911 一般         9（コン１）第73号          平成20年 4月 1日
     秋田市保戸野すわ町１５－２
     018-883-5088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    503･1092･3 山田眼科医院 〒013-0022 一般        12（コン１）第74号          平成20年 4月 1日
     横手市四日町５番２５号
     0182-32-6006  (0182-32-6501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    605･1051･4 早川眼科医院 〒015-0072 一般        15（コン１）第76号          平成20年 4月 1日
     由利本荘市裏尾崎町４番地
     0184-22-1815  (0184-23-1148)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701･1340･0 吉田眼科 〒010-1622 （コン１）第77号          平成20年 4月 1日
     秋田市新屋日吉町７－４１
     018-828-6080  (018-828-6006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801･1455･6 山王眼科クリニック 〒010-0953 （コン１）第78号          平成20年 4月 1日
     秋田市山王中園町１０番２７号
     018-896-7373  (018-896-7374)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    905･1064･7 前田眼科 〒015-0843 一般 （コン１）第79号          平成20年 4月 1日
     由利本荘市東梵天１９２番地３ 　　一般     8
     0184-28-5500  (0184-28-5501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1009･1055･7 こいずみ眼科 〒018-5201 （コン１）第80号          平成20年 4月 1日
     鹿角市花輪字鎌倉平５番地１
     0186-23-6500  (0186-30-0876)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1112･1013･0 鬼川医院 〒014-0312 （コン１）第82号          平成20年 4月 1日
     仙北市角館町田町下丁１７番地
     0187-54-2061  (0187-54-2231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 コンタクトレンズ検査料１　医科］ 平成30年 3月 1日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1201･1352･5 ひらの眼科 〒010-0041 （コン１）第83号          平成20年 4月 1日
     秋田市広面字樋の沖２７番地の２
     018-837-2888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1304･1019･4 大館市立総合病院 〒017-0885 一般       375（コン１）第86号          平成20年 4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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1406･1052･0 男鹿みなと市民病院 〒010-0511 一般       145（コン１）第87号          平成20年 4月 1日
     男鹿市船川港船川字海岸通り１号
     ８番地６
     0185-23-2221  (0185-23-2033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1528･1046･6 羽後町立羽後病院 〒012-1131 一般       114（コン１）第88号          平成20年 4月 1日
     雄勝郡羽後町西馬音内字大戸道４療養        54
     ４－５
     0183-62-1111  (0183-62-3174)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1605･1054･8 本荘第一病院 〒015-0834 一般       158（コン１）第89号          平成20年 4月 1日
     由利本荘市岩渕下１１０番地
     0184-22-0111  (0184-22-0120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1703･1134･3 市立大森病院 〒013-0525 一般       100（コン１）第91号          平成20年 4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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1806･1042･1 たかぎ眼科クリニック〒010-0341 （コン１）第92号          平成20年 4月 1日
     男鹿市船越字内子１番５６０
     0185-22-6556  (0185-22-6551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1923･1062･4 ごじょうめ眼科クリニ〒018-1724 （コン１）第93号          平成20年 4月 1日
     ック 南秋田郡五城目町東磯ノ目二丁目
     １番地１０
     018-852-5225  (018-852-5227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001･1511･6 阿部眼科 〒010-8506 （コン１）第94号          平成20年 4月 1日
     秋田市東通仲町４番１号秋田拠点
     センターアルヴェ４階
     018-884-3360  (018-884-3367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101･1424･2 すずき眼科 〒010-1427 （コン１）第96号          平成20年 4月 1日
     秋田市仁井田新田１丁目１－３６
     018-839-8881  (018-839-8882)



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 コンタクトレンズ検査料１　医科］ 平成30年 3月 1日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2210･1004･3 南秋田眼科医院 〒018-1401 （コン１）第97号          平成20年 4月 1日
     潟上市昭和大久保字街道下１０６
     番地５
     018-877-7117  (018-877-7482)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301･1560･3 うちやま眼科医院 〒011-0942 一般 （コン１）第98号          平成20年 4月 1日
     秋田市土崎港東３丁目２番２４号　　一般     8
     018-880-5252  (018-880-5253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2402･1074･3 医療法人　英会　工藤〒016-0816 （コン１）第102号         平成20年 4月 1日
     眼科医院 能代市富町１０－８
     0185-52-0105  (0185-54-2821)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501･1498･6 おのば眼科 〒010-1423 一般         5（コン１）第103号         平成20年 4月 1日
     秋田市仁井田字中新田８１番地
     018-829-3920  (018-892-6006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2604･1083･0 小池眼科 〒017-0044 （コン１）第105号         平成20年 4月 1日
     大館市御成町二丁目１８番３７号
     0186-43-5920  (0186-42-8632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2710･1013･4 おおこし眼科 〒010-0101 （コン１）第106号         平成20年 4月 1日
     潟上市天王長沼２３番地５
     018-870-4800  (018-873-7745)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801･1442･4 秋田厚生医療センター〒011-0948 一般       477（コン１）第107号         平成20年 4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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2903･1138･4 平鹿総合病院 〒013-8610 一般 （コン１）第109号         平成20年 4月 1日
     (03･3073･7) 横手市前郷字八ツ口３番１ 　　一般   580
     0182-32-5121  (0182-33-3200) 結核         6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3005･1060･5 由利組合総合病院 〒015-8511 一般       465（コン１）第110号         平成20年 4月 1日
     (05･3030･2) 由利本荘市川口字家後３８番地 一般（感染）
     0184-27-1200  (0184-27-1277)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3123･1017･8 湖東厚生病院 〒018-1605 一般       100（コン１）第113号         平成20年 4月 1日
     南秋田郡八郎潟町川崎字貝保９８
     番１
     0188-75-2100  (0188-75-5277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201･1120･6 社会医療法人明和会　〒010-8577 一般       450（コン１）第115号         平成20年 4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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 コンタクトレンズ検査料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)

   3301･1409･3 秋田赤十字病院 〒010-1495 一般 （コン１）第116号         平成20年 4月 1日
     秋田市上北手猿田字苗代沢２２２　　一般   445
     番地１号
     018-829-5000  (018-829-5255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3403･1127･7 市立横手病院 〒013-8602 一般 （コン１）第117号         平成20年 4月 1日
     横手市根岸町５－３１ 　　一般   225
     0182-32-5001  (0182-36-1782) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501･1563･7 かん眼科 〒010-0973 （コン１）第120号         平成20年 4月 1日
     秋田市八橋本町５丁目５番２０号
     018-853-6555  (018-863-3344)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3607･1059･3 ゆざわ眼科医院 〒012-0031 一般 （コン１）第121号         平成20年 4月 1日
     湯沢市鶴館７０番地３ 　　一般     9
     0183-72-8008  (0183-72-8007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3711･1012･4 小林眼科医院 〒018-3312 一般 （コン１）第122号         平成20年 4月 1日
     北秋田市花園町７番１２号 　　一般     4
     0186-62-2544  (0186-63-0035)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3802･1126･1 のしろ眼科クリニック〒016-0823 一般 （コン１）第124号         平成20年 4月 1日
     能代市若松町３番８号 　　一般     5
     0185-89-1116  (0185-53-3010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3903･1137･6 高橋耳鼻咽喉科眼科ク〒013-0037 一般 （コン１）第125号         平成20年 4月 1日
     リニック 横手市前郷二番町４－２５ 　　一般     6
     0182-32-2275  (0182-36-8170)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4002･1083･4 独立行政法人地域医療〒016-0851 一般       167（コン１）第126号         平成20年 4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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4180･1004･6 秋田大学医学部附属病〒010-0041 一般 （コン１）第127号         平成20年 5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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4204･1072･3 木村眼科医院 〒017-0846 （コン１）第129号         平成20年 5月 1日
     大館市常盤木町２－１２
     0186-42-4624  (0186-42-8964)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4304･1105･1 よしだ眼科クリニック〒017-0885 （コン１）第132号         平成20年 5月 1日
     大館市豊町９番４５号
     0186-45-1477  (0186-45-1478)



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 コンタクトレンズ検査料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)

   4407･1080･9 雄勝中央病院 〒012-0055 一般 （コン１）第133号         平成20年 5月 1日
     (07･3042･3) 湯沢市山田字勇ヶ岡２５ 　　一般   376
     0183-73-5000  (0183-73-3749) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501･1313･7 早川眼科伊奈皮ふ科医〒010-0011 （コン１）第134号         平成20年 5月 1日
     院 秋田市南通亀の町４－３６
     018-832-2830  (018-831-0025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4613･1017･9 にかほ眼科医院 〒018-0402 （コン１）第137号         平成21年 8月 1日
     にかほ市平沢字田角森６６番１号
     0184-44-8066  (0184-44-8268)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701･1584･3 はやかわ眼科クリニッ〒010-0814 （コン１）第138号         平成21年12月 1日
     ク 秋田市泉東町８番９号
     018-874-7666  (018-874-7667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4809･1057･3 かづの厚生病院 〒018-5201 一般 （コン１）第139号         平成22年 5月 1日
     鹿角市花輪字向畑１８番地 　　一般   262
     0186-23-2111  (0186-23-3653)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901･1600･7 太田眼科 〒010-0874 （コン１）第140号         平成22年11月25日
     秋田市千秋久保田町３番２１号
     018-834-5678  (018-831-8228)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5008･1140･9 はら眼科 〒014-0012 （コン１）第141号         平成23年 7月 1日
     大仙市幸町１番５０号
     0187-88-8658  (0187-88-8302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5103･1144･2 条里コスモス眼科 〒013-0060 （コン１）第142号         平成23年 9月 1日
     横手市条里１丁目１０－１７
     0182-38-8881  (0182-38-8866)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201･1613･0 御所野かなや眼科 〒010-1414 （コン１）第143号         平成23年 9月 1日
     秋田市御所野元町四丁目１４番３
     ２号
     018-874-8606  (018-874-9855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301･1646･0 わたなべ眼科医院 〒010-0816 （コン１）第146号         平成26年 8月 1日
     秋田市泉字登木２２６番地３
     018-896-1155  (018-896-1165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401･1647･8 なべしま眼科クリニッ〒011-0946 （コン１）第147号         平成26年 9月 1日
     ク 秋田市土崎港中央五丁目７番１５
     号
     018-880-2227  (018-893-4511)



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 コンタクトレンズ検査料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)

   5501･1643･7 市立秋田総合病院 〒010-0933 一般 （コン１）第148号         平成27年 7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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5603･1151･7 医療法人　恵杉会　ス〒019-0524 （コン１）第149号         平成27年 9月 1日
     ギ眼科クリニック 横手市十文字町字本町１３－６
     0182-23-5656  (0182-42-5525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701･1232･9 土田小児科医院 〒010-0003 （コン１）第150号         平成28年 1月 1日
     秋田市東通６丁目１４－３０
     018-835-8125  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801･1661･9 高橋眼科医院 〒010-0905 一般 （コン１）第151号         平成28年 1月 1日
     秋田市保戸野中町１－５３ 　　一般    11
     018-823-3559  (018-863-3666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5908･1156･5 大仙眼科クリニック 〒014-0022 一般 （コン１）第152号         平成29年 1月 1日
     大仙市大花町１４番３号 　　一般     6
     0187-63-0001  (0187-73-8028)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6012･1023･9 市立角館総合病院 〒014-0394 一般 （コン１）第155号         平成29年 4月 1日
     (12･3019･1) 仙北市角館町岩瀬３番地 　　一般   170
     0187-54-2111  (0187-54-2715) 精神
     　　精神    36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6102･1134･5 さとう眼科 〒016-0804 （コン１）第156号         平成30年 1月 4日
     能代市万町３番１０号
     0185-54-1854  (0185-54-1864)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 画像診断管理加算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)

    102･1068･5 能代厚生医療センター〒016-0014 一般       392（画１）第2号             平成14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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    205･1060･5 由利組合総合病院 〒015-8511 一般       465（画１）第3号             平成14年 4月 1日
     (05･3030･2) 由利本荘市川口字家後３８番地 一般（感染）
     0184-27-1200  (0184-27-1277)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301･1389･7 医療法人秋田医仁会　〒010-0011 （画１）第19号            平成27年10月 1日
     秋田メモリアルクリニ秋田市南通亀の町７番２６号
     ック 018-836-6070  (018-836-6030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    404･1019･4 大館市立総合病院 〒017-0885 一般       375（画１）第20号            平成28年 4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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501･1442･4 秋田厚生医療センター〒011-0948 一般       477（画１）第21号            平成14年 4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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    603･1138･4 平鹿総合病院 〒013-8610 一般 （画１）第22号            平成29年 6月 1日
     (03･3073･7) 横手市前郷字八ツ口３番１ 　　一般   580
     0182-32-5121  (0182-33-3200) 結核         6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 画像診断管理加算２　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)

    180･1004･6 秋田大学医学部附属病〒010-0041 一般 （画２）第15号            平成20年 4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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･1120･6 社会医療法人明和会　〒010-8577 一般       450（画２）第17号            平成20年 4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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303･1127･7 市立横手病院 〒013-8602 一般 （画２）第19号            平成20年 4月 1日
     横手市根岸町５－３１ 　　一般   225
     0182-32-5001  (0182-36-1782) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    405･1054･8 本荘第一病院 〒015-0834 一般       158（画２）第21号            平成20年10月 1日
     由利本荘市岩渕下１１０番地
     0184-22-0111  (0184-22-0120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501･1579･3 秋田県立脳血管研究セ〒010-0874 一般       169（画２）第23号            平成21年 4月 1日
     ンター 秋田市千秋久保田町６番１０号
     018-833-0115  (018-833-0158)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    608･1137･5 秋田県立リハビリテー〒019-2413 一般        50（画２）第24号            平成21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
     ター ２番地 精神       200
     018-892-3751  (018-892-3757)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701･1643･7 市立秋田総合病院 〒010-0933 一般 （画２）第27号            平成27年 1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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 外来化学療法加算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)

    180･1004･6 秋田大学医学部附属病〒010-0041 一般 （外化１）第24号          平成20年 4月 1日
     (80･3003･2) 院 秋田市広面字蓮沼４４－２ 　　一般   577 専用病床数:15床
     018-834-1111  (018-884-6560) 精神        36
     一般
     　　感染     2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202･1058･6 能代山本医師会病院 〒016-0151 一般       165（外化１）第25号          平成20年 4月 1日
     (02･3063･0) 能代市檜山字新田沢１０５番地の療養        35 専用病床数:8床
     １１
     0185-58-3311  (0185-58-5051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    305･1054･8 本荘第一病院 〒015-0834 一般       158（外化１）第26号          平成20年 4月 1日
     由利本荘市岩渕下１１０番地 専用病床数:4床
     0184-22-0111  (0184-22-0120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402･1068･5 能代厚生医療センター〒016-0014 一般       392（外化１）第28号          平成20年 4月 1日
     能代市落合字上前田地内 精神        60 専用病床数:7床
     0185-52-3111  (0185-55-0123) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    505･1060･5 由利組合総合病院 〒015-8511 一般       465（外化１）第29号          平成20年 4月 1日
     (05･3030･2) 由利本荘市川口字家後３８番地 一般（感染） 専用病床数:11床
     0184-27-1200  (0184-27-1277)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601･1120･6 社会医療法人明和会　〒010-8577 一般       450（外化１）第33号          平成20年 4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 専用病床数:20床
     018-833-1122  (018-831-9418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701･1409･3 秋田赤十字病院 〒010-1495 一般 （外化１）第34号          平成20年 4月 1日
     秋田市上北手猿田字苗代沢２２２　　一般   445 専用病床数:16床
     番地１号
     018-829-5000  (018-829-5255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    804･1011･1 独立行政法人労働者健〒018-5604 一般       250（外化１）第35号          平成20年 4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 専用病床数:3床
     病院 0186-52-3131  (0186-52-3137)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    903･1138･4 平鹿総合病院 〒013-8610 一般 （外化１）第36号          平成20年 5月 1日
     (03･3073･7) 横手市前郷字八ツ口３番１ 　　一般   580 専用病床数:12床
     0182-32-5121  (0182-33-3200) 結核         6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1028･1046･6 羽後町立羽後病院 〒012-1131 一般       114（外化１）第37号          平成20年10月 1日
     雄勝郡羽後町西馬音内字大戸道４療養        54 専用病床数:3床
     ４－５
     0183-62-1111  (0183-62-3174)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 外来化学療法加算１　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)

   1104･1019･4 大館市立総合病院 〒017-0885 一般       375（外化１）第38号          平成21年 1月 1日
     (04･3012･3) 大館市豊町３番１号 一般（感染） 専用病床数:9床
     0186-42-5370  (0186-42-2055)              2
     結核         6
     精神        60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1207･1080･9 雄勝中央病院 〒012-0055 一般 （外化１）第40号          平成21年 1月 1日
     (07･3042･3) 湯沢市山田字勇ヶ岡２５ 　　一般   376 専用病床数:4床
     0183-73-5000  (0183-73-3749) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1302･1083･4 独立行政法人地域医療〒016-0851 一般       167（外化１）第42号          平成21年 6月 1日
     機能推進機構　秋田病能代市緑町５番２２号 専用病床数:7床
     院 0185-52-3271  (0185-54-7892)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1410･1009･2 藤原記念病院 〒010-0201 一般       140（外化１）第44号          平成22年 4月 1日
     潟上市天王字上江川４７番地 専用病床数:1床
     018-878-3131  (018-878-6900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1511･1030･6 北秋田市民病院 〒018-4221 一般       224（外化１）第45号          平成22年 4月 1日
     (11･3019･3) 北秋田市下杉字上清水沢１６番２一般（感染） 専用病床数:6床
     ９号              4
     0186-62-7001  (0186-78-9500) 結核         4
     精神        40
     療養        48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1609･1057･3 かづの厚生病院 〒018-5201 一般 （外化１）第46号          平成22年 5月 1日
     鹿角市花輪字向畑１８番地 　　一般   262 専用病床数:5床
     0186-23-2111  (0186-23-3653)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701･1442･4 秋田厚生医療センター〒011-0948 一般       477（外化１）第47号          平成22年11月 1日
     秋田市飯島西袋一丁目１番１号 一般（感染） 専用病床数:15床
     018-880-3000  (018-880-3040)              2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1803･1127･7 市立横手病院 〒013-8602 一般 （外化１）第48号          平成23年 5月 1日
     横手市根岸町５－３１ 　　一般   225 専用病床数:5床
     0182-32-5001  (0182-36-1782) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1906･1052･0 男鹿みなと市民病院 〒010-0511 一般       145（外化１）第49号          平成23年10月 1日
     男鹿市船川港船川字海岸通り１号 専用病床数:4床
     ８番地６
     0185-23-2221  (0185-23-2033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 外来化学療法加算１　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)

   2001･1643･7 市立秋田総合病院 〒010-0933 一般 （外化１）第51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 専用病床数:9床
     018-823-4171  (018-866-7026) 結核        22
     精神
     　　精神    60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2108･1148･2 大曲厚生医療センター〒014-0027 一般 （外化１）第52号          平成26年 5月 1日
     (08･3064･5) 大仙市大曲通町８番６５号 　　一般   433 専用病床数:10床
     0187-63-2111  (0187-63-5406) 一般（感染）
     　　感染     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 外来化学療法加算２　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)

    101･1475･4 医療法人　小泉病院 〒010-0001 一般        27（外化２）第1号           平成20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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･1376･4 医療法人城東整形外科〒010-0003 一般        19（外化２）第8号           平成20年 4月 1日
     秋田市東通六丁目７番６号
     018-832-0023  (018-832-0910)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    308･1134･2 社会医療法人明和会　〒014-0062 一般        60（外化２）第9号           平成23年 9月 1日
     大曲中通病院 大仙市大曲上栄町６番４号 療養        46
     0187-63-2131  (0187-63-3901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401･1409･3 秋田赤十字病院 〒010-1495 一般 （外化２）第11号          平成25年11月 1日
     秋田市上北手猿田字苗代沢２２２　　一般   445
     番地１号
     018-829-5000  (018-829-5255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501･1669･2 いなば御所野乳腺クリ〒010-1412 （外化２）第13号          平成29年 9月 1日
     ニック 秋田市御所野下堤二丁目１－９
     018-838-1785  (018-838-1782)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    612･1023･9 市立角館総合病院 〒014-0394 一般 （外化２）第14号          平成29年10月 1日
     (12･3019･1) 仙北市角館町岩瀬３番地 　　一般   170
     0187-54-2111  (0187-54-2715) 精神
     　　精神    36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


