
届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日    1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,0098,9 渡辺医院 〒400-0861 （１７５）第3号           平成14年 4月 1日
     甲医98 甲府市城東一丁目８－９
     055-235-4321  (055-235-4321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,0165,6 大久保内科医院 〒400-0042 （時間外２）第11号        平成22年 4月 1日
     甲医165 甲府市高畑一丁目１－７ （酸単）第61号            平成29年 4月 1日
     055-222-3778  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,0175,5 三井医院 〒400-0031 （１７５）第8号           平成14年 4月 1日
     甲医175 甲府市丸の内二丁目１２－１
     222-5224      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,0199,5 鈴木外科医院 〒400-0031 （１７５）第12号          平成14年 4月 1日
     甲医199 甲府市丸の内三丁目８－７
     055-222-3088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,0225,8 五味皮フ科医院 〒400-0032
     甲医225 甲府市中央五丁目５－４
     055-233-5231  (055-233-5231)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,0253,0 本間外科胃腸科医院 〒400-0073 （時間外１）第22号        平成24年 4月 1日
     甲医253 甲府市湯村三丁目１－８ （酸単）第62号            平成29年 4月 1日
     055-252-3151  (055-253-4869)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,0257,1 久保島医院 〒400-0845 （時間外２）第35号        平成22年 4月 1日
     甲医257 甲府市上今井町２２８１ （外後発使）第1号         平成28年 4月 1日
     055-241-2747  （１７５）第18号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,0260,5 今井胃腸科内科医院 〒400-0851
     甲医260 甲府市住吉四丁目２４－２１
     055-235-8899  (055-235-8995)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,0269,6 有泉医院 〒400-0858
     甲医269 甲府市相生二丁目８－６
     233-2323      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,0274,6 内科小児科小野医院 〒400-0065 （時間外２）第6号         平成22年 4月 1日
     甲医274 甲府市貢川二丁目２－１１ （ニコ）第195号           平成29年 7月 1日
     055-228-8822  （外後発使）第2号         平成28年 4月 1日
     （酸単）第253号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,0279,5 矢崎内科 〒400-0041 （時間外２）第95号        平成22年 5月 1日
     甲医279 甲府市上石田四丁目３－１９ （外後発使）第3号         平成28年 4月 1日
     055-228-7002  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日    2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1201,0281,1 荻原産婦人科医院 〒400-0043 一般         8
     甲医281 甲府市国母二丁目４－２７
     226-0335      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,0284,5 内藤医院 〒400-0031 （時間外２）第57号        平成22年 4月 1日
     甲医284 甲府市丸の内二丁目３４－４
     055-222-3619  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,0314,0 平井耳鼻咽喉科 〒400-0853 （時間外２）第92号        平成22年 4月 1日
     甲医314 甲府市下小河原町２５－１ （高）第34号              平成28年 8月 1日
     055-243-3341  （酸単）第63号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,0320,7 原整形外科医院 〒400-0857 （時間外２）第9号         平成22年 4月 1日
     甲医320 甲府市幸町６－１５
     055-233-8832  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,0327,2 あさかわレディースク〒400-0024 一般        10（時間外２）第94号        平成22年 5月 1日
     甲医327 リニック 甲府市北口三丁目８－１６ （診入院）第317号         平成28年 9月 1日
     055-252-7585  （ＨＰＶ）第8号           平成22年 4月 1日
     （酸単）第64号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,0334,8 内田皮ふ科 〒400-0856 （酸単）第210号           平成29年 4月 1日
     甲医334 甲府市伊勢四丁目１－１６
     055-237-9753  (055-237-9788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,0337,1 武藤内科胃腸科医院 〒400-0045 （外後発使）第37号        平成28年 6月 1日
     甲医337 甲府市後屋町渋川２８８－１
     055-241-1415  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,0341,3 加藤内科クリニック 〒400-0858
     甲医341 甲府市相生三丁目７－１８
     055-235-0302  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,0349,6 高畑診療所 〒400-0043
     甲医349 甲府市国母二丁目２２－３
     055-224-2395  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,0350,4 池田皮フ科 〒400-0031
     甲医350 甲府市丸の内二丁目１－１０　ア
     ルカディアビル３階
     055-237-3124  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,0355,3 広瀬内科医院 〒400-0867
     甲医355 甲府市青沼三丁目５－５
     055-232-2011  (055-232-2012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日    3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2301,0356,1 小沢耳鼻咽喉科アレル〒400-0025 一般         1（時間外２）第81号        平成22年 4月 1日
     甲医356 ギー科クリニック 甲府市朝日一丁目８－１３ （高）第17号              平成 6年12月 1日
     055-252-2790  （ニコ）第235号           平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,0364,5 藤原整形外科 〒400-0016 （時間外２）第76号        平成22年 4月 1日
     甲医364 甲府市武田三丁目３－９
     055-254-0511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,0365,2 露木耳鼻咽喉科医院 〒400-0032 一般         4（時間外２）第70号        平成22年 4月 1日
     甲医365 甲府市中央四丁目９－２ （診入院）第277号         平成24年 4月 1日
     055-235-3387  （高）第5号               平成 6年 7月 1日
     （ニコ）第196号           平成29年 7月 1日
     （支援診２）第27号        平成29年 4月 1日
     （在緩診実）第1号         平成28年 4月 1日
     （在医総管）第51号        平成19年10月 1日
     （在総）第75号            平成19年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,0373,6 里吉内科クリニック 〒400-0822
     甲医373 甲府市里吉四丁目１５－１７
     055-227-0028  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,0375,1 初鹿耳鼻咽喉科医院 〒400-0042 （時間外２）第54号        平成22年 4月 1日
     甲医375 甲府市高畑二丁目４－１１ （高）第14号              平成 6年 8月 1日
     055-224-3387  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,0379,3 古守医院 〒400-0857 （がん指）第40号          平成26年 7月 1日
     甲医379 甲府市幸町２２－１１ （酸単）第65号            平成29年 4月 1日
     055-233-5230  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,0382,7 甲府中央クリニック 〒400-0032
     甲医382 甲府市中央二丁目３－５
     055-227-3077  (055-227-3077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,0397,5 藤井肛門科クリニック〒400-0041 一般         8（診入院）第319号         平成29年 8月 1日
     甲医397 甲府市上石田三丁目３－３２
     055-227-5411  (055-227-5408)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,0398,3 石原医院 〒400-0825 （在医総管）第61号        平成20年 4月 1日
     甲医398 甲府市七沢町１８０－１
     055-231-1600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,0399,1 小澤外科内科医院 〒400-0806
     甲医399 甲府市善光寺一丁目２４－２０
     055-233-7037  (055-232-9614)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日    4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3301,0401,5 大石耳鼻咽喉科医院 〒400-0008
     甲医401 甲府市緑が丘一丁目１－２１
     055-253-5641  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,0403,1 今井内科医院 〒400-0032 （酸単）第260号           平成29年 4月 1日
     甲医403 甲府市中央一丁目８－６
     055-235-3267  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,0414,8 みぞべこどもクリニッ〒400-0026
     甲医414 ク 甲府市塩部四丁目１４－１２
     055-252-1811  (055-252-1831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,0416,3 東甲府医院 〒400-0803 （時間外２）第65号        平成22年 4月 1日
     甲医416 甲府市桜井町２９９ （地包加）第16号          平成27年 4月 1日
     055-222-2000  (055-222-2008) （糖管）第25号            平成26年 4月 1日
     （糖防管）第7号           平成24年12月 1日
     （ニコ）第171号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第41号          平成26年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第180号         平成30年 2月 1日
     （脳Ⅱ）第16号            平成22年 4月 1日
     （運Ⅰ）第1号             平成22年 4月 1日
     （認２）第2号             平成24年 6月 1日
     （透析水２）第25号        平成27年11月 1日
     （肢梢）第1号             平成28年 4月 1日
     （酸単）第66号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,0417,1 南甲府クリニック 〒400-0822
     甲医417 甲府市里吉三丁目１０－２
     055-251-6892  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,0425,4 桜林内科消化器科医院〒400-0058 （外後発使）第57号        平成30年 3月 1日
     甲医425 甲府市宮原町１３３６－１
     055-241-2619  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,0428,8 斉藤内科循環器科医院〒400-0043 （ニコ）第227号           平成29年 7月 1日
     甲医428 甲府市国母八丁目２６－１３
     055-230-2200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,0441,1 日原内科小児科医院 〒400-0006 （時間外１）第34号        平成26年 4月 1日
     甲医441 甲府市天神町１４－４５ （地包加）第2号           平成26年 4月 1日
     055-252-8786  （ニコ）第159号           平成29年 7月 1日
     （支援診３）第129号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第25号          平成24年 6月 1日
     （在医総管）第33号        平成18年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第164号         平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日    5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4101,0444,5 宮澤医院 〒400-0026 （時間外２）第61号        平成22年 4月 1日
     甲医444 甲府市塩部三丁目１４－７ （小か診）第1号           平成28年 4月 1日
     055-252-2850  (055-252-2851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,0458,5 あおぞら心療内科クリ〒400-0811
     甲医458 ニック 甲府市川田町５８－１
     055-227-3477  (055-227-3477)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,0462,7 井出整形外科医院 〒400-0047 （時間外１）第12号        平成24年 4月 1日
     甲医462 甲府市徳行１－７－３４
     055-221-7220  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,0468,4 ひのはら整形外科ペイ〒400-0822
     甲医468 ンクリニック 甲府市里吉二丁目６－２２
     055-236-2277  (055-236-2277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,0469,2 ふじ内科クリニック 〒400-0008 （ニコ）第197号           平成29年 7月 1日
     甲医469 甲府市緑が丘１－４－１６ （支援診３）第112号       平成29年 4月 1日
     055-252-5150  （在医総管）第3号         平成18年 4月 1日
     （在総）第44号            平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,0475,9 保坂内科消化器科 〒400-0032 （時間外２）第5号         平成22年 4月 1日
     甲医475 甲府市中央四丁目１２－２６ （がん疼）第4号           平成22年 4月 1日
     055-233-7241  (055-233-7241) （肝炎）第3号             平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,0481,7 遠藤眼科クリニック 〒400-0812
     甲医481 甲府市和戸町６８８－８
     055-232-2024  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,0482,5 わかまつ皮フ科クリニ〒400-0836
     甲医482 ック 甲府市小瀬町１１４２－１
     055-242-2211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,0483,3 うえむらクリニック 〒400-0836 （時間外２）第43号        平成22年 4月 1日
     甲医483 甲府市小瀬町１１４０－１ （肝炎）第2号             平成22年 4月 1日
     055-242-2111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,0485,8 中込医院 〒400-0032 （１７５）第216号         平成14年 8月10日
     甲医485 甲府市中央五丁目８－３２
     055-233-5965  (055-233-5967)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,0487,4 杉田医院 〒400-0806 （時間外２）第89号        平成22年 4月 1日
     甲医487 甲府市善光寺１丁目１１－１４ （外後発使）第58号        平成30年 3月 1日
     055-233-5251  (055-233-5251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日    6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5201,0493,2 かない内科クリニック〒400-0862
     甲医493 甲府市朝気２－１－２２
     055-221-5550  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,0495,7 櫻林内科眼科医院 〒400-0858 （支援診３）第101号       平成28年 9月 1日
     甲医495 甲府市相生２－７－６ （在医総管）第4号         平成18年 4月 1日
     055-223-5525  （在総）第45号            平成18年 4月 1日
     （コン１）第123号         平成28年 9月 1日
     （酸単）第67号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,0500,4 橘田耳鼻咽喉科医院 〒400-0032 （時間外２）第100号       平成22年 6月 1日
     甲医500 甲府市中央二丁目１２番２８号 （高）第27号              平成16年 3月 9日
     055-237-3387  (055-237-3334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,0502,0 依田産科婦人科クリニ〒400-0861 一般         8（時間外１）第21号        平成24年 4月 1日
     甲医502 ック 甲府市城東２－１６－６ （診入院）第275号         平成24年 4月 1日
     055-220-7511  （ＨＰＶ）第26号          平成22年 5月 1日
     （酸単）第68号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,0503,8 内田眼科医院 〒400-0043 （コン１）第140号         平成29年 4月 1日
     甲医503 甲府市国母８丁目２７番４号
     055-226-3351  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,0506,1 竹居医院 〒400-0007 （時間外２）第88号        平成22年 4月 1日
     甲医506 甲府市美咲１－１１－１５ （地包加）第12号          平成26年 5月 1日
     055-252-3908  （１７５）第228号         平成17年 3月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,0507,9 深澤内科クリニック 〒400-0043 （ニコ）第242号           平成29年 7月 1日
     甲医507 甲府市国母５－１９－１８
     055-221-1177  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,0514,5 北野医院 〒400-1508 （時間外２）第19号        平成22年 4月 1日
     甲医514 甲府市下曽根町７８１－１
     055-266-3027  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,0518,6 ばんどう整形外科クリ〒400-0051
     甲医518 ニック 甲府市古上条町２１－２
     055-242-3335  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,0519,4 おさだ内科クリニック〒400-0075 （がん疼）第1号           平成22年 4月 1日
     甲医519 甲府市山宮町１８－１ （がん指）第12号          平成23年 1月 1日
     055-220-3703  （在医総管）第35号        平成18年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,0525,1 いいじまこどもクリニ〒400-0058
     甲医525 ック 甲府市宮原町２００３
     055-242-0777  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日    7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6301,0526,9 心療内科たけうちクリ〒400-0043 （ニコ）第228号           平成29年 7月 1日
     甲医526 ニック 甲府市国母７－５－１７サンライ
     ン甲府ビル２Ａ
     055-223-5560  (055-223-5570)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,0528,5 小林眼科医院 〒400-0858 （コン１）第151号         平成29年 4月 1日
     甲医528 甲府市相生１－１３－１１
     055-222-2488  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,0530,1 清水内科外科医院 〒400-0074 （時間外２）第37号        平成22年 4月 1日
     甲医530 甲府市千塚４丁目９－１６ （支援診３）第111号       平成29年 3月 1日
     055-252-3986  （在医総管）第76号        平成22年 4月 1日
     （在総）第90号            平成22年 4月 1日
     （外後発使）第4号         平成28年 4月 1日
     （酸単）第69号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,0534,3 おさだクリニック 〒400-0064 （時間外２）第16号        平成22年 4月 1日
     甲医534 甲府市下飯田２－４－６ （ニコ）第160号           平成29年 7月 1日
     055-236-3355  （支援診３）第95号        平成28年 4月 1日
     （がん指）第49号          平成26年12月 1日
     （在医総管）第73号        平成21年 7月 1日
     （在総）第126号           平成28年 4月 1日
     （酸単）第70号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,0536,8 内科小児科細田医院 〒400-0016 （１７５）第241号         平成19年10月16日
     甲医536 甲府市武田三丁目４－３６
     055-253-6293  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,0539,2 あとべ心のクリニック〒400-0832
     甲医539 甲府市増坪町５４１－３
     055-243-1020  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,0540,0 山田ハートクリニック〒400-0005 （時間外２）第26号        平成22年 4月 1日
     甲医540 甲府市北新１－１－２０ （ニコ）第198号           平成29年 7月 1日
     055-267-8700  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,0546,7 甲府クリニック 〒400-0024
     甲医546 甲府市北口１－２－１４甲府北口
     プラザビル２０４
     055-254-3056  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,0547,5 土屋眼科医院 〒400-0856 一般         8（診入院）第312号         平成27年 6月 1日
     甲医547 甲府市伊勢１－３－９ （コン１）第133号         平成29年 3月 1日
     055-235-3050  （酸単）第71号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日    8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7201,0548,3 こうふサザンクリニッ〒400-0047 （ニコ）第217号           平成29年 7月 1日
     甲医548 ク 甲府市徳行２丁目１４－２６ （在医総管）第72号        平成21年 7月 1日
     055-225-1133  (055-225-1136)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,0549,1 わかみや内科クリニッ〒400-0864
     甲医549 ク 甲府市湯田２丁目１９－２
     055-287-6377  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,0554,1 塚原眼科医院 〒400-0053 （コン１）第134号         平成29年 3月 1日
     甲医554 甲府市大里町２３３１－３３
     055-268-3311  (055-268-3312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,0556,6 内藤内科小児科医院 〒400-0851 （Ｃ・Ｍ）第150号         平成26年 8月 1日
     甲医556 甲府市住吉１－１４－１８ （酸単）第72号            平成29年 4月 1日
     055-233-4534  (055-233-4535)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,0558,2 おかだ内科クリニック〒400-0024 （時間外２）第114号       平成24年 4月 1日
     甲医558 甲府市北口２－９－１２ニシコー （ニコ）第218号           平成29年 7月 1日
     北口駅前ビル２Ｆ （支援診３）第130号       平成29年 4月 1日
     055-288-1801  (055-288-1802) （肝炎）第12号            平成22年 8月 1日
     （在医総管）第84号        平成23年 3月 1日
     （在総）第104号           平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,0560,8 かみや整形外科リウマ〒400-0861 （運Ⅲ）第42号            平成29年 9月 1日
     甲医560 チクリニック 甲府市城東４丁目１７－５
     055-222-1140  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,0563,2 なかむら内科クリニッ〒400-0016
     甲医563 ク 甲府市武田３丁目３－１１
     055-255-1170  (055-255-1171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,0564,0 あさなぎクリニック 〒400-0824 （ショ小）第10号          平成28年 6月 1日
     甲医564 甲府市蓬沢町１０９９－１
     055-227-1000  (055-227-2200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,0565,7 健友堂クリニック 〒400-0058
     甲医565 甲府市宮原町２１１－１
     055-242-3120  (055-242-3121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,0566,5 小松小児科医院 〒400-0062
     甲医566 甲府市池田１丁目１１番７号
     055-251-6776  (055-251-6751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,0568,1 みずこし耳鼻咽喉科ク〒400-0812
     甲医568 リニック 甲府市和戸町６２１－１
     055-269-8714  (055-269-8713)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日    9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8301,0569,9 くぬぎクリニック 〒400-0024 （ニコ）第229号           平成29年 7月 1日
     甲医569 甲府市北口１－１－８
     055-251-0383  (055-251-0278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,1010,3 甲府市直営宮本診療所〒400-1218 （１７５）第2号           平成14年 4月 1日
     甲医1010 甲府市御岳町２３５９
     055-237-5362  (055-227-5291)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,1074,9 公益財団法人リヴィー〒400-0001 精神       234（精神入院）第57号        平成27年 5月 1日
     甲医1074 ズ　ＨＡＮＡＺＯＮＯ甲府市和田町２９６８番地 （看配）第47号            平成27年 5月 1日
     ホスピタル 055-253-2228  (055-253-8257) （看補）第217号           平成27年 5月 1日
     （療）第34号              平成22年 5月 1日
     （特疾２）第1号           平成20年10月 1日
     （精療）第37号            平成27年 5月 1日
     （食）第153号             昭和61年 3月 1日
     （薬）第115号             平成28年 6月 1日
     （精）第24号              平成23年 1月 1日
     （ショ大）第11号          平成22年 3月 1日
     （デ大）第14号            平成22年 3月 1日
     （酸単）第1号             平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,1093,9 住吉病院 〒400-0851 精神       295（精神入院）第406号       平成25年 3月 1日
     甲医1093 甲府市住吉四丁目１０－３２ （看配）第43号            平成26年 6月 1日
     055-235-1521  (055-235-1507) （看補）第225号           平成30年 3月 1日
     （精移行）第7号           平成29年 4月 1日
     （精合併加算）第4号       平成20年 5月 1日
     （重アル）第1号           平成22年 4月 1日
     （特疾２）第3号           平成24年 7月 1日
     （精急１）第6号           平成23年 1月 1日
     （食）第114号             昭和54年 8月 8日
     （ニコ）第155号           平成29年 6月 1日
     （薬）第81号              平成22年 4月 1日
     （精）第13号              平成13年 1月 1日
     （ショ小）第9号           平成28年 4月 1日
     （デ小）第11号            平成28年 4月 1日
     （抗治療）第2号           平成24年 4月 1日
     （医療保護）第10号        平成17年 4月 1日
     （酸単）第2号             平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8701,1115,0 医療法人山角会　山角〒400-0007 精神       222（精神入院）第33号        平成19年 7月 1日
     甲医1115 病院 甲府市美咲一丁目６－１０ （看配）第29号            平成19年 7月 1日
     055-252-2219  (055-251-3486) （看補）第208号           平成24年11月 1日
     （特疾２）第8号           平成28年 4月 1日
     （精療）第40号            平成28年 4月 1日
     （食）第18号              昭和33年10月 1日
     （ニコ）第243号           平成29年 7月 1日
     （精）第25号              平成26年 6月 1日
     （ショ大）第13号          平成23年 4月 1日
     （デ大）第16号            平成23年 4月 1日
     （デナ）第5号             平成23年 4月 1日
     （医療保護）第6号         平成16年 4月 1日
     （酸単）第3号             平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8801,1181,2 甲府共立病院 〒400-0034 一般       283（一般入院）第821号       平成28年10月 1日
     甲医1181 甲府市宝一丁目９－１ （診療録１）第7号         平成29年 6月 1日
     055-226-3131  (055-226-9715) （事補２）第44号          平成29年 5月 1日
     （急性看補）第29号        平成23年 6月 1日
     （療）第49号              平成25年12月 1日
     （重）第55号              平成18年10月 1日
     （医療安全１）第8号       平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第12号      平成27年 4月 1日
     （患サポ）第22号          平成25年 6月 1日
     （ハイ妊娠）第1号         平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第11号        平成21年 4月 1日
     （呼吸チ）第2号           平成24年 4月 1日
     （データ提）第22号        平成24年10月 1日
     （退支）第46号            平成29年11月 1日
     （認ケア）第9号           平成29年 6月 1日
     （精疾診）第1号           平成28年 4月 1日
     （地包ケア１）第11号      平成28年 8月 1日
     （食）第147号             昭和59年 9月 1日
     （糖管）第29号            平成28年 2月 1日
     （がん疼）第8号           平成22年 4月 1日
     （がん指１）第1号         平成22年 4月 1日
     （がん指２）第1号         平成26年 4月 1日
     （薬）第119号             平成29年 7月 1日
     （機安１）第1号           平成20年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第38号          平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第83号            平成20年 5月 1日
     （検Ⅱ）第2号             平成20年 4月 1日
     （胎心エコ）第1号         平成22年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第163号         平成28年 1月 1日
     （菌）第3号               平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第4号             平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第47号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第49号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第31号            平成24年 4月 1日
     （がんリハ）第7号         平成26年 7月 1日
     （集コ）第3号             平成20年 4月 1日
     （認２）第4号             平成26年 4月 1日
     （医処休）第3号           平成29年 8月 1日
     （医処外）第3号           平成29年 8月 1日
     （医処深）第3号           平成29年 8月 1日
     （透析水２）第17号        平成25年 7月 1日
     （肢梢）第17号            平成29年 9月 1日
     （ペ）第8号               平成10年 4月 1日
     （大）第7号               平成10年 4月 1日
     （医手休）第3号           平成29年 8月 1日
     （医手外）第3号           平成29年 8月 1日
     （医手深）第3号           平成29年 8月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （輸血Ⅱ）第22号          平成24年 4月 1日
     （造設前）第8号           平成24年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第9号           平成 9年 4月 1日
     （麻管Ⅱ）第4号           平成26年 4月 1日
     （酸単）第4号             平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8901,1239,8 山梨県立中央病院 〒400-8506 一般 （一般入院）第822号       平成28年10月 1日
     甲医1239 甲府市富士見一丁目１－１ 　　一般   584（結核入院）第9号         平成22年 8月 1日
     055-253-7111  (055-253-2900) 一般（感染） （総合３）第1号           平成29年11月 1日
     　　感染     2（超急性期）第1号         平成20年 4月 1日
     結核        16（診療録２）第5号         平成12年10月 1日
     （事補２）第49号          平成29年12月 1日
     （急性看補）第55号        平成25年12月 1日
     （療）第45号              平成24年 7月 1日
     （重）第59号              平成24年 7月 1日
     （無菌１）第2号           平成24年 4月 1日
     （医療安全１）第13号      平成21年 7月 1日
     （感染防止１）第9号       平成27年 2月 1日
     （褥瘡ケア）第1号         平成19年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第1号         平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第10号        平成21年 4月 1日
     （病棟薬１）第11号        平成28年11月 1日
     （病棟薬２）第1号         平成28年11月 1日
     （データ提）第13号        平成24年10月 1日
     （退支）第22号            平成24年11月 1日
     （精疾診）第2号           平成28年 5月 1日
     （救３）第1号             平成25年 1月 1日
     （集３）第12号            平成28年10月 1日
     （周）第6号               平成26年10月 1日
     （新回復）第2号           平成23年11月 1日
     （小入３）第15号          平成29年 5月 1日
     （緩）第3号               平成23年 4月 1日
     （食）第250号             平成18年 4月 1日
     （糖管）第16号            平成23年 4月 1日
     （がん指１）第9号         平成25年 8月 1日
     （がん指２）第3号         平成26年 4月 1日
     （がん指３）第1号         平成27年 5月 1日
     （トリ）第5号             平成24年 6月 1日
     （放射診）第2号           平成24年 4月 1日
     （ニコ）第147号           平成29年 5月 1日
     （開）第8号               平成28年 9月 1日
     （がん計）第1号           平成22年10月 1日
     （薬）第42号              平成12年 7月 1日
     （機安１）第29号          平成29年 9月 1日
     （機安２）第5号           平成26年 4月 1日
     （持血測）第3号           平成23年11月 1日
     （遺伝検）第1号           平成28年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第51号          平成26年11月 1日
     （検Ⅰ）第61号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第14号            平成21年 4月 1日
     （胎心エコ）第3号         平成23年 5月 1日
     （歩行）第9号             平成24年11月 1日
     （ヘッド）第3号           平成24年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （小検）第10号            平成25年 4月 1日
     （画２）第8号             平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第108号         平成24年 4月 1日
     （冠動Ｃ）第1号           平成20年 4月 1日
     （外傷Ｃ）第1号           平成22年 4月 1日
     （心臓Ｍ）第1号           平成20年 4月 1日
     （乳房Ｍ）第1号           平成28年 4月 1日
     （抗悪処方）第6号         平成23年 4月 1日
     （外化１）第6号           平成23年 4月 1日
     （菌）第1号               平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第60号            平成28年 4月 1日
     （運Ⅰ）第60号            平成25年 6月 1日
     （がんリハ）第12号        平成28年 4月 1日
     （透析水２）第19号        平成25年11月 1日
     （肢梢）第6号             平成28年 4月 1日
     （黒セ）第1号             平成22年 4月 1日
     （組再乳）第2号           平成25年 8月20日
     （脊刺）第3号             平成17年12月 1日
     （乳セ１）第7号           平成22年 7月 1日
     （ゲル乳再）第2号         平成25年 8月20日
     （経特）第3号             平成26年 8月 1日
     （ペ）第6号               平成10年 4月 1日
     （両ペ）第3号             平成19年 6月 1日
     （除）第2号               平成19年 8月 1日
     （両除）第2号             平成22年 4月 1日
     （大）第5号               平成10年 4月 1日
     （胆）第3号               平成14年12月 1日
     （腹肝）第8号             平成29年11月 1日
     （早大腸）第2号           平成24年 4月 1日
     （腎）第5号               平成13年10月 1日
     （腹腎支器）第2号         平成29年11月 1日
     （腹前支器）第2号         平成28年11月 1日
     （腹子）第1号             平成27年 3月 1日
     （胎羊）第1号             平成28年 7月 1日
     （胃瘻造）第4号           平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第29号          平成24年 7月 1日
     （造設前）第5号           平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第8号         平成27年 2月 1日
     （麻管Ⅰ）第5号           平成 8年 7月 1日
     （麻管Ⅱ）第3号           平成25年 2月 1日
     （放専）第2号             平成12年 7月 1日
     （外放）第1号             平成20年 4月 1日
     （高放）第1号             平成14年 4月 1日
     （増線）第4号             平成28年12月 1日
     （画誘）第5号             平成29年 4月 1日
     （体対策）第4号           平成29年 4月 1日
     （直放）第5号             平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （定対策）第5号           平成29年 4月 1日
     （病理診１）第2号         平成24年 4月 1日
     （先－２５３）第1号       平成28年 7月 1日
     （酸単）第5号             平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,1286,9 医療法人小宮山会　貢〒400-0066 一般        53（一般入院）第843号       平成28年11月 1日
     甲医1286 川整形外科病院 甲府市新田町１０－２６ （診療録２）第23号        平成27年 3月 1日
     055-228-6381  (055-228-6550) （事補１）第10号          平成27年 5月 1日
     （医療安全２）第27号      平成25年 9月 1日
     （データ提）第28号        平成27年 4月 1日
     （食）第126号             昭和56年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第133号         平成25年 5月 1日
     （運Ⅰ）第33号            平成24年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第25号          平成21年 1月 1日
     （酸単）第6号             平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,1293,5 医療法人慈光会　甲府〒400-0831 一般        74（一般入院）第823号       平成28年10月 1日
     甲医1293 城南病院 甲府市上町７５３番地１ 療養       224（療養入院）第190号       平成26年 8月 1日
     055-241-5811  (055-241-8660) （診療録２）第6号         平成14年10月 1日
     （急性看補）第52号        平成25年 6月 1日
     （療養２）第23号          平成17年 7月 1日
     （療養改１）第6号         平成24年10月 1日
     （感染防止２）第13号      平成25年 1月 1日
     （患サポ）第17号          平成24年 6月 1日
     （データ提）第29号        平成27年 4月 1日
     （回１）第17号            平成28年 5月 1日
     （食）第151号             昭和60年 8月 1日
     （ニコ）第230号           平成29年 7月 1日
     （薬）第70号              平成18年 9月 1日
     （検Ⅰ）第62号            平成20年 4月 1日
     （神経）第16号            平成21年 2月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第109号         平成24年 4月 1日
     （心Ⅰ）第5号             平成24年11月 1日
     （脳Ⅰ）第45号            平成24年 4月 1日
     （透析水２）第9号         平成24年 6月 1日
     （ペ）第5号               平成10年 4月 1日
     （大）第4号               平成10年 4月 1日
     （胃瘻造）第16号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第27号          平成24年 5月 1日
     （胃瘻造嚥）第10号        平成27年 4月 1日
     （酸単）第7号             平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9201,1298,4 医療法人八香会　湯村〒400-0073 一般       151（療養入院）第232号       平成30年 2月 1日
     甲医1298 温泉病院 甲府市湯村三丁目３ー４ 療養        39（感染防止２）第21号      平成28年 4月 1日
     055-251-6111  (055-251-3579) （認ケア）第4号           平成28年 8月 1日
     （回２）第58号            平成29年12月 1日
     （回２）第59号            平成29年12月 1日
     （回２）第60号            平成29年12月 1日
     （回２）第61号            平成29年12月 1日
     （食）第161号             昭和62年 5月12日
     （ニコ）第244号           平成29年 7月 1日
     （薬）第1号               平成 3年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第181号         平成30年 2月 1日
     （脳Ⅰ）第11号            平成18年 4月 1日
     （運Ⅰ）第9号             平成22年 4月 1日
     （酸単）第8号             平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,1313,1 医療法人慶友会　城東〒400-0861 療養       235（療養入院）第225号       平成29年 2月 1日
     甲医1313 病院 甲府市城東四丁目１３－１５ （療養１）第10号          平成18年 4月 1日
     055-233-6411  (055-233-6409) （総合評価）第15号        平成29年 7月 1日
     （認ケア）第3号           平成28年 7月 1日
     （食）第214号             平成 9年12月 1日
     （ニコ）第219号           平成29年 7月 1日
     （排自）第1号             平成28年 7月 1日
     （薬）第113号             平成27年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第183号         平成30年 3月 1日
     （脳Ⅱ）第35号            平成27年 1月 1日
     （運Ⅰ）第77号            平成29年11月 1日
     （胃瘻造）第10号          平成26年10月 1日
     （酸単）第9号             平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9401,1315,6 医療法人社団篠原会　〒400-0805 一般        70（一般入院）第856号       平成30年 2月 1日
     甲医1315 甲府脳神経外科病院 甲府市酒折一丁目１６－１８ （事補１）第6号           平成26年 5月 1日
     055-235-0995  (055-226-9521) （急性看補）第93号        平成29年 9月 1日
     （療）第4号               平成11年10月 1日
     （食）第146号             昭和59年 7月 1日
     （薬）第84号              平成22年 4月 1日
     （機安１）第2号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅰ）第89号            平成29年 9月 1日
     （検Ⅱ）第23号            平成29年 9月 1日
     （神経）第2号             平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第182号         平成30年 2月 1日
     （脳Ⅰ）第58号            平成27年 5月 1日
     （運Ⅰ）第42号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第28号            平成24年 4月 1日
     （血入）第2号             平成29年10月 1日
     （脳刺）第3号             平成18年 4月 1日
     （脊刺）第4号             平成18年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第15号          平成22年 8月 1日
     （輸適）第17号            平成27年 4月 1日
     （酸単）第10号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,1339,6 鈴木・野村泌尿器科ク〒400-0026
     甲医1339 リニック 甲府市塩部一丁目１１－１２
     055-251-7811  (055-253-1850)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,1343,8 医療法人静正会　三井〒400-0026 （時間外１）第1号         平成24年 4月 1日
     甲医1343 クリニック 甲府市塩部三丁目１６－３３ （糖管）第28号            平成27年 6月 1日
     055-251-0200  (055-251-2200) （機安１）第21号          平成21年 3月 1日
     （透析水２）第13号        平成24年10月 1日
     （肢梢）第2号             平成28年 4月 1日
     （酸単）第73号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,1344,6 医療法人立史会　今井〒400-0814 一般        15（時間外１）第17号        平成24年 4月 1日
     甲医1344 整形外科医院 甲府市上阿原町１１５１ （診入院）第311号         平成27年 5月 1日
     055-232-7411  (055-232-7412) （食）第204号             平成 6年10月 1日
     （支援診３）第97号        平成28年 4月 1日
     （在医総管）第115号       平成27年 3月 1日
     （運Ⅰ）第71号            平成28年 4月 1日
     （酸単）第74号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,1353,7 医療法人あとべ会　跡〒400-0856 一般        10（時間外２）第93号        平成22年 4月 1日
     甲医1353 部医院 甲府市伊勢二丁目１５－６ （診入院）第316号         平成28年 9月 1日
     055-233-5456  (055-233-5538) （ＨＰＶ）第40号          平成26年 4月 1日
     （酸単）第75号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9901,1360,2 医療法人芳明会　佐々〒400-0031 （コン１）第136号         平成29年 3月 1日
     甲医1360 木眼科医院 甲府市丸の内二丁目２５－８
     055-222-3222  (055-222-5287)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,1361,0 ふるはし皮膚科クリニ〒400-0025
     甲医1361 ック 甲府市朝日一丁目３－１
     055-252-8855  (055-252-8855)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,1367,7 工藤眼科医院 〒400-0047 一般         2（時間外２）第44号        平成22年 4月 1日
     甲医1367 甲府市徳行四丁目３－１７ （コン１）第144号         平成29年 4月 1日
     055-237-6777  (055-237-6777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,1368,5 古川内科・皮フ科 〒400-0043 （ニコ）第172号           平成29年 7月 1日
     甲医1368 甲府市国母一丁目４－８ （支援診３）第113号       平成29年 4月 1日
     055-228-6100  (055-228-6101) （在医総管）第113号       平成26年 6月 1日
     （在総）第119号           平成26年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,1369,3 医療法人小宮山会　小〒400-0032 （在医総管）第77号        平成22年 4月 1日
     甲医1369 宮山外科医院 甲府市中央一丁目１２－３３ （運Ⅱ）第101号           平成25年 8月 1日
     055-235-3311  (055-232-3040) （酸単）第217号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,1372,7 武田内科小児科医院 〒400-0017 （在医総管）第26号        平成18年 4月 1日
     甲医1372 甲府市屋形二丁目１－６
     055-251-3663  (055-251-3663)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,1381,8 新津小児科 〒400-0812 （時間外２）第38号        平成22年 4月 1日
     甲医1381 甲府市和戸町１００２－５ （小か診）第4号           平成28年 4月 1日
     055-233-1014  (055-233-1026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,1384,2 順聖クリニック 〒400-0073 一般         7（時間外２）第124号       平成26年 4月 1日
     甲医1384 甲府市湯村一丁目５－１９ 療養        12（診入院）第293号         平成26年 4月 1日
     055-251-2121  (055-251-0485) （診療養入院）第47号      平成26年 4月 1日
     （診療養）第2号           平成11年 1月 1日
     （診緩診）第3号           平成26年 4月 1日
     （後発使１）第2号         平成28年 4月 1日
     （食）第211号             平成 9年 5月 1日
     （がん疼）第17号          平成23年 4月 1日
     （ニコ）第199号           平成29年 7月 1日
     （脳Ⅲ）第67号            平成25年 3月 1日
     （運Ⅱ）第105号           平成26年10月 1日
     （酸単）第76号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,1389,1 内科小児科矢崎医院 〒400-0814 （支援診３）第107号       平成29年 3月 1日
     甲医1389 甲府市上阿原町６０１－３ （在医総管）第5号         平成18年 4月 1日
     055-233-7222  (055-232-6610) （在総）第46号            平成18年 4月 1日
     （神経）第11号            平成20年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10801,1391,7 矢崎耳鼻咽喉科医院 〒400-0032 （時間外２）第63号        平成22年 4月 1日
     甲医1391 甲府市中央三丁目１２－２１ （高）第6号               平成 6年 7月 1日
     055-233-3387  (055-232-9650)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,1393,3 今井循環器呼吸器科 〒400-0851 （時間外３）第4号         平成24年 4月 1日
     甲医1393 甲府市住吉一丁目１０－４ （ニコ）第156号           平成29年 6月 1日
     055-235-2278  (055-232-9612) （支援診３）第140号       平成29年 5月 1日
     （がん指）第46号          平成26年10月 1日
     （在医総管）第6号         平成18年 4月 1日
     （在総）第47号            平成18年 4月 1日
     （酸単）第77号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,1395,8 いいづか医院 〒400-0043 （外後発使）第5号         平成28年 4月 1日
     甲医1395 甲府市国母一丁目６－１７
     055-233-0808  (055-233-3915)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,1405,5 星野内科循環器科 〒400-0812 （酸単）第78号            平成29年 4月 1日
     甲医1405 甲府市和戸町３８９－３
     055-235-5225  (055-227-5755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,1410,5 隈部小児科医院 〒400-0855 （時間外２）第48号        平成22年 4月 1日
     甲医1410 甲府市中小河原一丁目１４－３ （小か診）第5号           平成28年 4月 1日
     055-243-0510  (055-243-0558) （酸単）第79号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,1412,1 甲府眼科医院 〒400-0025 （コン１）第145号         平成29年 4月 1日
     甲医1412 甲府市朝日二丁目１６－２０
     055-252-3305  (055-252-7454)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,1413,9 井上内科小児科医院 〒400-0025 （時間外１）第19号        平成24年 4月 1日
     甲医1413 甲府市朝日一丁目４－１２ （地包加）第3号           平成26年 4月 1日
     055-251-7700  (055-251-7712) （小か診）第2号           平成28年 4月 1日
     （がん指）第42号          平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,1419,6 国母眼科医院 〒400-0043 一般         7（コン１）第125号         平成28年11月 1日
     甲医1419 甲府市国母二丁目３－４４
     055-227-6060  (055-227-6061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,1421,2 今井小児科 〒400-0854 （時間外２）第132号       平成28年 4月 1日
     甲医1421 甲府市中小河原町１５８９
     055-241-5636  (055-241-5636)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11701,1424,6 あきやま医院 〒400-0843 （時間外１）第2号         平成24年 4月 1日
     甲医1424 甲府市東下条町８０－２ （地包加）第4号           平成26年 4月 1日
     055-243-0500  (055-243-0502) （小か診）第3号           平成28年 4月 1日
     （ニコ）第173号           平成29年 7月 1日
     （支援診３）第104号       平成29年 3月 1日
     （在医総管）第7号         平成18年 4月 1日
     （在総）第48号            平成18年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第134号         平成25年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,1426,1 医療法人弘済会　宮川〒400-0031
     甲医1426 病院附属甲府クリニッ甲府市丸の内二丁目１７－１
     ク 055-226-2700  (055-231-1767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,1427,9 医療法人幸仁会　須貝〒400-0043 （時間外１）第3号         平成24年 4月 1日
     甲医1427 整形外科医院 甲府市国母一丁目５－１７ （外後発使）第23号        平成28年 4月 1日
     055-226-0311  (055-226-0311) （運Ⅱ）第15号            平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,1430,3 前田内科クリニック 〒400-0026 （時間外２）第133号       平成28年 4月 1日
     甲医1430 甲府市塩部四丁目４－８ （ニコ）第174号           平成29年 7月 1日
     055-253-8528  (055-253-8928) （がん指）第43号          平成26年 8月 1日
     （酸単）第80号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,1431,1 松木整形外科医院 〒400-0867
     甲医1431 甲府市青沼一丁目１４－１３
     055-231-1511  (055-231-1519)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,1436,0 笹本整形外科 〒400-0051 （時間外２）第137号       平成29年 2月 1日
     甲医1436 甲府市古上条町４４６ （運Ⅰ）第66号            平成26年 6月 1日
     055-243-1717  (055-243-1711) （酸単）第81号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,1438,6 医療法人社団聡生会　〒400-0015 （時間外２）第96号        平成22年 5月 1日
     甲医1438 ひはら整形外科 甲府市大手三丁目１－３７
     055-254-7778  (055-254-7776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,1442,8 塚原整形外科 〒400-0031 （ニコ）第175号           平成29年 7月 1日
     甲医1442 甲府市丸の内二丁目９－１４
     055-222-3890  (055-222-3891)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12501,1445,1 市立甲府病院 〒400-0832 一般 （一般入院）第824号       平成28年10月 1日
     甲医1445 甲府市増坪町３６６ 　　一般   402（診療録２）第8号         平成15年 9月 1日
     055-244-1111  一般 （事補２）第48号          平成29年11月 1日
     　　感染     6（急性看補）第42号        平成24年 7月 1日
     （療）第1号               平成11年 5月 3日
     （重）第40号              平成12年 3月 1日
     （緩診）第5号             平成24年 4月 1日
     （医療安全１）第9号       平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第8号       平成26年 6月 1日
     （患サポ）第20号          平成24年 9月 1日
     （褥瘡ケア）第4号         平成27年12月 1日
     （ハイ妊娠）第3号         平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第16号        平成24年 7月 1日
     （呼吸チ）第4号           平成28年 6月 1日
     （病棟薬１）第9号         平成28年 6月 1日
     （データ提）第14号        平成24年10月 1日
     （退支）第43号            平成28年11月 1日
     （認ケア）第7号           平成28年12月 1日
     （新２）第7号             平成26年10月 1日
     （小入４）第25号          平成28年10月 1日
     （地包ケア１）第7号       平成28年 1月 1日
     （食）第223号             平成11年 5月 3日
     （高）第23号              平成11年 5月 3日
     （糖管）第6号             平成21年 6月 1日
     （がん疼）第1号           平成22年 4月 1日
     （がん指１）第7号         平成24年10月 1日
     （がん指２）第8号         平成26年 8月 1日
     （外緩）第2号             平成24年 4月 1日
     （糖防管）第3号           平成24年 7月 1日
     （ニコ）第200号           平成29年 7月 1日
     （開）第5号               平成18年 4月 1日
     （がん計）第2号           平成23年 2月 1日
     （排自）第2号             平成29年 5月 1日
     （薬）第89号              平成22年 4月 1日
     （機安１）第3号           平成20年 4月 1日
     （持血測）第1号           平成22年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第48号          平成26年 5月 1日
     （検Ⅰ）第64号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第12号            平成21年 2月 1日
     （血内）第5号             平成20年 4月 1日
     （歩行）第5号             平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第5号           平成26年 9月 1日
     （神経）第3号             平成20年 4月 1日
     （コン１）第158号         平成29年 9月 1日
     （小検）第2号             平成18年 4月 1日
     （Ｃ気鏡）第3号           平成25年 2月 1日
     （画１）第17号            平成28年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （画２）第18号            平成29年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第179号         平成29年 8月 1日
     （冠動Ｃ）第8号           平成29年 8月 1日
     （心臓Ｍ）第10号          平成29年 8月 1日
     （抗悪処方）第5号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第5号           平成21年 6月 1日
     （菌）第4号               平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第53号            平成25年 5月 1日
     （運Ⅰ）第55号            平成24年 5月 1日
     （呼Ⅰ）第36号            平成24年 5月 1日
     （がんリハ）第2号         平成24年 1月 1日
     （エタ甲）第3号           平成18年 4月 1日
     （エタ副甲）第2号         平成18年 4月 1日
     （透析水１）第19号        平成22年 4月 1日
     （肢梢）第18号            平成29年10月 1日
     （組再乳）第3号           平成28年11月 1日
     （脳刺）第2号             平成15年12月 1日
     （乳セ２）第5号           平成22年 4月 1日
     （ゲル乳再）第4号         平成29年11月 1日
     （ペ）第16号              平成11年 5月 3日
     （大）第11号              平成11年 5月 3日
     （胆）第2号               平成11年 6月 1日
     （腹肝）第6号             平成29年 6月 1日
     （膵石破）第1号           平成26年 4月 1日
     （腎）第4号               平成11年 6月 1日
     （胃瘻造）第13号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第14号          平成21年 8月 1日
     （造設前）第11号          平成24年 9月 1日
     （胃瘻造嚥）第9号         平成27年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第12号          平成11年 5月 3日
     （高放）第4号             平成18年 4月 1日
     （病理診１）第3号         平成24年 4月 1日
     （酸単）第11号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,1447,7 薬袋内科循環器科医院〒400-0061 （時間外２）第125号       平成26年 4月 1日
     甲医1447 甲府市荒川二丁目７－５ （地包加）第13号          平成26年 5月 1日
     055-251-2622  (055-251-0800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12701,1448,5 恵信甲府病院 〒400-0814 療養       150（療養入院）第205号       平成27年12月 1日
     甲医1448 甲府市上阿原町３３８－１ （療養入院）第210号       平成28年 8月 1日
     055-223-7333  (055-223-7337) （療養１）第4号           平成18年 4月 1日
     （食）第228号             平成11年11月 1日
     （薬）第102号             平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第123号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第8号             平成18年 4月 1日
     （運Ⅰ）第14号            平成22年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第9号             平成18年 4月 1日
     （酸単）第12号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,1453,5 堀内整形外科医院 〒400-0073
     甲医1453 甲府市湯村一丁目１０－２８
     055-252-9501  (055-252-9502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,1460,0 柏木眼科クリニック 〒400-0861 （コン１）第139号         平成29年 3月 1日
     甲医1460 甲府市城東５丁目１０番１４号 （先１４０）第5号         平成27年 9月 1日
     055-227-7550  (055-227-7550) （酸単）第82号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,1463,4 山梨県厚生連健康管理〒400-0035 （ニコ）第201号           平成29年 7月 1日
     甲医1463 センター 甲府市飯田一丁目１番２６号 （Ｃ・Ｍ）第101号         平成24年 4月 1日
     055-223-3630  (055-237-5889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,1464,2 大久保内科呼吸器科ク〒400-0031 （時間外２）第97号        平成22年 5月 1日
     甲医1464 リニック 甲府市丸の内１－１９－１８ （がん疼）第25号          平成25年 6月 1日
     055-235-2713  (055-235-8058) （ニコ）第149号           平成29年 5月 1日
     （支援診３）第122号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第9号         平成18年 4月 1日
     （在総）第49号            平成18年 4月 1日
     （酸単）第83号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,1465,9 一般社団法人甲府市医〒400-0857 （小夜１）第1号           平成18年 4月 1日
     甲医1465 師会救急医療センター甲府市幸町１４－６ （夜）第1号               平成22年 4月 1日
     055-228-8260  (055-236-5888) （トリ）第6号             平成26年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第145号         平成26年 5月 1日
     （酸単）第84号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,1466,7 一般社団法人甲府市医〒400-0857
     甲医1466 師会健康管理センター甲府市幸町１４－６
     055-226-6382  (055-226-6383)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13401,1467,5 医療法人社団　箭本外〒400-0024 一般        11（時間外１）第25号        平成24年 4月 1日
     甲医1467 科整形外科医院 甲府市北口三丁目１番１号 療養         8（地包加）第22号          平成29年 5月 1日
     055-253-3532  (055-251-0483) （診入院）第320号         平成29年10月 1日
     （診療養入院）第45号      平成24年 4月 1日
     （退支）第17号            平成24年 4月 1日
     （食）第233号             平成13年 4月 1日
     （支援診２）第28号        平成29年 4月 1日
     （がん指）第29号          平成25年 8月 1日
     （在医総管）第10号        平成18年 4月 1日
     （在総）第50号            平成18年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第75号            平成28年 4月 1日
     （運Ⅲ）第37号            平成28年 4月 1日
     （酸単）第85号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,1476,6 藤原医院 〒400-0026 （ニコ）第202号           平成29年 7月 1日
     甲医1476 甲府市塩部四丁目１５番１６号 （酸単）第86号            平成29年 4月 1日
     055-252-2588  (055-252-2899)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601,1486,5 医療法人　小宮山会　〒400-0064 （コン１）第141号         平成29年 4月 1日
     甲医1486 ひかり眼科医院 甲府市下飯田一丁目４番４１号
     055-221-9557  (055-221-9558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,1491,5 医療法人社団恒澄会　〒400-0813 一般        11（時間外１）第4号         平成24年 4月 1日
     甲医1491 産科婦人科清水クリニ甲府市向町４５０－５ （診入院）第306号         平成26年 5月 1日
     ック 055-221-0341  (055-221-0381) （ハイ妊娠）第13号        平成24年 4月 1日
     （ハイⅠ）第1号           平成18年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第49号          平成26年 5月 1日
     （酸単）第87号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,1496,4 すずきネフロクリニッ〒400-0026 （透析水２）第18号        平成25年 8月 1日
     甲医1496 ク 甲府市塩部１丁目１０－６ （酸単）第88号            平成29年 4月 1日
     055-252-3811  (055-252-3850)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,1498,0 梶山クリニック 〒400-0047 一般        11（時間外１）第27号        平成24年 5月 1日
     甲医1498 甲府市徳行１－３－２０ （診入院）第280号         平成24年 4月 1日
     055-222-9200  (055-232-9654) （ＨＰＶ）第29号          平成22年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001,1501,1 医療法人仁明会　なが〒400-0058 （ニコ）第176号           平成29年 7月 1日
     甲医1501 まつ医院 甲府市宮原町８８番地１ （がん指）第56号          平成27年 7月 1日
     055-242-2015  (055-242-2014) （神経）第14号            平成20年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第169号         平成28年 6月 1日
     （酸単）第89号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,1504,5 許山胃腸医院 〒400-0032 （在医総管）第63号        平成20年 6月 1日
     甲医1504 甲府市中央一丁目１２番６号
     055-233-5107  (055-232-9795)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14201,1505,2 のだ内科クリニック 〒400-0027 （時間外１）第30号        平成24年 6月 1日
     甲医1505 甲府市富士見１－７－３５ヴィラ （地包加）第15号          平成26年 9月 1日
     フジミ１Ｆ （がん疼）第31号          平成26年 6月 1日
     055-253-2119  (055-254-2119) （がん指１）第10号        平成26年 6月 1日
     （がん指２）第5号         平成26年 6月 1日
     （支援診２）第22号        平成28年 4月 1日
     （がん指）第21号          平成23年11月 1日
     （在医総管）第48号        平成19年 5月 1日
     （在総）第74号            平成19年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,1508,6 長田産婦人科クリニッ〒400-0858 一般        10（時間外１）第5号         平成24年 4月 1日
     甲医1508 ク 甲府市相生二丁目１番７号 （診入院）第321号         平成30年 2月 1日
     055-233-0277  (055-232-9501) （ハイ妊娠）第8号         平成21年 4月 1日
     （ハイⅠ）第3号           平成20年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第9号           平成22年 4月 1日
     （１７５）第231号         平成17年12月 1日
     （酸単）第90号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,1509,4 甲府共立診療所 〒400-0034 （高）第32号              平成22年 4月 1日
     甲医1509 甲府市宝一丁目１０番５号 （ニコ）第161号           平成29年 7月 1日
     055-221-1000  (055-221-1011) （支援診３）第108号       平成29年 3月 1日
     （がん指）第55号          平成27年 5月 1日
     （在医総管）第37号        平成18年 6月 1日
     （在総）第66号            平成18年 6月 1日
     （コン１）第117号         平成28年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第54号            平成25年 5月 1日
     （脳Ⅲ）第76号            平成28年 4月 1日
     （運Ⅱ）第81号            平成20年10月 1日
     （障）第11号              平成20年 4月 1日
     （集コ）第1号             平成20年 4月 1日
     （エタ甲）第10号          平成22年 8月 1日
     （酸単）第91号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,1512,8 望月クリニック 〒400-0026 （ニコ）第163号           平成29年 7月 1日
     甲医1512 甲府市塩部四丁目１６番２号 （脳Ⅲ）第52号            平成20年 4月 1日
     055-220-3311  (055-220-3312) （運Ⅲ）第3号             平成18年 4月 1日
     （呼Ⅱ）第7号             平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601,1513,6 甲府市直営上九一色診〒409-3712 （１７５）第233号         平成18年 3月 1日
     甲医1513 療所 甲府市古関町１１７４番地
     055-237-5362  (055-237-5291)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,1516,9 山田整形外科リハビリ〒400-0041 （運Ⅱ）第54号            平成18年 4月 1日
     甲医1516 テーションクリニック甲府市上石田二丁目３６番１１号
     055-226-3481  (055-226-8178)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14801,1517,7 山梨県立こころの発達〒400-0005 （児春専）第1号           平成28年 4月 1日
     甲医1517 総合支援センター甲府甲府市北新一丁目２－１２山梨県 （ショ小）第5号           平成24年 1月 1日
     クリニック 福祉プラザ内
     055-254-8631  (055-254-8632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,1522,7 医療法人仁薫会　松澤〒400-0027 （時間外２）第20号        平成22年 4月 1日
     甲医1522 整形外科 甲府市富士見一丁目７番６号
     055-254-3101  (055-254-2677)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001,1523,5 なかざわ耳鼻咽喉科ク〒400-0035 （時間外２）第4号         平成22年 4月 1日
     甲医1523 リニック 甲府市飯田２－３－９ （高）第30号              平成19年11月 1日
     055-233-8744  (055-233-8744) （補聴）第4号             平成18年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,1524,3 医療法人社団　薬袋レ〒400-0035 （ＨＰＶ）第25号          平成22年 5月 1日
     甲医1524 ディースクリニック 甲府市飯田２丁目３番９号
     055-226-3711  (055-226-3712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,1527,6 向山クリニック 〒400-0062
     甲医1527 甲府市池田１－１－１１
     055-255-6500  (055-255-6501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301,1531,8 清水医院 〒400-0053 （ニコ）第220号           平成29年 7月 1日
     甲医1531 甲府市大里町２９４０番地 （支援診３）第131号       平成29年 4月 1日
     055-241-1181  (055-243-7550) （在診実１）第4号         平成26年 6月 1日
     （在医総管）第46号        平成19年 4月 1日
     （在総）第72号            平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401,1532,6 小瀬こどもクリニック〒400-0853 （時間外２）第64号        平成22年 4月 1日
     甲医1532 甲府市下小河原町３５番地５ （小か診）第8号           平成28年 6月 1日
     055-243-7766  (055-243-7767) （小検）第11号            平成25年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,1533,4 医療法人陽明会　小林〒400-0836 （時間外２）第49号        平成22年 4月 1日
     甲医1533 医院 甲府市小瀬町３番地４ （支援診３）第132号       平成29年 4月 1日
     055-241-5293  (055-241-5292) （がん指）第57号          平成27年 7月 1日
     （在医総管）第88号        平成23年 6月 1日
     （在総）第99号            平成23年 6月 1日
     （酸単）第199号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,1535,9 三羽医院 〒400-0074 （在医総管）第49号        平成19年 5月 1日
     甲医1535 甲府市千塚１丁目５番２４号
     055-252-7271  (055-254-5533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701,1538,3 一般財団法人山梨整肢〒400-0031 （時間外１）第26号        平成24年 4月 1日
     甲医1538 更生会　中村外科医院甲府市丸の内一丁目１２番３号
     055-233-4106  (055-237-7298)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15801,1541,7 中込内科・消化器科医〒400-0061 （がん指）第16号          平成23年 3月 1日
     甲医1541 院 甲府市荒川１丁目１１－１１ （酸単）第92号            平成29年 4月 1日
     055-253-5666  (055-254-1721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901,1542,5 甲州聖愛ハッピークリ〒400-0814 （支援診３）第133号       平成29年 4月 1日
     甲医1542 ニック 甲府市上阿原町４８７番１号 （在医総管）第66号        平成21年 2月 1日
     055-236-0888  (055-236-0887) （在総）第86号            平成21年 2月 1日
     （酸単）第93号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001,1543,3 医療法人考緑会　二宮〒400-0008 （コン１）第126号         平成29年 2月 1日
     甲医1543 眼科医院 甲府市緑が丘１丁目５番１４号
     055-252-1003  (055-252-1027)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,1544,1 ふなやまペインクリニ〒400-0043 （時間外２）第111号       平成24年 4月 1日
     甲医1544 ック 甲府市国母１－２２－２０ （がん疼）第18号          平成24年 4月 1日
     055-221-1374  (055-221-1375) （在医総管）第65号        平成20年10月 1日
     （酸単）第94号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,1552,4 けやき通り整形外科 〒400-0831 （ニコ）第245号           平成29年 7月 1日
     甲医1552 甲府市上町３３９番地 （Ｃ・Ｍ）第170号         平成28年 6月 1日
     055-244-1230  (055-244-1220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301,1557,3 ことぶき整形外科 〒400-0033
     甲医1557 甲府市寿町１４番２号
     055-287-7000  (055-287-7001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,1567,2 さいとう内科クリニッ〒400-0046
     甲医1567 ク 甲府市下石田２丁目１ー１５
     055-287-7625  (055-287-7626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,1570,6 医療法人ＩＮＳＹＳＴ〒400-0812 （外後発使）第33号        平成28年 6月 1日
     甲医1570 ＥＭ　にしおか内科ク甲府市和戸町６７９番地
     リニックＲＡ 055-222-2365  (055-222-2368)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601,1571,4 甲府西聖愛クリニック〒400-0049 （神経）第25号            平成25年 3月 1日
     甲医1571 甲府市富竹１丁目３番地１０号 （酸単）第95号            平成29年 4月 1日
     055-269-8080  (055-269-8081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16701,1572,2 独立行政法人地域医療〒400-0025 一般 （一般入院）第825号       平成28年10月 1日
     甲医1572 機能推進機構山梨病院甲府市朝日３丁目１１番１６号 　　一般   168（診療録２）第19号        平成25年 5月 1日
     055-252-8831  (055-253-4735) （急性看補）第89号        平成29年 4月 1日
     （看夜配）第9号           平成29年 4月 1日
     （療）第46号              平成25年 5月 1日
     （栄養チ）第3号           平成25年 5月 1日
     （医療安全２）第32号      平成27年12月 1日
     （感染防止２）第17号      平成26年 2月 1日
     （褥瘡ケア）第3号         平成25年 5月 1日
     （病棟薬１）第8号         平成25年 5月 1日
     （データ提）第23号        平成25年 5月 1日
     （退支）第41号            平成28年 7月 1日
     （認ケア）第12号          平成30年 2月 1日
     （地包ケア１）第2号       平成27年 3月 1日
     （食）第257号             平成25年 5月 1日
     （がん疼）第28号          平成25年 5月 1日
     （がん指１）第8号         平成25年 5月 1日
     （がん指２）第2号         平成26年 4月 1日
     （糖防管）第10号          平成25年 5月 1日
     （がん指）第34号          平成26年 5月 1日
     （薬）第108号             平成25年 5月 1日
     （機安１）第25号          平成25年 5月 1日
     （在看）第4号             平成25年 5月 1日
     （ＨＰＶ）第35号          平成25年 5月 1日
     （検Ⅰ）第87号            平成25年 5月 1日
     （検Ⅱ）第21号            平成25年 5月 1日
     （歩行）第11号            平成25年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第161号         平成27年10月 1日
     （外化１）第9号           平成25年 5月 1日
     （菌）第23号              平成25年 5月 1日
     （脳Ⅲ）第69号            平成25年 5月 1日
     （運Ⅰ）第73号            平成29年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第39号            平成25年 5月 1日
     （乳セ２）第12号          平成27年10月 1日
     （乳腫）第1号             平成28年 4月 1日
     （ペ）第31号              平成25年 5月 1日
     （大）第16号              平成25年 5月 1日
     （早大腸）第4号           平成26年 4月 1日
     （胃瘻造）第3号           平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第35号          平成25年 5月 1日
     （造設前）第12号          平成25年 5月 1日
     （病理診１）第4号         平成25年 5月 1日
     （酸単）第13号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801,1574,8 三神医院 〒400-0053 （時間外２）第122号       平成26年 1月 1日
     甲医1574 甲府市大里町２１５１－１ （Ｃ・Ｍ）第157号         平成26年12月 1日
     055-243-2861  (055-243-2861)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16901,1575,5 医療法人　なかじま胃〒400-0043 （ニコ）第246号           平成29年 7月 1日
     甲医1575 腸クリニック 甲府市国母８－２８－３ （がん指）第35号          平成26年 5月 1日
     055-288-0001  (055-288-0002) （酸単）第200号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,1576,3 樂々堂丸の内整形 〒400-0031 （時間外１）第37号        平成26年 5月 1日
     甲医1576 甲府市丸の内１丁目１５番９号　
     １階
     090-2402-1706 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101,1577,1 柴垣皮フ科医院 〒400-0821
     甲医1577 甲府市砂田町１１５９－１０
     055-228-1112  (055-228-1113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201,1578,9 長田在宅クリニック 〒400-0054 （時間外１）第44号        平成30年 3月 1日
     甲医1578 甲府市西下条町１３ （がん疼）第35号          平成27年 4月 1日
     055-242-3700  (055-242-3701) （支援診２）第23号        平成28年 4月 1日
     （在緩診実）第2号         平成28年 4月 1日
     （在医総管）第116号       平成27年 4月 1日
     （在総）第121号           平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,1579,7 しまづ脳神経クリニッ〒400-0074 （神経）第31号            平成27年 4月 1日
     甲医1579 ク 甲府市千塚５丁目１３番２１号 （脳Ⅲ）第73号            平成28年 2月 1日
     055-254-1200  (055-254-1211) （運Ⅲ）第36号            平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,1580,5 医療法人　昇裕会　や〒400-0046
     甲医1580 ぶさき泌尿器クリニッ甲府市下石田２－１６－６
     ク 055-227-1212  (055-227-1211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501,1581,3 清水耳鼻咽喉科医院 〒400-0047 （高）第33号              平成28年 5月 9日
     甲医1581 甲府市徳行１－１－２０
     055-226-8733  (055-226-8735)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601,1582,1 樂天堂内科整形外科 〒400-0862 （時間外２）第136号       平成28年11月 1日
     甲医1582 甲府市朝気１丁目１－２９ （地包加）第21号          平成28年12月 1日
     055-233-1151  (055-233-1154) （ニコ）第247号           平成29年 7月 1日
     （運Ⅰ）第74号            平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701,1583,9 甲府向町こころのクリ〒400-0813
     甲医1583 ニック 甲府市向町２６７－１
     055-298-6883  (055-298-6884)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,1584,7 いまいペインクリニッ〒400-0813 （支援診３）第146号       平成30年 1月 1日
     甲医1584 ク 甲府市向町２６０－１ （在医総管）第134号       平成30年 1月 1日
     055-236-7222  (055-236-7223) （在看）第7号             平成29年 3月 1日
     （酸単）第96号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17901,1586,2 横田内科小児科医院 〒400-0041 （ニコ）第162号           平成29年 7月 1日
     甲医1586 甲府市上石田二丁目３０番４４号 （酸単）第97号            平成29年 4月 1日
     055-222-8710  (055-222-8880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001,1587,0 ひろクリニック 〒400-0855 （支援診３）第109号       平成29年 3月 1日
     甲医1587 甲府市中小河原１丁目９番１２号 （がん指）第62号          平成29年 6月 1日
     055-241-2313  (055-241-2372) （在医総管）第129号       平成29年 3月 1日
     （在総）第128号           平成29年 3月 1日
     （外後発使）第55号        平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101,1588,8 石山耳鼻咽喉科クリニ〒400-0813 （高）第36号              平成29年 7月 1日
     甲医1588 ック 甲府市向町２６７－１
     055-225-3387  (055-225-3386)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201,1589,6 クリニックまつおか 〒400-0811
     甲医1589 甲府市川田町９３３－１８　１Ｆ
     055-244-3054  (055-244-3054)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301,1591,2 ほそだクリニック 〒400-0067 （がん指）第63号          平成29年 6月 1日
     甲医1591 甲府市長松寺町１番３号 （肝炎）第16号            平成29年 6月 1日
     055-228-6111  (055-287-8442)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401,1592,0 もりの木こどもクリニ〒400-0821 （小検）第19号            平成29年12月 1日
     甲医1592 ック 甲府市砂田町１０－２
     055-267-6200  (055-236-5886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18502,0035,9 白倉耳鼻咽喉科医院 〒405-0024 （高）第9号               平成 6年 7月 1日
     山医35 山梨市歌田３１９－５ （補聴）第2号             平成12年10月 1日
     0553-23-3339  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18602,0038,3 飯島医院 〒405-0006 （ニコ）第150号           平成29年 5月 1日
     山医38 山梨市小原西５ （支援診３）第98号        平成28年 4月 1日
     0553-22-0015  （在医総管）第11号        平成18年 4月 1日
     （在総）第51号            平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18702,0039,1 古屋耳鼻咽喉科医院 〒405-0018 （高）第18号              平成 7年 2月 1日
     山医39 山梨市上神内川２０－７
     0553-22-8787  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18802,0041,7 加々美医院 〒405-0041 （時間外２）第68号        平成22年 4月 1日
     山医41 山梨市北５１４－１
     0553-22-0404  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18902,0042,5 吉岡医院 〒405-0012 （時間外２）第12号        平成22年 4月 1日
     山医42 山梨市東後屋敷５２４－１ （ニコ）第254号           平成29年 7月 1日
     0553-23-5206  (0553-23-5209)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19002,0047,4 秋元医院 〒405-0033 （時間外２）第80号        平成22年 4月 1日
     山医47 山梨市落合５４８ （ニコ）第231号           平成29年 7月 1日
     0553-22-7522  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19102,0052,4 つつじクリニック 〒405-0015 （ニコ）第236号           平成29年 7月 1日
     山医52 山梨市下石森１３３８－２５
     0553-20-8188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19202,0054,0 坂の上クリニック 〒405-0012 （ニコ）第203号           平成29年 7月 1日
     山医54 山梨市東後屋敷９８６－８
     0553-20-1860  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19302,0055,7 西川医院 〒404-0013 （時間外２）第56号        平成22年 4月 1日
     山医55 山梨市牧丘町窪平７７２ （地包加）第1号           平成26年 4月 1日
     0553-35-2051  （支援診３）第114号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第14号        平成18年 4月 1日
     （在総）第54号            平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19402,0059,9 古川眼科医院 〒405-0006 （コン１）第121号         平成28年 8月 1日
     山医59 山梨市小原西１９６－２
     0553-22-0159  (0553-22-2003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19502,0060,7 清水眼科医院 〒405-0015 （コン１）第149号         平成29年 4月 1日
     山医60 山梨市下石森１１７３－１ （外後発使）第6号         平成28年 4月 1日
     0553-22-0146  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19602,0061,5 中央内科クリニック 〒405-0018
     山医61 山梨市上神内川４７
     0553-22-1008  (0553-22-1008)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19702,0062,3 廣瀬醫院 〒405-0011 （時間外２）第14号        平成22年 4月 1日
     山医62 山梨市三ケ所１１４１
     0553-20-1555  (0553-20-1557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19802,1017,6 公益財団法人山梨厚生〒405-0033 一般 （一般入院）第838号       平成28年10月 1日
     山医1017 会　山梨厚生病院 山梨市落合８６０ 　　一般   293（精神入院）第409号       平成27年12月 1日
     0553-23-1311  (0553-23-0168) 一般 （障害入院）第46号        平成27年12月 1日
     　　感染     4（診療録１）第3号         平成26年 9月 1日
     精神       200（急性看補）第81号        平成28年10月 1日
     （特施）第70号            平成27年12月 1日
     （看配）第48号            平成27年12月 1日
     （看補）第218号           平成27年12月 1日
     （精入学）第1号           平成12年 4月 1日
     （精合併加算）第2号       平成20年 4月 1日
     （医療安全１）第22号      平成23年 5月 1日
     （感染防止１）第10号      平成27年 4月 1日
     （データ提）第31号        平成27年 6月 1日
     （退支）第40号            平成28年 5月 1日
     （小入３）第14号          平成24年12月 1日
     （地包ケア１）第19号      平成29年 9月 1日
     （特疾１）第2号           平成24年 9月 1日
     （精療）第38号            平成27年12月 1日
     （食）第116号             昭和54年 9月 1日
     （高）第19号              平成 7年 3月 1日
     （糖管）第27号            平成26年12月 1日
     （がん疼）第7号           平成22年 4月 1日
     （がん指１）第12号        平成26年11月 1日
     （がん指２）第10号        平成26年11月 1日
     （がん指）第45号          平成26年10月 1日
     （排自）第5号             平成29年12月 1日
     （肝炎）第5号             平成22年 4月 1日
     （薬）第94号              平成22年 7月 1日
     （機安１）第22号          平成23年 5月 1日
     （持血測）第1号           平成26年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第53号          平成27年 4月 1日
     （検Ⅰ）第69号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第4号             平成20年 4月 1日
     （血内）第6号             平成20年 4月 1日
     （歩行）第6号             平成24年 4月 1日
     （コン１）第142号         平成29年 4月 1日
     （小検）第3号             平成18年 4月 1日
     （画１）第13号            平成18年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第159号         平成27年 3月 1日
     （心臓Ｍ）第9号           平成27年11月 1日
     （抗悪処方）第2号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第10号          平成25年10月 1日
     （菌）第6号               平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第9号             平成28年10月 1日
     （脳Ⅰ）第48号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第50号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第33号            平成24年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （がんリハ）第9号         平成27年 5月 1日
     （精）第6号               昭和56年11月 1日
     （ショ大）第8号           平成19年 3月 1日
     （デ大）第5号             平成10年12月 1日
     （医療保護）第5号         平成16年 4月 1日
     （透析水２）第4号         平成24年 4月 1日
     （肢梢）第7号             平成28年 5月 1日
     （乳セ２）第6号           平成22年 6月 1日
     （ペ）第18号              平成13年 3月 1日
     （大）第2号               平成10年 4月 1日
     （内下不切）第1号         平成26年 9月 1日
     （早大腸）第3号           平成25年 6月 1日
     （腎）第2号               平成 4年 6月 1日
     （胃瘻造）第17号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第28号          平成24年 7月 1日
     （造設前）第9号           平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第11号        平成27年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第28号          平成25年 5月 1日
     （酸単）第14号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19902,1027,5 加納岩総合病院 〒405-0018 一般       160（一般入院）第819号       平成28年10月 1日
     山医1027 山梨市上神内川１３０９ （診療録２）第27号        平成29年 1月 1日
     0553-22-2511  (0553-23-1872) （事補１）第13号          平成28年 4月 1日
     （急性看補）第96号        平成30年 1月 1日
     （看夜配）第7号           平成29年 3月 1日
     （療）第44号              平成24年 5月 1日
     （医療安全２）第34号      平成29年 3月 1日
     （感染防止２）第25号      平成29年 2月 1日
     （患サポ）第30号          平成27年 7月 1日
     （データ提）第30号        平成27年 4月 1日
     （退支）第14号            平成24年 4月 1日
     （地包ケア１）第10号      平成28年 6月 1日
     （食）第128号             昭和56年11月 1日
     （糖管）第32号            平成28年 5月 1日
     （がん指）第10号          平成22年12月 1日
     （薬）第103号             平成24年 5月 1日
     （在医総管）第130号       平成29年 4月 1日
     （在看）第3号             平成25年 5月 1日
     （検Ⅰ）第65号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第24号            平成29年 9月 1日
     （歩行）第10号            平成24年12月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第105号         平成24年 4月 1日
     （外化１）第11号          平成26年11月 1日
     （菌）第22号              平成24年11月 1日
     （脳Ⅰ）第1号             平成27年 4月 1日
     （運Ⅰ）第53号            平成24年 5月 1日
     （透析水２）第27号        平成28年 4月 1日
     （ペ）第13号              平成10年 7月 1日
     （大）第12号              平成13年 5月 1日
     （胃瘻造）第18号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第32号          平成24年 8月 1日
     （輸適）第10号            平成24年 8月 1日
     （造設前）第10号          平成24年 6月 1日
     （麻管Ⅰ）第34号          平成29年 4月 1日
     （酸単）第15号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20002,1040,8 医療法人山梨北整形外〒405-0007 （時間外２）第115号       平成24年 4月 1日
     山医1040 科 山梨市七日市場８０５－１ （外後発使）第54号        平成29年 4月 1日
     0553-23-3111  (0553-23-3112) （運Ⅰ）第72号            平成28年 4月 1日
     （酸単）第201号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20102,1045,7 寺本医院 〒405-0017
     山医1045 山梨市下神内川２０８－３
     0553-22-0121  (0553-22-8630)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20202,1046,5 日下部記念病院 〒405-0018 精神       282（精神入院）第410号       平成28年 2月 1日
     山医1046 山梨市上神内川１３６３ （看配）第49号            平成28年 2月 1日
     0553-22-0536  (0553-22-5064) （看補）第220号           平成28年 3月 1日
     （療）第51号              平成28年 2月 1日
     （精応）第2号             平成19年 4月 1日
     （精合併加算）第1号       平成20年 4月 1日
     （後発使３）第5号         平成30年 1月 1日
     （特疾２）第7号           平成28年 2月 1日
     （精療）第39号            平成28年 2月 1日
     （認治１）第8号           平成24年 4月 1日
     （食）第222号             平成11年 4月 1日
     （薬）第82号              平成22年 4月 1日
     （精）第21号              平成18年10月 1日
     （ショ大）第12号          平成22年 7月 1日
     （デ大）第15号            平成22年 7月 1日
     （ナ）第6号               平成22年 7月 1日
     （デナ）第4号             平成22年 7月 1日
     （抗治療）第5号           平成24年 4月 1日
     （医療保護）第3号         平成16年 4月 1日
     （酸単）第16号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20302,1051,5 武井医院 〒405-0018 （酸単）第98号            平成29年 4月 1日
     山医1051 山梨市上神内川１７４
     0553-22-0029  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20402,1057,2 山梨市立牧丘病院 〒404-0013 一般 （一般入院）第847号       平成28年12月 1日
     山医1057 山梨市牧丘町窪平３０２－２ 　　一般    30（感染防止２）第12号      平成24年10月 1日
     0553-35-2025  (0553-35-4434) （食）第244号             平成17年 3月22日
     （がん疼）第5号           平成22年 4月 1日
     （ニコ）第146号           平成29年 4月 1日
     （薬）第104号             平成24年 9月 1日
     （支援病１）第5号         平成26年 8月 1日
     （在緩診病）第1号         平成28年 8月 1日
     （在医総管）第71号        平成21年 7月 1日
     （在総）第102号           平成24年 4月 1日
     （検Ⅰ）第66号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第152号         平成26年 9月 1日
     （脳Ⅲ）第56号            平成22年 5月 1日
     （運Ⅱ）第87号            平成22年 5月 1日
     （呼Ⅱ）第9号             平成22年 5月 1日
     （酸単）第17号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20502,1059,8 林辺こどもクリニック〒405-0006
     山医1059 山梨市小原西１０４５番地１
     0553-20-1137  (0553-20-1138)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20602,1060,6 山梨市立産婦人科医院〒405-0018 一般 （時間外１）第42号        平成29年 6月 1日
     山医1060 山梨市上神内川１７２番地 　　一般    19（診入院）第318号         平成29年 6月 1日
     0553-20-1230  (0553-20-1232) （ハイ妊娠）第15号        平成29年 6月 1日
     （遺伝検）第5号           平成29年 6月 1日
     （ＨＰＶ）第57号          平成29年 6月 1日
     （遺伝カ）第3号           平成29年 6月 1日
     （酸単）第250号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20706,0051,7 立川医院 〒409-3606
     代医51 西八代郡市川三郷町高田２４５８
     055-272-0355  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20806,0052,5 一瀬医院 〒409-3601
     代医52 西八代郡市川三郷町市川大門７５
     ７
     055-272-0183  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20906,1047,4 医療法人みぞべ会　溝〒409-3601 （ニコ）第204号           平成29年 7月 1日
     代医1047 部医院 西八代郡市川三郷町市川大門１２ （酸単）第100号           平成29年 4月 1日
     ３５
     055-272-0003  (055-272-0138)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21006,1050,8 高橋医院 〒409-3244 （時間外２）第33号        平成22年 4月 1日
     代医1050 西八代郡市川三郷町岩間１８９０ （在医総管）第28号        平成18年 4月 1日
     0556-32-2521  (0556-32-3591)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21106,1056,5 医療法人いその会　磯〒409-3244
     代医1056 野医院 西八代郡市川三郷町岩間２１３８
     番地
     0556-32-1881  (0556-32-1881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21206,1060,7 市川三郷町営国民健康〒409-3612
     代医1060 保険診療所 西八代郡市川三郷町上野２７３１
     番地１
     055-272-7111  (055-272-7110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21306,1061,5 峡南医療センター企業〒409-3601 一般 （一般入院）第776号       平成26年 4月 1日
     代医1061 団　市川三郷病院 西八代郡市川三郷町市川大門４２　　一般    90（医療安全２）第36号      平成30年 1月 1日
     ８－１ （後発使３）第4号         平成29年 8月 1日
     055-272-3000  (055-272-0937) （退支）第32号            平成26年 4月 1日
     （食）第259号             平成26年 4月 1日
     （がん疼）第39号          平成28年 7月 1日
     （がん指）第38号          平成26年 4月 1日
     （排自）第4号             平成29年10月 1日
     （機安１）第26号          平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第88号            平成26年 4月 1日
     （ロー検）第4号           平成29年10月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第175号         平成29年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第70号            平成26年 4月 1日
     （運Ⅱ）第103号           平成26年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第40号            平成26年 4月 1日
     （透析水２）第21号        平成26年 8月 1日
     （肢梢）第14号            平成29年 6月 1日
     （輸血Ⅱ）第37号          平成26年 4月 1日
     （輸適）第16号            平成26年 9月 1日
     （酸単）第18号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21406,1062,3 市川メディカルクリニ〒409-3606 （時間外１）第40号        平成28年 8月 1日
     代医1062 ック 西八代郡市川三郷町高田５１８番 （ニコ）第221号           平成29年 7月 1日
     地１ （支援診３）第100号       平成28年 7月 1日
     055-272-3337  (055-272-3339) （在医総管）第121号       平成28年 1月 1日
     （酸単）第101号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21507,0069,7 松島医院 〒409-2531 （１７５）第35号          平成14年 4月 1日
     南医69 南巨摩郡身延町梅平１４８
     0556-62-0317  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21607,0072,1 望月医院 〒409-2102 （時間外２）第102号       平成22年 6月 1日
     南医72 南巨摩郡南部町福士２７０５－１
     0556-66-2102  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21707,0081,2 高橋医院 〒409-2531 （時間外２）第32号        平成22年 4月 1日
     南医81 南巨摩郡身延町梅平２４０８ （外後発使）第40号        平成28年 7月 1日
     0556-62-0143  （１７５）第36号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21807,0082,0 幸芳耳鼻咽喉科医院 〒400-0601 （時間外２）第66号        平成22年 4月 1日
     南医82 南巨摩郡富士川町鰍沢７６５－１ （ニコ）第222号           平成29年 7月 1日
     0556-22-3387  (0556-22-3934)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21907,0100,0 くぼた内科胃腸科医院〒400-0501 （時間外２）第46号        平成22年 4月 1日
     南医100 南巨摩郡富士川町青柳町５０
     0556-22-0301  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22007,0101,8 佐野外科整形外科医院〒409-2532 （運Ⅲ）第4号             平成18年 4月 1日
     南医101 南巨摩郡身延町大野７８１
     0556-62-0009  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22107,0121,6 富河医院 〒409-2102 （時間外１）第6号         平成24年 4月 1日
     南医121 南巨摩郡南部町福士１９２３番地
     0556-66-2009  (0556-66-2998)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22207,0122,4 佐野医院 〒409-2305
     南医122 南巨摩郡南部町内船７２０２
     0556-64-2037  (0556-64-3125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22307,1002,7 身延町早川町国民健康〒409-3423 一般        60（一般入院）第813号       平成27年 9月 1日
     南医1002 保険病院一部事務組合南巨摩郡身延町飯富１６２８ 療養        26（療養入院）第176号       平成24年 6月 1日
     立飯富病院 0556-42-2322  (0556-42-3481) （診療録２）第24号        平成27年 4月 1日
     （急性看補）第88号        平成28年12月 1日
     （療）第53号              平成28年 6月 1日
     （療養１）第25号          平成28年 6月 1日
     （感染防止２）第26号      平成29年 4月 1日
     （後発使１）第11号        平成29年 7月 1日
     （データ提）第32号        平成27年 6月 1日
     （地包ケア１）第6号       平成27年10月 1日
     （食）第41号              昭和35年11月 1日
     （ニコ）第223号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第11号          平成23年 1月 1日
     （薬）第106号             平成24年11月 1日
     （機安１）第28号          平成28年 2月 1日
     （支援病３）第7号         平成28年 9月 1日
     （在医総管）第95号        平成24年 5月 1日
     （在総）第105号           平成24年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第122号         平成24年 4月 1日
     （菌）第21号              平成24年 8月 1日
     （脳Ⅱ）第29号            平成25年 3月 1日
     （運Ⅰ）第58号            平成25年 3月 1日
     （呼Ⅰ）第24号            平成22年 9月 1日
     （透析水２）第16号        平成25年 6月 1日
     （肢梢）第16号            平成29年 7月 1日
     （ペ）第28号              平成20年 2月 1日
     （輸血Ⅱ）第38号          平成26年 6月 1日
     （酸単）第19号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22407,1031,6 医療法人峡南会　峡南〒400-0601 一般        40（一般入院）第640号       平成19年 4月 1日
     南医1031 病院 南巨摩郡富士川町鰍沢１８０６番 （看補）第166号           平成19年 4月 1日
     地 （食）第37号              昭和34年10月 1日
     0556-22-4411  (0556-22-6553) （支援病３）第2号         平成22年 4月 1日
     （在医総管）第31号        平成18年 4月 1日
     （在総）第94号            平成22年 5月 1日
     （神経）第18号            平成21年 6月 1日
     （透析水２）第28号        平成28年10月 1日
     （肢梢）第9号             平成28年 6月 1日
     （酸単）第20号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22507,1044,9 公益財団法人身延山病〒409-2531 一般        50（一般入院）第827号       平成28年10月 1日
     南医1044 院 南巨摩郡身延町梅平２４８３－１療養        30（療養入院）第220号       平成28年10月 1日
     ６７ （診療録１）第10号        平成29年12月 1日
     0556-62-1061  (0556-62-1306) （食）第215号             平成10年 4月 1日
     （がん指）第6号           平成22年11月 1日
     （検Ⅰ）第68号            平成20年 4月 1日
     （コン１）第152号         平成29年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第166号         平成28年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第40号            平成20年 4月 1日
     （運Ⅱ）第2号             平成18年 4月 1日
     （呼Ⅱ）第2号             平成18年 4月 1日
     （透析水２）第26号        平成27年12月 1日
     （ペ）第15号              平成10年10月 1日
     （胃瘻造）第2号           平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第30号          平成24年 8月 1日
     （輸適）第8号             平成24年 8月 1日
     （酸単）第21号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22607,1058,9 三共診療所 〒409-2703
     南医1058 南巨摩郡早川町新倉１３３
     0556-48-2012  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22707,1070,4 南部町佐野診療所 〒409-2301
     南医1070 南巨摩郡南部町上佐野１９３－１
     0556-64-4208  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22807,1075,3 南部町国民健康保険診〒409-2212 （ニコ）第151号           平成29年 5月 1日
     南医1075 療所 南巨摩郡南部町南部８０５０－１ （在医総管）第99号        平成24年12月 1日
     0556-64-3117  (0556-64-3713) （酸単）第102号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22907,1080,3 小野皮膚科医院 〒400-0502
     南医1080 南巨摩郡富士川町最勝寺１２７６
     －４
     0556-22-5567  (0556-22-6252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23007,1083,7 雨畑出張診療所 〒409-2734
     南医1083 南巨摩郡早川町雨畑２３５８
     080-2125-6622 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23107,1084,5 五箇出張診療所 〒409-2727
     南医1084 南巨摩郡早川町薬袋４３０
     090-4459-4774 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23207,1102,5 都川出張診療所 〒409-2714
     南医1102 南巨摩郡早川町草塩８８
     0556-45-3003  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23307,1103,3 ますほ共立診療所 〒400-0505
     南医1103 南巨摩郡富士川町長澤２２５－４
     0556-22-8411  (0556-22-8727)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23407,1104,1 富士川町国民健康保険〒400-0505
     南医1104 診療所 南巨摩郡富士川町長澤２３７４番
     地２
     0556-22-7251  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23507,1106,6 西山出張診療所 〒409-2702
     南医1106 南巨摩郡早川町湯島１３７８
     080-2125-6622 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23607,1107,4 医療法人快療会　くつ〒400-0501 （時間外２）第22号        平成22年 4月 1日
     南医1107 ま整形外科医院 南巨摩郡富士川町青柳町１１３６ （運Ⅱ）第19号            平成18年 4月 1日
     －１
     0556-22-6688  (0556-22-4840)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23707,1108,2 身延町営久那土診療所〒409-3116
     南医1108 南巨摩郡身延町車田１１１４
     0556-37-0123  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23807,1111,6 医療法人財団交道会　〒409-2942 療養        94（療養入院）第215号       平成28年10月 1日
     南医1111 しもべ病院 南巨摩郡身延町下部１０６３ （療養１）第20号          平成25年 7月 1日
     0556-36-1111  (0556-36-1556) （食）第156号             昭和61年11月 1日
     （がん疼）第40号          平成28年 9月 1日
     （がん指）第15号          平成23年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第129号         平成24年 9月 1日
     （脳Ⅰ）第37号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第37号            平成24年 4月 1日
     （胃瘻造）第9号           平成26年 7月 1日
     （胃瘻造嚥）第3号         平成26年 4月 1日
     （酸単）第22号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23907,1112,4 身延町営下部診療所 〒409-2936
     南医1112 南巨摩郡身延町常葉１０３１－１
     0556-20-3027  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24007,1113,2 身延町営古関診療所 〒409-3106
     南医1113 南巨摩郡身延町古関２４３７
     0556-38-0808  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24107,1116,5 身延町国民健康保険大〒409-3311
     南医1116 須成診療所 南巨摩郡身延町大塩１３９８番地
     １
     0556-42-3768  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24207,1117,3 南部町国民健康保険万〒409-2103 （在医総管）第53号        平成19年11月 1日
     南医1117 沢診療所 南巨摩郡南部町万沢３４０４番地 （外後発使）第49号        平成28年12月 1日
     １ （酸単）第103号           平成29年 4月 1日
     0556-67-1030  (0556-67-1032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24307,1118,1 身延町国民健康保険曙〒409-3437
     南医1118 診療所 南巨摩郡身延町古長谷５４２番地
     0556-42-2808  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  24407,1119,9 峡南医療センター企業〒400-0601 一般 （一般入院）第851号       平成29年 7月 1日
     南医1119 団　富士川病院 南巨摩郡富士川町鰍沢３４０－１　　一般   154（診療録２）第20号        平成26年 4月 1日
     0556-22-3135  (0556-22-3884) 一般 （急性看補）第92号        平成29年 8月 1日
     　　感染     4（療）第50号              平成26年 4月 1日
     （重）第63号              平成26年 4月 1日
     （医療安全２）第29号      平成26年 4月 1日
     （感染防止２）第18号      平成26年 4月 1日
     （後発使２）第6号         平成29年12月 1日
     （データ提）第35号        平成28年10月 1日
     （退支）第30号            平成26年 4月 1日
     （地包ケア１）第16号      平成29年 6月 1日
     （食）第258号             平成26年 4月 1日
     （がん疼）第32号          平成26年 4月 1日
     （ニコ）第177号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第39号          平成26年 4月 1日
     （薬）第111号             平成26年 6月 1日
     （機安１）第27号          平成26年 4月 1日
     （在看）第5号             平成26年 4月 1日
     （検Ⅱ）第22号            平成26年 4月 1日
     （小検）第12号            平成26年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第174号         平成28年12月 1日
     （外化２）第11号          平成26年 4月 1日
     （菌）第26号              平成26年 6月 1日
     （脳Ⅱ）第38号            平成29年 4月 1日
     （運Ⅰ）第65号            平成26年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第43号            平成28年 7月 1日
     （乳セ２）第11号          平成26年 4月 1日
     （早大腸）第5号           平成28年 5月 1日
     （胃瘻造）第19号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第36号          平成26年 4月 1日
     （輸適）第15号            平成26年 4月 1日
     （造設前）第13号          平成26年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第12号        平成27年 4月 1日
     （酸単）第23号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24507,1120,7 しぶや眼科 〒400-0501 （コン１）第148号         平成29年 4月 1日
     南医1120 南巨摩郡富士川町青柳町９８９－
     １
     0556-22-2220  (0556-42-8200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24607,1121,5 硯島診療所 〒409-2731
     南医1121 南巨摩郡早川町大島１２
     080-2125-6622 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  24707,1122,3 ふじかわ泌尿器クリニ〒400-0501
     南医1122 ック 南巨摩郡富士川町青柳町１７４７
     －１
     0556-20-7011  (0556-20-7012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24808,0115,6 嶋﨑耳鼻咽喉科医院 〒409-3863
     中医115 中巨摩郡昭和町河東中島字上河東
     １３１７－１０
     055-275-8741  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24908,0130,5 横山整形外科医院 〒409-3853 （外後発使）第7号         平成28年 4月 1日
     中医130 中巨摩郡昭和町築地新居３００－
     ２
     055-275-9339  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25008,0184,2 あいのた内科消化器科〒409-3866 （ニコ）第164号           平成29年 7月 1日
     中医184 クリニック 中巨摩郡昭和町西条１４８１ （がん指）第50号          平成27年 1月 1日
     055-240-7110  (055-240-7120) （酸単）第226号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25108,0186,7 こどもクリニックぷぅ〒409-3864 （酸単）第104号           平成29年 4月 1日
     中医186 　やない小児科 中巨摩郡昭和町押越７３－１
     055-268-0871  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25208,0216,2 北原内科クリニック 〒409-3866 （ニコ）第178号           平成29年 7月 1日
     中医216 中巨摩郡昭和町西条５００３－２ （酸単）第105号           平成29年 4月 1日
     055-268-7020  (055-268-7021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25308,0217,0 こぐれ眼科クリニック〒409-3864 （コン１）第113号         平成28年 4月 1日
     中医217 中巨摩郡昭和町押越７０－１ （酸単）第218号           平成29年 4月 1日
     055-268-7766  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25408,0219,6 まつしたこどもクリニ〒409-3867
     中医219 ック 中巨摩郡昭和町清水新居１２７８
     －３スペースブロス　２Ｆ
     055-269-6711  (055-269-6712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25508,1122,1 医療法人武川会　武川〒409-3852 一般        45（一般入院）第652号       平成20年 4月 1日
     中医1122 病院 中巨摩郡昭和町飯喰１２７７ （看補）第176号           平成20年 4月 1日
     055-275-7311  (055-275-4562) （後発使１）第1号         平成28年 4月 1日
     （食）第172号             平成 5年10月 1日
     （ＨＰＶ）第56号          平成29年 2月 1日
     （検Ⅰ）第70号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第96号          平成24年 4月 1日
     （ペ）第21号              平成14年 2月 1日
     （胃瘻造）第20号          平成27年 6月 1日
     （酸単）第24号            平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25608,1135,3 大塚医院 〒409-3861
     中医1135 中巨摩郡昭和町紙漉阿原２１６－
     ４
     055-275-4164  (055-275-5849)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25708,1154,4 風間内科医院 〒409-3864
     中医1154 中巨摩郡昭和町押越９１６－１
     055-275-5157  (055-275-5191)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25808,1156,9 今井クリニック 〒409-3863 一般         4（時間外２）第74号        平成22年 4月 1日
     中医1156 中巨摩郡昭和町河東中島４４３ 療養         6（診入院）第310号         平成26年10月 1日
     055-275-1170  (055-275-1161) （診療養入院）第42号      平成24年 4月 1日
     （診療養）第9号           平成11年 5月 1日
     （後発使１）第3号         平成28年 4月 1日
     （外後発使）第8号         平成28年 4月 1日
     （酸単）第106号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25908,1165,0 高山皮フ科形成クリニ〒409-3867
     中医1165 ック 中巨摩郡昭和町清水新居１２７８
     －３スペースブロス２Ｆ
     055-237-7012  (055-237-7013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26008,1169,2 医療法人永生会　まつ〒409-3864 （時間外１）第7号         平成24年 4月 1日
     中医1169 した腎クリニック 中巨摩郡昭和町押越７８９ （糖管）第11号            平成22年 1月 1日
     055-275-6550  (055-275-6551) （糖防管）第13号          平成28年 4月 1日
     （透析水２）第6号         平成24年 4月 1日
     （肢梢）第3号             平成28年 4月 1日
     （酸単）第107号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26108,1174,2 吉田婦人クリニック 〒409-3867 （ＨＰＶ）第10号          平成22年 4月 1日
     中医1174 中巨摩郡昭和町清水新居１２１５ （酸単）第202号           平成29年 4月 1日
     －１
     055-226-5566  (055-226-5660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26208,1203,9 医療法人田辺産婦人科〒409-3866 一般        19（時間外１）第18号        平成24年 4月 1日
     中医1203 中巨摩郡昭和町西条６４０ （診入院）第315号         平成28年 4月 1日
     055-275-3577  (055-275-3281) （ハイ妊娠）第9号         平成21年 4月 1日
     （食）第238号             平成14年10月 1日
     （ＨＰＶ）第41号          平成26年 4月 1日
     （酸単）第108号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26308,1207,0 医療法人　大竹皮フ科〒409-3861
     中医1207 クリニック 中巨摩郡昭和町紙漉阿原２７番地
     ２
     055-275-8820  (055-275-8820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  26408,1218,7 医療法人社団健輝会　〒409-3863 （在医総管）第117号       平成27年 5月 1日
     中医1218 げんきキッズクリニッ中巨摩郡昭和町河東中島７４８－ （酸単）第109号           平成29年 4月 1日
     ク １
     055-268-5599  (055-268-5598)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26508,1221,1 太田整形外科医院 〒409-3867 一般        18（時間外１）第32号        平成25年 4月 1日
     中医1221 中巨摩郡昭和町清水新居４９８ （診入院）第290号         平成25年10月 1日
     055-226-0999  (055-232-9693) （支援診３）第123号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第103号       平成25年 4月 1日
     （在総）第112号           平成25年 4月 1日
     （運Ⅱ）第98号            平成25年 4月 1日
     （酸単）第110号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26608,1222,9 森川医院 〒409-3863 （ニコ）第205号           平成29年 7月 1日
     中医1222 中巨摩郡昭和町河東中島１９０３
     055-275-2070  (055-275-9298)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26708,1223,7 医療法人壽明会　甲府〒409-3866 （酸単）第111号           平成29年 4月 1日
     中医1223 昭和形成外科クリニッ中巨摩郡昭和町西条５２６６番地
     ク １
     055-240-7766  (055-240-7767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26808,1224,5 吉川外科整形外科医院〒409-3851
     中医1224 中巨摩郡昭和町河西６２３番地８
     055-275-6361  (055-275-8399)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26908,1225,2 中村眼科 〒409-3852 （コン３）第1号           平成29年 4月 1日
     中医1225 中巨摩郡昭和町飯喰１５０５番地
     １イオンモール甲府昭和店１階
     055-269-5111  (055-269-5111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27008,1226,0 土田クリニック　腎・〒409-3863 （酸単）第112号           平成29年 4月 1日
     中医1226 泌尿器科 中巨摩郡昭和町河東中島１５９０
     －３
     055-275-5656  (055-275-2828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27109,0024,8 功力医院 〒407-0041 （１７５）第44号          平成14年 4月 1日
     韮医24 韮崎市神山町武田５４９
     0551-22-0825  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27209,0035,4 薬袋整形外科医院 〒407-0014 （外後発使）第9号         平成28年 4月 1日
     韮医35 韮崎市富士見二丁目１３－２ （運Ⅱ）第22号            平成18年 4月 1日
     0551-22-0203  (0551-22-5067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27309,0048,7 寺本医院 〒407-0024
     韮医48 韮崎市本町二丁目７－９
     0551-22-0549  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27409,0049,5 中込医院 〒407-0044 （時間外２）第86号        平成22年 4月 1日
     韮医49 韮崎市旭町上條北割１０３８ （外後発使）第25号        平成28年 4月 1日
     0551-22-0474  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27509,0050,3 藤森耳鼻咽喉科医院 〒407-0004 （高）第31号              平成20年 4月 1日
     韮医50 韮崎市藤井町南下條冷田１８０－
     １
     0551-23-1411  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27609,0059,4 野口外科胃腸科 〒407-0262 （がん指）第19号          平成23年 8月 1日
     韮医59 韮崎市中田町中條１４３３ （酸単）第113号           平成29年 4月 1日
     0551-25-5015  (0551-25-5096)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27709,0062,8 藤井平皮膚科 〒407-0002
     韮医62 韮崎市藤井町坂井３２０－１
     0551-22-1512  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27809,0063,6 たのくらクリニック 〒407-0004 （ニコ）第206号           平成29年 7月 1日
     韮医63 韮崎市藤井町南下條３３８ （がん指）第47号          平成26年10月 1日
     0551-21-3030  （酸単）第219号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27909,0064,4 まえざわクリニック 〒407-0015
     韮医64 韮崎市若宮二丁目１４－１
     0551-21-2333  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28009,0067,7 きっかわ整形外科クリ〒407-0015
     韮医67 ニック 韮崎市若宮２－８－１８
     0551-30-4141  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28109,0069,3 にこにこクリニックこ〒407-0033
     韮医69 でら小児科 韮崎市龍岡町下條南割１０４５
     0551-23-6677  (0551-23-6687)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28209,0071,9 岩下内科医院 〒407-0015 （ニコ）第179号           平成29年 7月 1日
     韮医71 韮崎市若宮１－２－５０韮崎市民 （支援診３）第135号       平成29年 4月 1日
     交流センター３Ｆ （在医総管）第92号        平成23年 9月 5日
     0551-45-8890  (0551-45-8891) （在総）第100号           平成23年 9月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  28309,1001,5 韮崎市国民健康保険　〒407-0024 一般       137（一般入院）第853号       平成29年 9月 1日
     韮医1001 韮崎市立病院 韮崎市本町三丁目５－３ 療養        34（療養入院）第192号       平成26年10月 1日
     0551-22-1221  (0551-22-9731) （診療録２）第28号        平成29年 2月 1日
     （事補２）第45号          平成29年 5月 1日
     （急性看補）第94号        平成29年 9月 1日
     （感染防止２）第22号      平成28年 6月 1日
     （後発使１）第13号        平成29年11月 1日
     （データ提）第38号        平成29年 6月 1日
     （退支）第37号            平成28年 4月 1日
     （認ケア）第10号          平成29年 8月 1日
     （地包ケア１）第20号      平成29年 9月 1日
     （食）第155号             昭和61年 6月 1日
     （がん疼）第38号          平成28年 5月 1日
     （がん指１）第11号        平成26年 6月 1日
     （がん指２）第6号         平成26年 6月 1日
     （ニコ）第259号           平成29年10月 1日
     （肝炎）第4号             平成22年 4月 1日
     （薬）第91号              平成22年 5月 1日
     （検Ⅱ）第5号             平成20年 4月 1日
     （歩行）第1号             平成24年 4月 1日
     （小検）第9号             平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第89号          平成24年 4月 1日
     （外化２）第5号           平成20年 6月 1日
     （菌）第16号              平成20年 7月 1日
     （脳Ⅱ）第15号            平成21年 8月 1日
     （運Ⅰ）第3号             平成22年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第16号            平成18年 4月 1日
     （がんリハ）第15号        平成29年 3月 1日
     （ペ）第14号              平成10年10月 1日
     （輸血Ⅱ）第7号           平成19年 6月 1日
     （輸適）第2号             平成24年 4月 1日
     （造設前）第1号           平成24年 4月 1日
     （酸単）第25号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28409,1026,2 医療法人韮崎東ヶ丘病〒407-0175 精神        99（療養入院）第179号       平成25年 3月 1日
     韮医1026 院 韮崎市穂坂町宮久保１２１６ 療養        48（精神入院）第55号        平成25年 3月 1日
     0551-22-0087  (0551-22-8474) （看補）第204号           平成24年 4月 1日
     （療養１）第12号          平成18年 7月 1日
     （精合併加算）第3号       平成20年 5月 1日
     （食）第91号              昭和51年11月 1日
     （薬）第15号              平成 8年12月 1日
     （精）第20号              平成18年10月 1日
     （ショ小）第1号           平成18年 4月 1日
     （デ小）第8号             平成16年 9月 1日
     （医療保護）第12号        平成25年 2月 1日
     （酸単）第26号            平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  28509,1030,4 山梨県立北病院 〒407-0046 精神       186（精神入院）第45号        平成22年 6月 1日
     韮医1030 韮崎市旭町上條南割３３１４－１ （看配）第41号            平成22年 6月 1日
     ３ （看補）第210号           平成25年 6月 1日
     0551-22-1621  (0551-23-0672) （精応）第1号             平成 4年10月 1日
     （重アル）第2号           平成22年10月 1日
     （精救１）第1号           平成26年 4月 1日
     （児春入）第1号           平成29年 5月 1日
     （食）第54号              昭和41年10月 1日
     （薬）第112号             平成26年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第165号         平成28年 4月 1日
     （児春専）第2号           平成28年 7月 1日
     （精）第22号              平成19年 4月 1日
     （ショ大）第9号           平成19年 4月 1日
     （デ大）第12号            平成19年 4月 1日
     （抗治療）第1号           平成24年 4月 1日
     （精早管）第1号           平成28年 7月 1日
     （医療保護）第8号         平成16年 5月 1日
     （酸単）第27号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28609,1046,0 千野眼科医院 〒407-0024 （コン１）第137号         平成29年 3月 1日
     韮医1046 韮崎市本町一丁目５－２６ （先１４０）第1号         平成23年10月 1日
     0551-22-0038  (0551-23-5393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28709,1052,8 韮崎クリニック 〒407-0042
     韮医1052 韮崎市神山町北宮地字河原谷下３
     番地
     0551-20-1411  (0551-20-1422)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28809,1053,6 秋山内科クリニック 〒407-0033 （外後発使）第26号        平成28年 4月 1日
     韮医1053 韮崎市龍岡町下條南割９３９
     0551-23-0526  (0551-22-5061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  28909,1054,4 恵信韮崎相互病院 〒407-0024 一般        39（一般入院）第858号       平成30年 3月 1日
     韮医1054 韮崎市本町一丁目１６－２ 療養        25（療養入院）第169号       平成24年 4月 1日
     0551-22-2521  (0551-23-0477) （診療録２）第29号        平成29年 7月 1日
     （感染防止２）第14号      平成25年 1月 1日
     （データ提）第39号        平成30年 1月 1日
     （食）第219号             平成11年 2月 1日
     （糖管）第23号            平成26年 2月 1日
     （がん疼）第22号          平成24年 8月 1日
     （薬）第49号              平成13年 7月 1日
     （検Ⅰ）第71号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第88号          平成24年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第26号            平成24年 6月 1日
     （運Ⅰ）第56号            平成24年 6月 1日
     （呼Ⅰ）第37号            平成24年 6月 1日
     （透析水２）第1号         平成24年 4月 1日
     （肢梢）第10号            平成28年 8月 1日
     （胃瘻造）第28号          平成29年 7月 1日
     （輸血Ⅱ）第17号          平成24年 4月 1日
     （輸適）第1号             平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第15号        平成29年 5月 1日
     （酸単）第28号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29009,1055,1 秋山脳外科 〒407-0037 一般        19（神経）第29号            平成27年 2月 1日
     韮医1055 韮崎市大草町若尾１３３０ （Ｃ・Ｍ）第167号         平成28年 5月 1日
     0551-22-8881  (0551-23-0647) （脳Ⅲ）第72号            平成26年 9月 1日
     （運Ⅱ）第110号           平成27年11月 1日
     （酸単）第114号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29109,1056,9 本町クリニック 〒407-0024
     韮医1056 韮崎市本町二丁目１９－３
     0551-22-8741  (0551-22-8742)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29209,1061,9 ますやま整形外科クリ〒407-0004
     韮医1061 ニック 韮崎市藤井町南下條３９５
     0551-21-2100  (0551-21-2101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29309,1065,0 山梨県立あけぼの医療〒407-0046 一般 （障害入院）第38号        平成20年10月 1日
     韮医1065 福祉センター 韮崎市旭町上條南割３２５１－１　　一般    98（特施）第63号            平成20年10月 1日
     0551-22-6111  (0551-22-7890) （食）第253号             平成18年 9月 1日
     （運Ⅱ）第63号            平成18年 9月 1日
     （障）第10号              平成18年 9月 1日
     （酸単）第29号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  29409,1070,0 いいのクリニック 〒407-0024 （ニコ）第180号           平成29年 7月 1日
     韮医1070 韮崎市本町２－１４－１５ （支援診３）第105号       平成29年 3月 1日
     0551-23-1296  (0551-23-1297) （がん指）第17号          平成23年 4月 1日
     （在医総管）第86号        平成23年 4月 1日
     （在総）第97号            平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29509,1071,8 韮崎ウィメンズクリニ〒407-0015 （ＨＰＶ）第52号          平成26年12月20日
     韮医1071 ック 韮崎市若宮１丁目２番５０号
     0551-22-1121  (0551-22-1122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29609,1072,6 三井医院 〒407-0024 （時間外２）第128号       平成27年 1月 1日
     韮医1072 韮崎市本町一丁目１１番８号 （ヘッド）第6号           平成27年 1月 1日
     0551-22-0845  (0551-22-0845) （神経）第30号            平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29711,0035,0 大戸内科医院 〒402-0052
     都留医35 都留市中央二丁目３－５
     0554-45-3188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29811,0046,7 山岸医院 〒402-0053
     都留医46 都留市上谷５－４－１４
     0554-43-2067  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29911,0048,3 つる内科クリニック 〒402-0053 （糖管）第24号            平成26年 2月 1日
     都留医48 都留市上谷１４６６－１ （外後発使）第56号        平成29年11月 1日
     0554-45-1003  (0554-45-1003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30011,0053,3 小石澤医院 〒402-0054 （１７５）第229号         平成17年 4月 3日
     都留医53 都留市田原２丁目５番２８号
     0554-43-4625  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30111,0055,8 水島医院 〒402-0034 （時間外１）第20号        平成24年 4月 1日
     都留医55 都留市桂町８１５－１ （支援診２）第29号        平成29年 4月 1日
     0554-56-8220  (0554-56-8221) （在医総管）第85号        平成23年 4月 1日
     （在総）第96号            平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  30211,1002,9 医療法人回生堂病院 〒402-0005 精神       276（精神入院）第36号        平成20年 7月 1日
     都留医1002 都留市四日市場２７０ （看補）第180号           平成20年 7月 1日
     0554-43-2291  (0554-43-5595) （精合併加算）第5号       平成20年 6月 1日
     （精療）第41号            平成28年 6月 1日
     （認治１）第11号          平成28年 6月 1日
     （食）第98号              昭和52年10月 1日
     （薬）第116号             平成28年11月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第162号         平成28年 1月 1日
     （精）第23号              平成20年 2月 1日
     （ショ小）第4号           平成21年 4月 1日
     （デ小）第9号             平成21年 4月 1日
     （医療保護）第7号         平成16年 4月 1日
     （酸単）第30号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30311,1034,2 都留市立病院 〒402-0056 一般       140（一般入院）第830号       平成28年10月 1日
     都留医1034 都留市つる五丁目１－５５ （急性看補）第77号        平成28年10月 1日
     0554-45-1811  (0554-45-2467) （感染防止２）第19号      平成27年 4月 1日
     （退支）第36号            平成28年 4月 1日
     （小入４）第12号          平成20年 4月 1日
     （食）第170号             平成 5年 4月 1日
     （ニコ）第165号           平成29年 7月 1日
     （開）第4号               平成18年 4月 1日
     （がん指）第8号           平成22年12月 1日
     （薬）第24号              平成10年 3月 1日
     （機安１）第10号          平成20年 4月 1日
     （在看）第6号             平成26年 9月 1日
     （ＨＰＶ）第58号          平成30年 3月 1日
     （小検）第15号            平成28年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第98号          平成24年 4月 1日
     （外化１）第4号           平成20年10月 1日
     （菌）第10号              平成20年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第63号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅱ）第94号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅱ）第13号            平成24年 4月 1日
     （透析水２）第12号        平成24年 8月 1日
     （早大腸）第6号           平成29年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第1号           平成18年 4月 1日
     （輸適）第5号             平成24年 4月 1日
     （酸単）第31号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30411,1038,3 須藤整形外科医院 〒402-0004 （外後発使）第11号        平成28年 4月 1日
     都留医1038 都留市古川渡３
     0554-43-3151  (0554-43-2125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30511,1039,1 医療法人社団心光会　〒402-0052
     都留医1039 磯部医院 都留市中央一丁目１－１５
     0554-43-4121  (0554-43-4135)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  30611,1042,5 富士渡辺内科 〒402-0056
     都留医1042 都留市つる三丁目７－５
     0554-45-8881  (0554-45-8777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30711,1044,1 医療法人誠仁会　武井〒402-0025 （時間外２）第82号        平成22年 4月 1日
     都留医1044 クリニック 都留市法能６６９ （小か診）第6号           平成28年 4月 1日
     0554-45-6811  (0554-45-6813) （ニコ）第181号           平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30811,1047,4 ツル虎ノ門外科リハビ〒402-0005 一般        49（一般入院）第650号       平成20年 3月 1日
     都留医1047 リテーション病院 都留市四日市場１８８ 療養        25（看補）第175号           平成20年 3月 1日
     0554-45-8861  (0554-45-8876) （療）第23号              平成20年 3月 1日
     （後発使１）第12号        平成29年 9月 1日
     （回３）第56号            平成28年11月 1日
     （食）第237号             平成14年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第139号         平成25年 9月 1日
     （脳Ⅰ）第36号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第36号            平成24年 4月 1日
     （酸単）第32号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30911,1051,6 東桂メディカルクリニ〒402-0031 一般        19（時間外２）第34号        平成22年 4月 1日
     都留医1051 ック 都留市十日市場字名主目９５８－ （診入院）第314号         平成28年 4月 1日
     １ （食）第255号             平成22年 7月 1日
     0554-20-8010  (0554-20-8203) （がん疼）第34号          平成26年11月 1日
     （ニコ）第152号           平成29年 5月 1日
     （支援診３）第124号       平成29年 4月 1日
     （在診実１）第9号         平成27年 4月 1日
     （肝炎）第1号             平成22年 4月 1日
     （在医総管）第17号        平成18年 4月 1日
     （在総）第57号            平成18年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第176号         平成29年 5月 1日
     （胃瘻造）第27号          平成29年 7月 1日
     （酸単）第115号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31011,1054,0 山梨県立こころの発達〒402-0054
     都留医1054 総合支援センター都留都留市田原三丁目５－２４都留児
     クリニック 童相談所内
     055-254-8631  (055-254-8632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31111,1056,5 医療法人社団　野村眼〒402-0005 （コン１）第122号         平成28年 8月 1日
     都留医1056 科医院 都留市四日市場８番６号
     0554-20-8070  (0554-45-5377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31211,1057,3 スバル　ビューティー〒402-0011
     都留医1057 　ヘルス　クリニック都留市井倉６２８－３
     0554-45-4440  (0554-45-4440)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31312,0038,2 高橋外科医院 〒403-0005
     富医38 富士吉田市上吉田３６２６－８
     0555-22-5200  (0555-24-6200)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31412,0047,3 大田屋クリニック 〒403-0005 （ニコ）第261号           平成29年11月 1日
     富医47 富士吉田市上吉田５丁目８－３
     0555-24-0678  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31512,0050,7 吉田医院 〒403-0007
     富医50 富士吉田市中曽根一丁目５－１０
     0555-22-0142  (0555-22-1142)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31612,0052,3 大戸耳鼻咽喉科医院 〒403-0004
     富医52 富士吉田市下吉田五丁目１１－７
     0555-22-0268  (0555-22-9779)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31712,0054,9 堀内産婦人科医院 〒403-0004 （ＨＰＶ）第36号          平成26年 4月 1日
     富医54 富士吉田市下吉田七丁目３番１４
     号
     0555-22-1151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31812,0055,6 角田医院 〒403-0004 （時間外２）第7号         平成22年 4月 1日
     富医55 富士吉田市下吉田四丁目１７－３
     コトブキビル２Ｆ
     0555-24-3883  (0555-24-3993)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31912,0056,4 深澤医院 〒403-0019
     富医56 富士吉田市新町四丁目１１番１３
     号
     0555-24-1183  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32012,0065,5 高橋皮膚科医院 〒403-0017
     富医65 富士吉田市新西原一丁目２７－１
     0555-24-6000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32112,0067,1 渡辺整形外科 〒403-0011 （外後発使）第27号        平成28年 4月 1日
     富医67 富士吉田市新倉２６７１－３
     0555-24-5330  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32212,0075,4 クリニック小林 〒403-0016
     富医75 富士吉田市松山五丁目１１－６
     0555-24-5585  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32312,0076,2 新西原クリニック 〒403-0005 （ニコ）第207号           平成29年 7月 1日
     富医76 富士吉田市上吉田４２５９－２ （外後発使）第30号        平成28年 4月 1日
     0555-24-9911  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  32412,0079,6 蓬莱整形外科 〒403-0004 （運Ⅱ）第23号            平成18年 4月 1日
     富医79 富士吉田市下吉田一丁目３－２１ （酸単）第116号           平成29年 4月 1日
     0555-22-0019  (0555-22-6563)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32512,0081,2 よねやまクリニック 〒403-0004
     富医81 富士吉田市下吉田五丁目２２－５
     １
     0555-30-0238  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32612,0083,8 加賀谷医院 〒403-0005 一般         4（時間外２）第31号        平成22年 4月 1日
     富医83 富士吉田市上吉田３０３２－１ （診入院）第260号         平成24年 4月 1日
     0555-23-2450  （がん指）第4号           平成22年10月 1日
     （ＨＰＶ）第50号          平成26年 8月 1日
     （１７５）第55号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32712,0100,0 富士の森クリニック 〒403-0005 （ニコ）第208号           平成29年 7月 1日
     富医100 富士吉田市上吉田７－１２－１４ （酸単）第117号           平成29年 4月 1日
     0555-30-5522  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32812,0101,8 鈴木内科クリニック 〒403-0012
     富医101 富士吉田市旭５丁目１－３８
     0555-30-0016  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32912,0104,2 かわむらクリニック 〒403-0005
     富医104 富士吉田市上吉田８４４－７
     0555-20-1180  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33012,0110,9 髙田内科クリニック 〒403-0005 （ニコ）第193号           平成29年 7月 1日
     富医110 富士吉田市上吉田４２０３－２ （酸単）第118号           平成29年 4月 1日
     0555-20-1760  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33112,0112,5 いしだ女性クリニック〒403-0005 （ＨＰＶ）第47号          平成26年 5月 1日
     富医112 富士吉田市上吉田２丁目５－１富
     士急ターミナルビル　５階
     0555-25-7100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33212,0114,1 奥脇医院 〒403-0004
     富医114 富士吉田市下吉田三丁目２５番５
     号
     0555-22-0129  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33312,0115,8 富士彩クリニック 〒403-0007
     富医115 富士吉田市中曽根三丁目２－４３
     0555-28-6222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  33412,0120,8 ささき頭痛・脳神経ク〒403-0015 （神経）第20号            平成23年 1月 1日
     富医120 リニック 富士吉田市ときわ台１－１－２３ （Ｃ・Ｍ）第84号          平成24年 4月 1日
     0555-72-8877  (0555-72-8878) （脳Ⅲ）第58号            平成23年 4月 1日
     （運Ⅲ）第21号            平成23年 4月 1日
     （酸単）第119号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33512,1062,1 トモエ医院 〒403-0005 （酸単）第120号           平成29年 4月 1日
     富医1062 富士吉田市上吉田二丁目１０－２
     ２
     0555-22-0589  (0555-24-1769)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33612,1063,9 宮下医院 〒403-0003 一般         4（時間外２）第2号         平成22年 4月 1日
     富医1063 富士吉田市大明見六丁目１番６号 （診入院）第254号         平成24年 4月 1日
     0555-22-5687  (0555-24-5800) （支援診３）第136号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第50号        平成19年 9月 1日
     （在総）第76号            平成19年 9月 1日
     （酸単）第121号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33712,1064,7 羽田医院 〒403-0004
     富医1064 富士吉田市下吉田二丁目２－１８
     0555-22-0015  (0555-22-8811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33812,1068,8 医療法人芙蓉会　保坂〒403-0004 （糖防管）第9号           平成25年 6月 1日
     富医1068 内科クリニック 富士吉田市下吉田五丁目２５－２
     ０
     0555-22-5070  (0555-22-8024)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33912,1069,6 天野医院 〒403-0004 （外後発使）第13号        平成28年 4月 1日
     富医1069 富士吉田市下吉田一丁目７－１９ （酸単）第203号           平成29年 4月 1日
     0555-22-4800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34012,1071,2 医療法人橘泉会　内藤〒403-0004
     富医1071 医院 富士吉田市下吉田三丁目９－１３
     0555-22-0162  (0555-22-7377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34112,1080,3 皆春堂田辺医院 〒403-0004 （酸単）第122号           平成29年 4月 1日
     富医1080 富士吉田市下吉田二丁目１４－２
     ８
     0555-22-0140  (0555-24-8838)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34212,1087,8 医療法人社団弘仁勝和〒403-0005 （糖管）第3号             平成21年 5月 1日
     富医1087 会　ふじよしだ勝和ク富士吉田市上吉田９９７－１ （エタ副甲）第1号         平成16年 6月 1日
     リニック 0555-24-8343  (0555-24-8314) （透析水２）第5号         平成24年 4月 1日
     （肢梢）第4号             平成28年 4月 1日
     （酸単）第123号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  34312,1088,6 国民健康保険　富士吉〒403-0005 一般 （一般入院）第818号       平成28年 9月 1日
     富医1088 田市立病院 富士吉田市上吉田６５３０番地 　　一般   254（療養入院）第161号       平成22年 1月 1日
     0555-22-4111  (0555-22-6995) 一般 （超急性期）第6号         平成20年 4月 1日
     　　特定     6（診療録２）第14号        平成20年 4月 1日
     療養        50（事補２）第17号          平成24年 4月 1日
     （急性看補）第90号        平成29年 5月 1日
     （看夜配）第8号           平成29年 3月 1日
     （療）第37号              平成23年 2月 1日
     （療養１）第17号          平成23年 2月 1日
     （医療安全１）第19号      平成22年 4月 1日
     （感染防止１）第13号      平成27年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第7号         平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第15号        平成21年 4月 1日
     （呼吸チ）第3号           平成27年 9月 1日
     （病棟薬１）第5号         平成24年 5月 1日
     （データ提）第16号        平成24年10月 1日
     （退支）第7号             平成24年 4月 1日
     （ハイケア１）第2号       平成28年 9月 1日
     （小入４）第17号          平成23年 4月 1日
     （地包ケア１）第12号      平成28年 9月 1日
     （食）第234号             平成13年 5月 1日
     （糖管）第9号             平成21年11月 1日
     （がん疼）第12号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第4号         平成22年 4月 1日
     （がん指２）第4号         平成26年 5月 1日
     （放射診）第3号           平成24年 4月 1日
     （ニコ）第237号           平成29年 7月 1日
     （がん計）第4号           平成24年 4月 1日
     （肝炎）第11号            平成22年 4月 1日
     （薬）第88号              平成22年 4月 1日
     （機安１）第18号          平成20年 4月 1日
     （機安２）第4号           平成25年 6月 1日
     （ＨＰＶ）第19号          平成22年 4月 1日
     （検Ⅱ）第16号            平成22年 4月 1日
     （長）第3号               平成20年 4月 1日
     （神経）第13号            平成20年 4月 1日
     （コン１）第150号         平成29年 4月 1日
     （小検）第7号             平成20年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第144号         平成26年 4月 1日
     （抗悪処方）第4号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第3号           平成27年11月 1日
     （菌）第15号              平成20年 7月 1日
     （脳Ⅰ）第30号            平成22年 4月 1日
     （運Ⅰ）第28号            平成22年 4月 1日
     （がんリハ）第11号        平成28年 2月 1日
     （エタ甲）第9号           平成22年 4月 1日
     （エタ副甲）第8号         平成22年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （透析水２）第10号        平成24年 7月 1日
     （肢梢）第11号            平成28年12月 1日
     （乳セ２）第4号           平成22年 4月 1日
     （ペ）第20号              平成13年 5月 1日
     （大）第13号              平成13年 5月 1日
     （腹小切）第2号           平成27年11月 1日
     （腎）第6号               平成14年 8月 1日
     （腎凝固）第1号           平成24年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第20号          平成24年 4月 1日
     （造設前）第6号           平成24年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第17号          平成13年 5月 1日
     （放専）第5号             平成23年 3月 1日
     （外放）第4号             平成23年 5月 1日
     （高放）第5号             平成23年 7月 1日
     （増線）第2号             平成26年 4月 1日
     （画誘）第3号             平成23年 3月 1日
     （体対策）第2号           平成24年 4月 1日
     （直放）第3号             平成23年 4月 1日
     （定対策）第2号           平成24年 7月 1日
     （酸単）第33号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34412,1102,5 医療法人社団信恵会　〒403-0005 （がん指）第60号          平成29年 3月 1日
     富医1102 羽田レディースクリニ富士吉田市上吉田６－１０－１４ （ＨＰＶ）第42号          平成26年 4月 1日
     ック 0555-30-0311  (0555-30-0313) （外後発使）第41号        平成28年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34512,1107,4 樂々堂整形外科 〒403-0005 （時間外１）第8号         平成24年 4月 1日
     富医1107 富士吉田市上吉田１１６６番地の （地包加）第17号          平成27年 5月 1日
     ５ （在医総管）第96号        平成24年 8月 1日
     0555-24-1171  (0555-24-7100) （在総）第107号           平成24年 8月 1日
     （脳Ⅱ）第19号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第68号            平成27年 1月 1日
     （酸単）第124号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34612,1108,2 樂天堂整形外科 〒403-0005 （時間外１）第9号         平成24年 4月 1日
     富医1108 富士吉田市上吉田２丁目５番１号 （地包加）第18号          平成27年 5月 1日
     富士急ターミナルビル５階 （ニコ）第238号           平成29年 7月 1日
     0555-21-1161  (0555-21-1165) （支援診３）第125号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第97号        平成24年 8月 1日
     （在総）第108号           平成24年 8月 1日
     （脳Ⅱ）第20号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第69号            平成27年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34712,1111,6 医療法人和顔会　くわ〒403-0005 （ニコ）第182号           平成29年 7月 1日
     富医1111 ざわクリニック 富士吉田市上吉田二丁目１３番２ （神経）第28号            平成25年12月 1日
     号 （Ｃ・Ｍ）第173号         平成28年10月 1日
     0555-30-0133  (0555-30-0077)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  34812,1113,2 富士吉田医師会臨床検〒403-0013 （Ｃ・Ｍ）第85号          平成24年 4月 1日
     富医1113 査センター 富士吉田市緑ケ丘２丁目７－２１
     0555-24-3747  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34912,1116,5 富士・東部小児初期救〒403-0013 （小夜１）第3号           平成20年10月30日
     富医1116 急医療センター 富士吉田市緑ケ丘２丁目７番２１ （トリ）第4号             平成24年 4月 1日
     号 （酸単）第229号           平成29年 4月 1日
     0555-22-0043  (0555-24-4437)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35012,1121,5 さいとう眼科クリニッ〒403-0004 （コン１）第153号         平成29年 4月 1日
     富医1121 ク 富士吉田市下吉田八丁目１８番２
     ６号
     0555-72-9111  (0555-72-9111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35112,1122,3 つゆきこどもクリニッ〒403-0004 （酸単）第204号           平成29年 4月 1日
     富医1122 ク 富士吉田市下吉田８丁目１８－２
     ９
     0555-24-8300  (0555-24-8301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35212,1123,1 医療法人雙寿会　こと〒403-0001 （支援診２）第31号        平成29年 5月 1日
     富医1123 ぶき診療所 富士吉田市上暮地五丁目８番１６ （在医総管）第118号       平成27年 6月 1日
     号 （在総）第122号           平成27年 6月 1日
     0555-22-9011  (0555-22-9012) （酸単）第252号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35312,1124,9 佐藤医院 〒403-0004 （１７５）第244号         平成27年 3月19日
     富医1124 富士吉田市下吉田４丁目１３番１
     ７号
     0555-22-5321  (0555-22-5321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35412,1125,6 小林眼科医院 〒403-0017 （コン１）第129号         平成29年 3月 1日
     富医1125 富士吉田市新西原１－７－１ （外後発使）第12号        平成28年 4月 1日
     0555-24-1166  (0555-22-8112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35512,1126,4 鈴木医院 〒403-0014 （ＨＰＶ）第54号          平成27年12月10日
     富医1126 富士吉田市竜ケ丘１－４－８
     0555-23-7075  (0555-72-8372)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35612,1127,2 医療法人社団　慶心会〒403-0017 （透析水２）第29号        平成28年11月 1日
     富医1127 　ふじさん腎臓内科ク富士吉田市新西原二丁目３２番８ （酸単）第125号           平成29年 4月 1日
     リニック 号
     0555-22-6501  (0555-22-6502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35713,0033,1 渡辺医院 〒401-0301 （ＨＰＶ）第22号          平成22年 5月 1日
     都医33 南都留郡富士河口湖町船津１４９ （１７５）第60号          平成14年 4月 1日
     ６
     0555-72-2835  (0555-73-2631)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   59

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  35813,0036,4 外川医院 〒401-0301
     都医36 南都留郡富士河口湖町船津３４２
     ５
     0555-72-0766  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35913,0048,9 三浦医院 〒401-0512
     都医48 南都留郡忍野村内野４８０２
     0555-84-2040  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36013,0049,7 渡辺クリニック 〒401-0301
     都医49 南都留郡富士河口湖町船津１５０
     １－３
     0555-73-3000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36113,0057,0 駒谷整形外科 〒401-0304 （外後発使）第14号        平成28年 4月 1日
     都医57 南都留郡富士河口湖町河口１７２
     ３－１
     0555-76-7676  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36213,0060,4 渡辺眼科 〒401-0301 （コン１）第130号         平成29年 3月 1日
     都医60 南都留郡富士河口湖町船津２０８ （外後発使）第31号        平成28年 4月 1日
     ８－３
     0555-73-3125  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36313,0061,2 青木医院 〒401-0302
     都医61 南都留郡富士河口湖町小立７２０
     ５
     0555-72-0777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36413,0062,0 宮下医院 〒401-0301 （外後発使）第28号        平成28年 4月 1日
     都医62 南都留郡富士河口湖町船津１５０
     ０
     0555-72-0320  (0555-73-1194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36513,0066,1 勝山診療所 〒401-0310
     都医66 南都留郡富士河口湖町勝山４５７
     ５－１０
     0555-20-9333  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36613,0079,4 小舘クリニック 〒401-0301 （酸単）第126号           平成29年 4月 1日
     都医79 南都留郡富士河口湖町船津字水ノ
     元７４４５－２
     0555-83-5060  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   60

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  36713,0080,2 あまの診療所 〒401-0511
     都医80 南都留郡忍野村忍草１４００番３
     ５
     0555-84-8383  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36813,0086,9 山岸クリニック 〒401-0301
     都医86 南都留郡富士河口湖町船津１１９
     ７－１
     0555-72-2671  (0555-72-2672)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36913,1030,6 富士聖ヨハネ学園診療〒401-0511 （１７５）第59号          平成14年 4月 1日
     都医1030 所 南都留郡忍野村忍草２７４８
     0555-23-5155  (0555-23-5157)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37013,1051,2 しまだ医院 〒403-0022 （時間外２）第18号        平成22年 4月 1日
     都医1051 南都留郡西桂町小沼１７１０－１ （がん指）第59号          平成29年 1月 1日
     0555-25-2388  (0555-25-3686) （酸単）第127号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   61

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  37113,1055,3 山梨赤十字病院 〒401-0301 一般       224（一般入院）第831号       平成28年10月 1日
     都医1055 南都留郡富士河口湖町船津６６６結核         6（療養入院）第223号       平成29年 1月 1日
     ３－１ 療養        45（結核入院）第8号         平成18年 4月 1日
     0555-72-2222  (0555-73-1385) （診療録１）第1号         平成26年 4月 1日
     （事補１）第9号           平成27年 4月 1日
     （急性看補）第78号        平成28年10月 1日
     （重）第60号              平成24年 8月 1日
     （療養２）第9号           平成12年 4月 1日
     （医療安全１）第32号      平成30年 3月 1日
     （感染防止１）第16号      平成29年 5月 1日
     （患サポ）第2号           平成24年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第4号         平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第12号        平成21年 4月 1日
     （総合評価）第11号        平成26年 9月 1日
     （データ提）第17号        平成24年10月 1日
     （退支）第47号            平成29年12月 1日
     （ハイケア１）第1号       平成26年 9月 1日
     （新２）第6号             平成26年10月 1日
     （小入４）第26号          平成29年12月 1日
     （地包ケア１）第1号       平成26年12月 1日
     （食）第166号             平成 3年 7月 1日
     （ニコ）第239号           平成29年 7月 1日
     （肝炎）第9号             平成22年 4月 1日
     （薬）第96号              平成22年11月 1日
     （ＨＰＶ）第16号          平成22年 4月 1日
     （検Ⅰ）第72号            平成20年 4月 1日
     （歩行）第2号             平成24年 4月 1日
     （長）第2号               平成20年 4月 1日
     （神経）第24号            平成24年 4月 1日
     （コン１）第154号         平成29年 4月 1日
     （小検）第18号            平成29年 9月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第93号          平成24年 4月 1日
     （抗悪処方）第3号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第13号          平成28年 2月 1日
     （菌）第8号               平成20年 4月 1日
     （心Ⅰ）第10号            平成30年 2月 1日
     （脳Ⅱ）第3号             平成20年 4月 1日
     （運Ⅰ）第25号            平成22年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第3号             平成18年 4月 1日
     （透析水２）第24号        平成27年 7月 1日
     （組再乳）第4号           平成29年 9月 1日
     （ゲル乳再）第3号         平成29年 9月 1日
     （ペ）第9号               平成10年 4月 1日
     （大）第8号               平成10年 4月 1日
     （胃瘻造）第14号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第18号          平成24年 4月 1日
     （造設前）第2号           平成24年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   62

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （酸単）第34号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37213,1059,5 医療法人社団山中湖ク〒401-0502 （Ｃ・Ｍ）第124号         平成24年 5月 1日
     都医1059 リニック 南都留郡山中湖村平野字柳原５６
     ２－１２エクシブ山中湖内Ｂ２Ｆ
     0555-65-9135  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37313,1063,7 医療法人山角会　富士〒403-0021 （ショ小）第2号           平成18年11月 1日
     都医1063 吉田診療所 南都留郡西桂町下暮地１８４ （デ小）第4号             平成 9年12月 1日
     0555-25-3661  (0555-25-3662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37413,1064,5 医療法人社団福笑会　〒401-0301
     都医1064 富士ニコニコクリニッ南都留郡富士河口湖町船津１２８
     ク ７
     0555-72-3370  (0555-72-3335)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37513,1076,9 健康科学大学リハビリ〒401-0302 （脳Ⅱ）第32号            平成26年 6月 1日
     都医1076 テーションクリニック南都留郡富士河口湖町小立２４８ （運Ⅰ）第67号            平成26年 6月 1日
     ７
     0555-73-2800  (0555-73-2844)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37613,1077,7 いしはらクリニック 〒401-0301
     都医1077 南都留郡富士河口湖町船津５８４
     －１
     0555-72-5666  (0555-72-5668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37713,1083,5 医療法人社団青虎会　〒401-0301
     都医1083 フジ河口湖クリニック南都留郡富士河口湖町船津字桜休
     場６８８７番地
     0555-72-3298  (0555-72-3330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37813,1084,3 道志村国民健康保険診〒402-0200
     都医1084 療所 南都留郡道志村７７１０番地
     0554-52-2040  (0554-52-2773)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37913,1087,6 富士河口湖町立富士高〒401-0338
     都医1087 原診療所 南都留郡富士河口湖町富士ヶ嶺１
     ２１９番地１
     0555-89-2511  (0555-89-2512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38013,1088,4 山梨県立富士・東部小〒401-0301 （障）第12号              平成27年 5月 1日
     都医1088 児リハビリテーション南都留郡富士河口湖町船津６６６
     診療所 ３－１
     0555-72-8528  (0555-72-8528)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   63

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38113,1092,6 なるさわクリニック 〒401-0320
     都医1092 南都留郡鳴沢村２１２６－１
     0555-25-7571  (0555-25-7572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38213,1093,4 かわぐち湖ファミリー〒401-0302 （時間外１）第43号        平成29年11月 1日
     都医1093 クリニック 南都留郡富士河口湖町小立４１１ （がん疼）第44号          平成29年11月 1日
     ５－１ （がん指１）第16号        平成29年11月 1日
     0555-72-2000  (0555-72-2050) （ニコ）第262号           平成29年11月 1日
     （支援診３）第145号       平成29年11月 1日
     （在医総管）第133号       平成29年11月 1日
     （在総）第130号           平成29年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38313,1094,2 平野診療所 〒401-0502
     都医1094 南都留郡山中湖村平野１４１番地
     の１
     0555-28-7345  (0555-28-7345)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38414,0057,8 進士医院 〒401-0012 （時間外２）第69号        平成22年 4月 1日
     大医57 大月市御太刀一丁目８－１９
     0554-22-0150  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38514,0062,8 三枝医院 〒401-0022
     大医62 大月市初狩町中初狩１９１－１
     0554-25-6006  (0554-25-6006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38614,0063,6 武者医院 〒401-0013 （ニコ）第209号           平成29年 7月 1日
     大医63 大月市大月一丁目１５－１８ （ＨＰＶ）第33号          平成23年 8月 1日
     0554-23-1166  (0554-23-3596) （外後発使）第29号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38714,0074,3 賑岡診療所 〒401-0001
     大医74 大月市賑岡町畑倉１１９７－４
     0554-22-0466  (0554-22-0488)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38814,0080,0 黒田医院 〒409-0614 （時間外２）第99号        平成22年 6月 1日
     大医80 大月市猿橋町猿橋２４９－２ （１７５）第64号          平成14年 4月 1日
     0554-22-0811  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38914,0083,4 藤本医院 〒409-0613
     大医83 大月市猿橋町伊良原９１－１
     0554-22-8155  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39014,0085,9 土屋医院 〒401-0013
     大医85 大月市大月２－１２－２３
     0554-22-0836  (0554-22-3925)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   64

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  39114,0087,5 稚枝子おおつきクリニ〒401-0013 （ニコ）第183号           平成29年 7月 1日
     大医87 ック 大月市大月１－８－５ （ＨＰＶ）第31号          平成23年 1月 1日
     0554-56-7766  (0554-20-1266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39214,0088,3 花田医院 〒401-0021
     大医88 大月市初狩町下初狩３２９０
     0554-25-6035  (0554-25-6168)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39314,0089,1 わたなべクリニック 〒409-0614
     大医89 大月市猿橋町猿橋１８４
     0554-22-2428  (0554-22-2428)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39414,1041,1 大月市立中央病院 〒401-0015 一般 （一般入院）第850号       平成29年 6月 1日
     大医1041 大月市大月町花咲１２２５ 　　一般   144（療養入院）第233号       平成30年 3月 1日
     0554-22-1251  (0554-22-3765) 一般 （診療録２）第26号        平成28年 3月 1日
     　　感染     4（療養１）第21号          平成26年 6月 1日
     療養        49（感染防止２）第27号      平成29年 5月 1日
     （患サポ）第32号          平成29年10月 1日
     （後発使１）第14号        平成29年12月 1日
     （データ提）第37号        平成29年 4月 1日
     （地包ケア２）第4号       平成29年 8月 1日
     （食）第150号             昭和60年 4月 1日
     （がん疼）第16号          平成23年 4月 1日
     （ニコ）第248号           平成29年 7月 1日
     （肝炎）第15号            平成24年 7月 1日
     （薬）第19号              平成 9年 6月 1日
     （遺伝検）第2号           平成28年 4月 1日
     （検Ⅰ）第77号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第117号         平成24年 4月 1日
     （外化１）第7号           平成24年 9月 1日
     （菌）第9号               平成20年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第23号            平成24年 5月 1日
     （運Ⅲ）第38号            平成28年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第35号            平成24年 5月 1日
     （がんリハ）第10号        平成27年 9月 1日
     （エタ甲）第6号           平成18年 5月 1日
     （エタ副甲）第4号         平成18年 5月 1日
     （ペ）第25号              平成17年 6月 1日
     （大）第14号              平成17年 6月 1日
     （胃瘻造）第23号          平成27年 8月 1日
     （輸血Ⅱ）第33号          平成24年11月 1日
     （麻管Ⅰ）第33号          平成29年 2月 1日
     （酸単）第35号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   65

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  39514,1070,0 医療法人社団富士厚生〒401-0013 一般        16（時間外１）第23号        平成24年 4月 1日
     大医1070 会　富士厚生クリニッ大月市大月一丁目１７－２３ （診入院）第309号         平成26年 7月 1日
     ク 0554-22-1450  (0554-23-2540) （診緩診）第2号           平成24年11月 1日
     （がん疼）第24号          平成24年11月 1日
     （支援診２）第24号        平成28年 9月 1日
     （在医総管）第110号       平成26年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第30号          平成25年 9月 1日
     （酸単）第128号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39614,1076,7 すずき整形外科医院 〒401-0012 （運Ⅱ）第69号            平成18年11月 1日
     大医1076 大月市御太刀二丁目８－８
     0554-22-6500  (0554-22-6500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39714,1077,5 堀田医院 〒401-0013
     大医1077 大月市大月一丁目５－２０
     0554-22-0113  (0554-22-0111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39814,1081,7 はちすか整形外科クリ〒401-0011 （時間外１）第28号        平成24年 5月 1日
     大医1081 ニック 大月市駒橋一丁目２－３６ （外後発使）第43号        平成28年 8月 1日
     0554-22-1117  (0554-22-1117) （運Ⅱ）第67号            平成18年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39914,1086,6 共立診療所さるはし 〒409-0617 （時間外１）第39号        平成28年 4月 1日
     大医1086 大月市猿橋町殿上５８７－１ （支援診３）第99号        平成28年 4月 1日
     0554-20-1311  (0554-20-1321) （在診実１）第10号        平成28年 4月 1日
     （在医総管）第75号        平成21年10月 1日
     （在総）第89号            平成21年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40014,1100,5 医療法人陽明会　初狩〒401-0022 （酸単）第129号           平成29年 4月 1日
     大医100 クリニック 大月市初狩町中初狩１０８－１
     0554-25-3211  (0554-25-3212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40114,1101,3 真木医院 〒401-0016
     大医1101 大月市大月町真木２１８５－１
     0554-22-5060  (0554-22-5060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40214,1102,1 すぎたに眼科 〒401-0012 （コン１）第124号         平成28年 9月 1日
     大医1102 大月市御太刀１丁目１５－１５オ
     サダ電気ビル　１Ｆ
     0554-37-0193  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40315,1004,6 国民健康保険　小菅村〒409-0211 一般         3（時間外２）第17号        平成22年 4月 1日
     留医1004 診療所 北都留郡小菅村４６３１－１
     0428-87-0204  (0428-87-0204)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40415,1044,2 丹波山村国民健康保険〒409-0300
     留医1044 診療所 北都留郡丹波山村９０３
     0428-88-0303  (0428-88-0303)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   66

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  40515,1046,7 丹波山村国民健康保険〒409-0300
     留医1046 鴨沢出張診療所 北都留郡丹波山村５０１１
     0428-88-0303  (0428-88-0303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40616,0008,6 女性クリニック　秋山〒400-0221 （ＨＰＶ）第37号          平成26年 4月 1日
     南市医8 医院 南アルプス市在家塚１５５
     055-282-2017  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40716,0010,2 豊整形外科医院 〒400-0305
     南市医10 南アルプス市十五所６３３－６
     055-283-1175  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40816,0012,8 志村内科医院 〒400-0422
     南市医12 南アルプス市荊沢４１０
     055-282-3646  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40916,0013,6 高畑内科小児科医院 〒400-0222 （支援診３）第126号       平成29年 4月 1日
     南市医13 南アルプス市飯野２７５３ （在医総管）第18号        平成18年 4月 1日
     055-283-2955  （在総）第58号            平成18年 4月 1日
     （外後発使）第35号        平成28年 6月 1日
     （酸単）第211号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41016,0014,4 青沼整形外科 〒400-0306 一般        19（時間外１）第15号        平成24年 4月 1日
     南市医14 南アルプス市小笠原字川向１６１ （診入院）第297号         平成26年 4月 1日
     １－１ （運Ⅱ）第114号           平成29年 9月 1日
     055-282-0811  (055-284-4595) （酸単）第130号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41116,0015,1 河住医院 〒400-0333
     南市医15 南アルプス市浅原字中河原２０８
     －１－７
     055-284-2397  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41216,0023,5 竹川内科クリニック 〒400-0212
     南市医23 南アルプス市下今諏訪３５１－１
     055-284-6611  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41316,0026,8 飯村医院 〒400-0222 （ニコ）第185号           平成29年 7月 1日
     南市医26 南アルプス市飯野２９３０－１ （支援診３）第103号       平成29年 2月 1日
     055-280-1100  （在医総管）第127号       平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41416,0029,2 笹本クリニック 〒400-0405 （ニコ）第224号           平成29年 7月 1日
     南市医29 南アルプス市下宮地４３３－１ （認２）第3号             平成25年 3月 1日
     055-282-4114  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41516,0031,8 近藤医院 〒400-0306
     南市医31 南アルプス市小笠原１５６０－２
     055-282-0432  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   67

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41616,0038,3 小川皮膚科クリニック〒400-0335
     南市医38 南アルプス市加賀美３２５８
     055-283-1112  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41716,0040,9 大芝医院 〒400-0204 （ニコ）第249号           平成29年 7月 1日
     南市医40 南アルプス市榎原８６３－３０ （支援診３）第137号       平成29年 4月 1日
     055-285-0125  （在医総管）第108号       平成25年11月 1日
     （在総）第115号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41816,0045,8 小林内科クリニック 〒400-0401
     南市医45 南アルプス市江原１５９５－１
     055-280-3378  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41916,0047,4 やまびこ小児科クリニ〒400-0403
     南市医47 ック 南アルプス市鮎沢１３６３
     055-284-8015  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42016,0050,8 井口クリニック 〒400-0215
     南市医50 南アルプス市上八田１４０－８９
     055-285-7005  (055-285-7005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42116,0051,6 こうの内科クリニック〒400-0301 （ニコ）第210号           平成29年 7月 1日
     南市医51 南アルプス市桃園１６８８－３
     055-283-8100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42216,0055,7 もちづき整形外科リハ〒400-0221 （がん疼）第29号          平成25年 8月 1日
     南市医55 ビリクリニック 南アルプス市在家塚６８－１ （運Ⅰ）第63号            平成26年 4月 1日
     055-287-7600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42316,0060,7 はなわ眼科 〒400-0221 （コン１）第146号         平成29年 4月 1日
     南市医60 南アルプス市在家塚６４１－２
     055-288-0852  (055-288-0853)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42416,0064,9 小池医院 〒400-0306 （酸単）第132号           平成29年 4月 1日
     南市医64 南アルプス市小笠原１７１７－１
     055-282-0304  (055-282-0919)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42516,0065,6 こもれびこどもクリニ〒400-0221
     南市医65 ック 南アルプス市在家塚６７－１
     055-298-4000  (055-298-4001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   68

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  42616,1002,8 医療法人南山会　峡西〒400-0405 精神       214（精合併加算）第6号       平成22年 4月 1日
     南市医1002 病院 南アルプス市下宮地４２１ （精急医配）第7号         平成26年 8月 1日
     055-282-2151  (055-284-4886) （精急１）第7号           平成26年 8月 1日
     （精療）第34号            平成26年 4月 1日
     （認治１）第10号          平成26年 4月 1日
     （食）第171号             平成 5年 5月 1日
     （認リハ）第1号           平成28年 3月 1日
     （精）第9号               昭和63年 9月 1日
     （ショ大）第7号           平成19年 1月 1日
     （デ大）第11号            平成19年 1月 1日
     （抗治療）第4号           平成24年 4月 1日
     （医療保護）第1号         平成16年 4月 1日
     （酸単）第36号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   69

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  42716,1006,9 巨摩共立病院 〒400-0301 一般       103（一般入院）第846号       平成28年11月 1日
     南市医1006 南アルプス市桃園３４０ 療養        48（療養入院）第227号       平成29年 5月 1日
     055-283-3131  (055-282-5614) （診療録２）第4号         平成12年 7月 1日
     （事補１）第4号           平成26年 4月 1日
     （急性看補）第87号        平成28年11月 1日
     （重）第41号              平成13年 4月 1日
     （療養１）第2号           平成18年 4月 1日
     （医療安全２）第23号      平成23年 5月 1日
     （感染防止２）第5号       平成24年 4月 1日
     （患サポ）第27号          平成26年 9月 1日
     （後発使１）第4号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第26号        平成27年 1月 1日
     （退支）第8号             平成24年 4月 1日
     （認ケア）第13号          平成30年 3月 1日
     （回２）第33号            平成24年 4月 1日
     （地包ケア１）第21号      平成29年 9月 1日
     （食）第89号              昭和51年 6月 1日
     （糖管）第14号            平成22年 4月 1日
     （がん指１）第15号        平成29年 4月 1日
     （がん指２）第9号         平成26年10月 1日
     （ニコ）第255号           平成29年 7月 1日
     （薬）第41号              平成12年 6月 1日
     （機安１）第7号           平成20年 4月 1日
     （支援病２）第1号         平成29年 4月 1日
     （在医総管）第87号        平成23年 4月 1日
     （在総）第98号            平成23年 4月 1日
     （在訪褥）第1号           平成26年10月 1日
     （検Ⅰ）第73号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第6号             平成20年 4月 1日
     （コン１）第155号         平成29年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第184号         平成30年 3月 1日
     （脳Ⅰ）第51号            平成24年 6月 1日
     （運Ⅰ）第57号            平成24年 6月 1日
     （呼Ⅰ）第38号            平成24年 6月 1日
     （がんリハ）第14号        平成28年12月 1日
     （エタ甲）第4号           平成18年 4月 1日
     （エタ副甲）第3号         平成18年 4月 1日
     （透析水２）第20号        平成26年 5月 1日
     （胃瘻造）第12号          平成27年 2月 1日
     （輸血Ⅱ）第26号          平成24年 5月 1日
     （輸適）第20号            平成28年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第7号         平成27年 2月 1日
     （酸単）第37号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   70

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  42816,1021,8 齊藤医院 〒400-0221 （時間外１）第36号        平成26年 4月 1日
     南市医1021 南アルプス市在家塚１１８９ （時間外２）第79号        平成22年 4月 1日
     055-284-5771  (055-284-5773) （地包加）第11号          平成26年 4月 1日
     （ニコ）第194号           平成29年 6月 1日
     （支援診２）第25号        平成29年 4月 1日
     （在医総管）第41号        平成18年 8月 1日
     （在総）第68号            平成18年 8月 1日
     （酸単）第133号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42916,1025,9 医療法人ぽすと会　ク〒400-0304 （がん指）第61号          平成29年 5月 1日
     南市医1025 リニックいのうえ 南アルプス市吉田１２６０－８ （酸単）第134号           平成29年 4月 1日
     055-283-1311  (055-283-2689)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43016,1030,9 堀内眼科 〒400-0306 （コン１）第138号         平成29年 3月 1日
     南市医1030 南アルプス市小笠原３８６
     055-282-0229  (055-282-7310)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43116,1034,1 高原病院 〒400-0422 療養        42（療養入院）第208号       平成28年 6月 1日
     南市医1034 南アルプス市荊沢２５５ （療養改１）第4号         平成24年 4月 1日
     055-282-1455  (055-284-3877) （食）第229号             平成11年11月 1日
     （がん指）第66号          平成29年 9月 1日
     （支援病３）第8号         平成28年 9月 1日
     （在医総管）第74号        平成21年10月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第115号         平成24年 4月 1日
     （酸単）第38号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43216,1035,8 医療法人弘済会　宮川〒400-0211 一般        41（一般入院）第778号       平成26年 5月 1日
     南市医1035 病院 南アルプス市上今諏訪１７５０ （看配）第42号            平成26年 5月 1日
     055-282-1107  (055-282-1108) （看補）第211号           平成26年 5月 1日
     （療）第10号              平成15年 8月 1日
     （食）第213号             平成 9年 5月26日
     （がん疼）第30号          平成26年 4月 1日
     （検Ⅱ）第18号            平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第172号         平成28年 9月 1日
     （運Ⅲ）第35号            平成27年 4月 1日
     （酸単）第39号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   71

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  43316,1042,4 医療法人徳洲会　白根〒400-0213 一般 （一般入院）第820号       平成28年10月 1日
     南市医1042 徳洲会病院 南アルプス市西野２２９４－２ 　　一般   145（療養入院）第153号       平成20年 5月 1日
     055-284-7711  (055-284-7721) 療養 （診療録２）第17号        平成23年 9月 1日
     　　療養    54（事補１）第16号          平成29年 7月 1日
     （急性看補）第82号        平成28年10月 1日
     （療）第43号              平成24年 4月 1日
     （重）第58号              平成24年 1月 1日
     （療養１）第8号           平成18年 4月 1日
     （医療安全１）第31号      平成29年10月 1日
     （感染防止２）第10号      平成24年 6月 1日
     （後発使１）第9号         平成29年 3月 1日
     （データ提）第18号        平成24年10月 1日
     （回２）第56号            平成29年 4月 1日
     （食）第236号             平成14年 1月 1日
     （喘管）第6号             平成30年 2月 1日
     （トリ）第1号             平成24年 4月 1日
     （薬）第53号              平成14年 1月 1日
     （機安１）第8号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅰ）第84号            平成20年11月 1日
     （検Ⅱ）第15号            平成21年 4月 1日
     （血内）第10号            平成23年 9月 1日
     （歩行）第13号            平成28年 4月 1日
     （ヘッド）第1号           平成24年 4月 1日
     （神経）第23号            平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第126号         平成24年 6月 1日
     （菌）第14号              平成20年 7月 1日
     （脳Ⅰ）第35号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第35号            平成24年 4月 1日
     （透析水２）第23号        平成27年 3月 1日
     （肢梢）第13号            平成29年 3月 1日
     （ペ）第30号              平成23年 9月 1日
     （胃瘻造）第7号           平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第13号          平成21年 4月 1日
     （輸適）第3号             平成24年 4月 1日
     （酸単）第40号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43416,1057,2 津久井胃腸科医院 〒400-0335 （ニコ）第154号           平成29年 5月 1日
     南市医1057 南アルプス市加賀美２８８５ （がん指）第54号          平成27年 2月 2日
     055-284-6311  (055-284-6310) （在医総管）第128号       平成29年 3月 1日
     （酸単）第135号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43516,1058,0 アルプスこどもクリニ〒400-0304 （小検）第14号            平成27年 5月 1日
     南市医1058 ック 南アルプス市吉田８６４－１ （酸単）第136号           平成29年 4月 1日
     055-283-5005  (055-283-5065)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   72

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  43616,1059,8 白根なかざわクリニッ〒400-0221 （時間外２）第131号       平成28年 4月 1日
     南市医1059 ク 南アルプス市在家塚５２－６ （ニコ）第232号           平成29年 7月 1日
     055-280-8800  (055280-8801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43716,1060,6 まつざきクリニック 〒400-0405 （ニコ）第250号           平成29年 7月 1日
     南市医1060 南アルプス市下宮地６２４ （酸単）第137号           平成29年 4月 1日
     055-287-8787  (055-287-8789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43816,1061,4 あんどう皮フ科クリニ〒400-0211
     南市医1061 ック 南アルプス市上今諏訪１３１５－
     ２２
     055-280-2222  (055-280-2223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43916,1062,2 いやま整形外科クリニ〒400-0404
     南市医1062 ック 南アルプス市古市場１７５－１
     055-282-8688  (055-282-8684)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44017,0008,4 芦澤整形外科医院 〒400-0113 （酸単）第205号           平成29年 4月 1日
     甲斐医8 甲斐市富竹新田１５０１
     055-276-8566  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44117,0009,2 千須和医院 〒400-0117
     甲斐医9 甲斐市西八幡４３５７－１
     055-276-1288  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44217,0010,0 吉江皮膚科医院 〒400-0115
     甲斐医10 甲斐市篠原８３２
     055-276-4320  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44317,0014,2 志鎌整形外科 〒400-0125
     甲斐医14 甲斐市長塚２
     055-277-6761  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44417,0018,3 山内耳鼻咽喉科医院 〒400-0115 （高）第11号              平成 6年 7月 1日
     甲斐医18 甲斐市篠原２２６－５ （外後発使）第15号        平成28年 4月 1日
     055-279-3339  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44517,0022,5 敷島クリニック 〒400-0124 （ニコ）第240号           平成29年 7月 1日
     甲斐医22 甲斐市中下条２４６
     055-277-8300  (055-277-8366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44617,0024,1 今村耳鼻咽喉科　めま〒400-0124 （高）第29号              平成19年 9月 1日
     甲斐医24 い・難聴クリニック 甲斐市中下条８６８ （補聴）第5号             平成19年 9月 1日
     055-277-8741  （脳Ⅲ）第60号            平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   73

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  44717,0026,6 白石メンタルクリニッ〒400-0115
     甲斐医26 ク 甲斐市篠原１６５４－２０
     055-279-7241  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44817,0028,2 大房整形外科眼科医院〒400-0123 （コン１）第114号         平成28年 4月 1日
     甲斐医28 甲斐市島上条７１４－１
     055-230-9200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44917,0030,8 うちやま泌尿器・腎ク〒400-0124
     甲斐医30 リニック 甲斐市中下条９２６－１
     055-277-1211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45017,0035,7 保坂メディカルクリニ〒400-0115 （時間外２）第113号       平成24年 4月 1日
     甲斐医35 ック 甲斐市篠原２１８９－１ （神経）第21号            平成24年 3月 1日
     055-230-6550  (055-230-6551) （Ｃ・Ｍ）第146号         平成26年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45117,0037,3 桜こどもクリニック 〒400-0124
     甲斐医37 甲斐市中下条１９００
     055-267-0505  (055-267-0567)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45217,0043,1 響が丘整形外科 〒400-0104 （運Ⅱ）第61号            平成18年 7月 1日
     甲斐医43 甲斐市龍地２５６３－１４
     0551-30-8100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45317,0045,6 登美の丘クリニック 〒400-0104 （時間外２）第29号        平成22年 4月 1日
     甲斐医45 甲斐市龍地６６６０ （がん疼）第19号          平成24年 4月 1日
     0551-28-6887  (0551-28-6887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45417,0046,4 双葉クリニック 〒400-0104
     甲斐医46 甲斐市龍地４７１０
     0551-28-6789  (0551-28-6790)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45517,0047,2 のざわ耳鼻咽喉科クリ〒400-0104
     甲斐医47 ニック 甲斐市龍地２７９５－８
     0551-28-8733  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45617,0048,0 ふたば内科消化器科医〒400-0104 （ニコ）第211号           平成29年 7月 1日
     甲斐医48 院 甲斐市龍地２７９５－１０ （がん指）第22号          平成24年 5月 1日
     0551-28-8227  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45717,0058,9 杉田小児科医院 〒400-0115
     甲斐医58 甲斐市篠原２７６３－１
     055-279-2088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45817,0060,5 三井小児科医院 〒400-0117 （時間外２）第24号        平成22年 4月 1日
     甲斐医60 甲斐市西八幡１３３８－１
     055-278-2555  (055-278-2556)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   74

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  45917,0061,3 響が丘皮膚科クリニッ〒400-0104
     甲斐医61 ク 甲斐市龍地３３７５－１１
     0551-28-8611  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46017,0064,7 小山医院 〒400-0123 （ニコ）第186号           平成29年 7月 1日
     甲斐医64 甲斐市島上条４９２－１ （がん指）第64号          平成29年 7月 1日
     055-277-5102  (055-277-5732) （外後発使）第16号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46117,0069,6 竜王ペイン（痛み）ク〒400-0126 （時間外１）第33号        平成25年 9月 1日
     甲斐医69 リニック 甲斐市大下条１６００－５ （がん疼）第37号          平成28年 4月 1日
     055-298-6666  (055-298-6667) （ニコ）第233号           平成29年 7月 1日
     （支援診２）第26号        平成29年 4月 1日
     （在医総管）第105号       平成25年 4月23日
     （在総）第113号           平成25年 4月23日
     （運Ⅲ）第43号            平成29年11月 1日
     （麻管Ⅰ）第32号          平成28年12月 1日
     （酸単）第138号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46217,0070,4 矢ヶ崎皮フ科 〒400-0117
     甲斐医70 甲斐市西八幡１９４６－１
     055-298-6000  (055-298-6001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46317,0071,2 内科・呼吸器内科　保〒400-0111 （ニコ）第212号           平成29年 7月 1日
     甲斐医71 坂クリニック 甲斐市竜王新町２２９８－６ （Ｃ・Ｍ）第137号         平成25年 7月 1日
     055-225-5070  (055-225-5071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46417,1011,7 赤坂台病院 〒400-0111 一般        48（療養入院）第180号       平成25年 9月 1日
     甲斐医1011 甲斐市竜王新町２１５０ 療養        52（障害入院）第44号        平成25年 9月 1日
     055-279-0111  (055-279-3912) （特施）第68号            平成25年 9月 1日
     （看補）第202号           平成24年 4月 1日
     （療養２）第27号          平成27年 5月 1日
     （食）第212号             平成 9年 5月 1日
     （がん疼）第10号          平成22年 4月 1日
     （がん指２）第13号        平成29年 3月 1日
     （薬）第114号             平成28年 3月 1日
     （在医総管）第32号        平成18年 4月 1日
     （在看）第8号             平成29年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第86号          平成24年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第39号            平成29年 6月 1日
     （運Ⅰ）第75号            平成29年 6月 1日
     （胃瘻造）第1号           平成26年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第1号         平成26年 4月 1日
     （酸単）第41号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   75

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  46517,1013,3 医療法人仁和会　竜王〒400-0114 療養        63（療養入院）第207号       平成28年 4月 1日
     甲斐医1013 リハビリテーション病甲斐市万才２８７－７ （診療録２）第25号        平成28年 1月 1日
     院 055-276-1155  (055-279-3751) （療養改２）第1号         平成24年 4月 1日
     （データ提）第34号        平成28年 6月 1日
     （地包ケア１）第18号      平成29年 7月 1日
     （食）第145号             昭和59年 6月 1日
     （薬）第20号              平成 9年 9月 1日
     （支援病３）第3号         平成22年 4月 1日
     （在医総管）第80号        平成22年 4月 1日
     （在総）第92号            平成22年 4月 1日
     （神経）第9号             平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第59号            平成27年10月 1日
     （運Ⅰ）第70号            平成27年10月 1日
     （呼Ⅰ）第46号            平成29年 2月 1日
     （酸単）第42号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46617,1019,0 医療法人社団慈成会　〒400-0111 一般       116（一般入院）第654号       平成20年 4月 1日
     甲斐医1019 三枝病院 甲斐市竜王新町字西裏１４４０ （看補）第178号           平成20年 4月 1日
     055-279-0222  (055-279-3042) （食）第135号             平成元年 4月 1日
     （がん疼）第45号          平成29年11月 1日
     （薬）第80号              平成22年 4月 1日
     （透析水１）第10号        平成22年 4月 1日
     （ペ）第2号               平成10年 4月 1日
     （酸単）第43号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46717,1020,8 清水内科循環器科医院〒400-0115 （ニコ）第187号           平成29年 7月 1日
     甲斐医1020 甲斐市篠原１４２９－１
     055-279-3366  (055-279-3366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46817,1021,6 福島整形外科 〒400-0117 一般        19（時間外２）第67号        平成22年 4月 1日
     甲斐医1021 甲斐市西八幡１１９６ （運Ⅱ）第97号            平成24年 6月 1日
     055-279-2255  (055-279-2243)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46917,1023,2 竜王共立診療所 〒400-0113 （時間外２）第121号       平成25年11月 1日
     甲斐医1023 甲斐市富竹新田２３１－１ （支援診３）第102号       平成28年11月 1日
     055-279-8611  (055-279-8613) （在医総管）第126号       平成28年 4月 1日
     （酸単）第139号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47017,1025,7 竜王レディースクリニ〒400-0115 （時間外２）第50号        平成22年 4月 1日
     甲斐医1025 ック 甲斐市篠原２１９９ （ＨＰＶ）第43号          平成26年 4月 1日
     055-279-4132  (055-279-4645)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47117,1027,3 田辺眼科 〒400-0117 一般         9（診入院）第259号         平成24年 4月 1日
     甲斐医1027 甲斐市西八幡６９３－１ （ロー検）第1号           平成25年 7月 1日
     055-278-0001  (055-278-0002) （コン１）第143号         平成29年 4月 1日
     （先１４０）第4号         平成27年 6月 1日
     （酸単）第140号           平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   76

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  47217,1029,9 大沢医院 〒400-0125
     甲斐医1029 甲斐市長塚１１５－１１
     055-277-1020  (055-277-1048)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47317,1031,5 金丸内科クリニック 〒400-0117
     甲斐医1031 甲斐市西八幡４３９５－８５
     055-278-1020  (055-278-1022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47417,1034,9 さいとう皮ふ科クリニ〒400-0124
     甲斐医1034 ック 甲斐市中下条９２６番地２
     055-267-0030  (055-267-0032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47517,1040,6 医療法人中島会　中島〒400-0105
     甲斐医1040 医院 甲斐市下今井８８－１
     0551-28-2181  (0551-28-5929)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47617,1042,2 ひかりの里クリニック〒400-0108 一般         1（診入院）第264号         平成24年 4月 1日
     甲斐医1042 甲斐市宇津谷１１１１ 療養         6（診療養入院）第40号      平成24年 4月 1日
     0551-20-3900  (0551-20-3888) （診療養）第16号          平成22年 4月 1日
     （食）第225号             平成11年 6月 1日
     （酸単）第141号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47717,1050,5 細田眼科医院 〒400-0125 （コン１）第132号         平成29年 3月 1日
     甲斐医1050 甲斐市長塚１２－１
     055-267-2288  (055-267-0188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47817,1051,3 いいの整形外科 〒400-0118 （外後発使）第46号        平成28年 8月 1日
     甲斐医1051 甲斐市竜王７６４－１ （運Ⅱ）第71号            平成18年11月 1日
     055-240-8580  (055-240-8581)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47917,1052,1 中沢クリニック 〒400-0118 （ニコ）第213号           平成29年 7月 1日
     甲斐医1052 甲斐市竜王３０９１番地１ （支援診３）第142号       平成29年 5月 1日
     055-276-8111  （在医総管）第47号        平成19年 4月 1日
     （在総）第73号            平成19年 4月 1日
     （外後発使）第17号        平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48017,1053,9 ながせき頭痛クリニッ〒400-0124 （がん指）第65号          平成29年 7月 1日
     甲斐医1053 ク 甲斐市中下条１８４４番地３
     055-267-2211  (055-267-2212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   77

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  48117,1056,2 恵信梨北リハビリテー〒400-0106 療養 （療養入院）第209号       平成28年 7月 1日
     甲斐医1056 ション病院 甲斐市岩森１１１１番地 　　療養    92（療養入院）第211号       平成28年 9月 1日
     0551-28-8820  (0551-28-8830) （療養１）第14号          平成20年 2月 1日
     （総合評価）第7号         平成24年 6月 1日
     （食）第254号             平成20年 2月 1日
     （がん疼）第20号          平成24年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第131号         平成25年 2月 1日
     （脳Ⅰ）第34号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第34号            平成24年 4月 1日
     （酸単）第44号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48217,1065,3 原口内科・腎クリニッ〒400-0115 （糖管）第20号            平成24年10月 1日
     甲斐医1065 ク 甲斐市篠原２９７５－１ （糖防管）第12号          平成27年11月 1日
     055-267-5500  (055-278-1150) （ニコ）第192号           平成29年 7月 1日
     （エタ甲）第11号          平成24年10月 1日
     （透析水２）第14号        平成24年10月 1日
     （肢梢）第8号             平成28年 6月 1日
     （酸単）第142号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48317,1068,7 医療法人なゆた会　お〒400-0114 （時間外１）第38号        平成28年 4月 1日
     甲斐医1068 かべ内科・神経内科ク甲斐市万才８３３番地１ （支援診３）第119号       平成29年 4月 1日
     リニック 055-275-1117  (055-275-1113) （在医総管）第101号       平成25年 2月 1日
     （在総）第111号           平成25年 2月 1日
     （神経）第26号            平成25年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48417,1069,5 林野医院 〒400-0117 （がん指）第37号          平成26年 5月 1日
     甲斐医1069 甲斐市西八幡２４３６
     055-276-2816  (055-276-8935)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48517,1070,3 医療法人こうの会　こ〒400-0117 （運Ⅱ）第102号           平成26年 5月 1日
     甲斐医1070 うの整形外科 甲斐市西八幡２１９０番地１
     055-269-8111  (055-269-8112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48617,1071,1 ごとう眼科 〒400-0117 （コン１）第115号         平成28年 4月 1日
     甲斐医1071 甲斐市西八幡１９４２－１
     055-225-5000  (055-225-5001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48717,1073,7 ほそだ眼科 〒400-0107 （コン３）第2号           平成29年 3月 1日
     甲斐医1073 甲斐市志田字柿木６４５－１ラザ
     ウォーク甲斐双葉ステーションセ
     ンター１階
     0551-45-8832  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   78

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  48817,1074,5 芦沢内科小児科医院 〒400-0116 （時間外１）第41号        平成29年 2月 1日
     甲斐医1074 甲斐市玉川１５９－１ （がん疼）第41号          平成28年 9月 1日
     055-279-3355  (055-279-3355) （支援診３）第120号       平成29年 4月 1日
     （在診実１）第13号        平成29年 5月 1日
     （在医総管）第111号       平成26年 4月 1日
     （在総）第120号           平成27年 4月 1日
     （外後発使）第48号        平成28年11月 1日
     （酸単）第143号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48917,1075,2 ふるさと診療所 〒400-0126
     甲斐医1075 甲斐市大下条４２５番地１
     055-268-3556  (055-268-3558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49017,1076,0 いとう眼科クリニック〒400-0126 （ロー検）第2号           平成26年10月 1日
     甲斐医1076 甲斐市大下条１６００－８ （コン１）第111号         平成28年 4月 1日
     055-277-8600  (055-277-8603)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49117,1077,8 甲斐リハビリテーショ〒400-0117 （脳Ⅱ）第34号            平成26年 9月 1日
     甲斐医1077 ンクリニック 甲斐市西八幡３９９０番地 （運Ⅱ）第104号           平成26年 9月 1日
     055-278-2016  (055-278-2017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49217,1078,6 響ストレスケア～ここ〒400-0124 （ショ小）第8号           平成26年 9月 1日
     甲斐医1078 ろとからだの診療所 甲斐市中下条１９３３－１－２Ｆ
     055-267-8111  (055-267-0118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49317,1079,4 たわら内科クリニック〒400-0117 （ニコ）第166号           平成29年 7月 1日
     甲斐医1079 甲斐市西八幡１１９１ （酸単）第144号           平成29年 4月 1日
     055-276-5151  (055-276-6161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49417,1080,2 こばやし腎泌尿器科 〒400-0117
     甲斐医1080 甲斐市西八幡２１１０－１
     055-225-5555  (055-225-5556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49517,1081,0 さいとうこどもクリニ〒400-0104 （時間外２）第138号       平成30年 1月 1日
     甲斐医1081 ック 甲斐市龍地３１９６－１ （小か診）第9号           平成30年 1月 1日
     0551-20-3700  (0551-20-3701) （小検）第17号            平成29年 4月 1日
     （酸単）第213号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49617,1082,8 大久保医院 〒400-0123
     甲斐医1082 甲斐市島上条２１３－３
     055-277-2129  (055-277-2129)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49717,1083,6 このはな産婦人科 〒400-0117 （ＨＰＶ）第55号          平成28年10月 3日
     甲斐医1083 甲斐市西八幡１９５０－１ （酸単）第145号           平成29年 4月 1日
     055-225-5500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   79

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  49817,1084,4 竜王みついクリニック〒400-0126 （小検）第16号            平成28年10月 1日
     甲斐医1084 甲斐市大下条１６０６－１ （酸単）第146号           平成29年 4月 1日
     055-225-5081  (055-225-5082)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49917,1085,1 木下整形外科クリニッ〒400-0116 （運Ⅱ）第113号           平成29年 4月 1日
     甲斐医1085 ク 甲斐市玉川２１０－１
     055-288-1768  (055-288-1787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50017,1086,9 くろだ小児科・耳鼻科〒400-0117 （ニコ）第153号           平成29年 5月 1日
     甲斐医1086 甲斐市西八幡１９３９－２ （酸単）第258号           平成29年 4月 1日
     055-225-6600  (055-225-6601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50117,1087,7 いけだ糖尿病・甲状腺〒400-0124 （糖管）第33号            平成29年10月 2日
     甲斐医1087 クリニック 甲斐市中下条９３９－２
     055-267-3311  (055-267-3312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50218,0007,4 長坂整形外科医院 〒406-0035 （運Ⅱ）第55号            平成18年 4月 1日
     笛医7 笛吹市石和町広瀬字早稲田７１８
     055-263-5507  (055-262-5990)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50318,0010,8 奈須内科 〒406-0031
     笛医10 笛吹市石和町市部１０５８
     055-263-6677  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50418,0012,4 窪田医院 〒406-0031
     笛医12 笛吹市石和町市部８９０
     055-262-2719  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50518,0015,7 古屋医院 〒406-0804 （時間外２）第27号        平成22年 4月 1日
     笛医15 笛吹市御坂町夏目原７５０－１ （支援診３）第115号       平成29年 4月 1日
     055-262-0045  （在医総管）第112号       平成26年 6月 1日
     （在総）第118号           平成26年 6月 1日
     （酸単）第147号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50618,0016,5 しむら医院 〒406-0041 （時間外２）第21号        平成22年 4月 1日
     笛医16 笛吹市石和町東高橋１３１ （地包加）第19号          平成28年 4月 1日
     055-262-0688  (055-262-8833) （ニコ）第167号           平成29年 7月 1日
     （支援診３）第96号        平成28年 4月 1日
     （在医総管）第124号       平成28年 4月 1日
     （在総）第127号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50718,0017,3 古屋眼科 〒406-0031 （コン１）第156号         平成29年 4月 1日
     笛医17 笛吹市石和町市部８２２－４１
     055-262-1233  (055-262-1055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   80

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  50818,0019,9 桧垣耳鼻咽喉科医院 〒406-0042 （高）第20号              平成 7年 5月 1日
     笛医19 笛吹市石和町今井字参宮地１８８
     055-263-1887  (055-263-2187)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50918,0021,5 弦間医院 〒405-0073 （ニコ）第191号           平成29年 7月 1日
     笛医21 笛吹市一宮町末木８６４－２ （在医総管）第125号       平成28年 4月 1日
     0553-47-0510  （Ｃ・Ｍ）第127号         平成24年 7月 1日
     （酸単）第148号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51018,0023,1 八代戸田内科クリニッ〒406-0831 （外後発使）第18号        平成28年 4月 1日
     笛医23 ク 笛吹市八代町高家３０４－１
     055-265-3366  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51118,0026,4 三枝クリニック 〒406-0043 （ニコ）第157号           平成29年 6月 1日
     笛医26 笛吹市石和町河内３７－２
     055-261-2555  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51218,0027,2 花の丘たちかわクリニ〒406-0841 一般        19（時間外２）第51号        平成22年 4月 1日
     笛医27 ック 笛吹市境川町大坪１０３ （診入院）第313号         平成27年10月 1日
     055-266-8181  （がん疼）第15号          平成23年 3月 1日
     （在医総管）第102号       平成25年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第6号           平成22年 4月 1日
     （酸単）第149号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51318,0028,0 境川診療所 〒406-0842 （時間外２）第103号       平成22年 8月 1日
     笛医28 笛吹市境川町石橋２２０７－１ （ニコ）第188号           平成29年 7月 1日
     055-266-2012  (055-266-7117) （支援診３）第116号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第58号          平成27年 7月 1日
     （在医総管）第54号        平成20年 2月 1日
     （在総）第77号            平成20年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51418,0038,9 たけい腎・泌尿器クリ〒406-0032 （在医総管）第42号        平成18年 9月 1日
     笛医38 ニック 笛吹市石和町四日市場１７９３ （在総）第69号            平成18年 9月 1日
     055-261-3100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51518,0040,5 中里内科クリニックＤ〒405-0072 （糖管）第17号            平成23年 7月 1日
     笛医40 Ｍ 笛吹市一宮町本都塚１４８－１ （酸単）第150号           平成29年 4月 1日
     0553-47-7222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51618,0041,3 望月内科クリニック 〒406-0803 （ニコ）第251号           平成29年 7月 1日
     笛医41 笛吹市御坂町井之上８１９－１ （検Ⅰ）第85号            平成22年 4月 1日
     055-261-2220  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51718,0042,1 ふえふきこどもクリニ〒406-0045
     笛医42 ック 笛吹市石和町井戸１７２－１
     055-244-5311  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   81

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  51818,0044,7 笛吹脳神経外科内科 〒406-0035 （外後発使）第42号        平成28年 7月 1日
     笛医44 笛吹市石和町広瀬７７２番１
     055-261-7888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51918,0045,4 清水内科クリニック 〒406-0028 （ニコ）第189号           平成29年 7月 1日
     笛医45 笛吹市石和町駅前６番地２ （がん指）第51号          平成27年 2月 1日
     055-261-8887  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52018,0046,2 黒沢内科 〒406-0031 （酸単）第151号           平成29年 4月 1日
     笛医46 笛吹市石和町市部７１６－５
     055-263-3400  (055-263-0871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52118,0047,0 原皮膚科医院 〒406-0028
     笛医47 笛吹市石和町駅前６番地７
     055-288-0112  (055-288-0113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52218,0048,8 いまい眼科 〒406-0045 （時間外２）第117号       平成24年 4月 1日
     笛医48 笛吹市石和町井戸１７７－１ （コン１）第112号         平成28年 4月 1日
     055-287-7772  (055-287-7773) （先１４０）第3号         平成27年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52318,1001,6 医療法人石和温泉病院〒406-0023 一般       182（一般入院）第805号       平成26年11月 1日
     笛医1001 笛吹市石和町八田３３０－５ （看配）第45号            平成26年11月 1日
     055-263-0111  (055-263-0260) （看補）第214号           平成26年11月 1日
     （回１）第22号            平成29年 6月 1日
     （回２）第52号            平成28年 6月 1日
     （食）第77号              昭和48年 8月 1日
     （薬）第5号               平成 5年10月 1日
     （検Ⅱ）第7号             平成20年 4月 1日
     （神経）第32号            平成29年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第104号         平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第43号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第45号            平成24年 4月 1日
     （酸単）第45号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   82

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  52418,1002,4 石和共立病院 〒406-0035 一般        99（一般入院）第833号       平成28年10月 1日
     笛医1002 笛吹市石和町広瀬６２３ （診療録２）第30号        平成29年 8月 1日
     055-263-3131  (055-263-3136) （急性看補）第79号        平成28年10月 1日
     （重）第56号              平成21年 4月 1日
     （医療安全２）第21号      平成22年12月 1日
     （感染防止２）第2号       平成24年 4月 1日
     （患サポ）第28号          平成26年10月 1日
     （後発使１）第5号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第40号        平成30年 1月 1日
     （回１）第8号             平成26年10月 1日
     （食）第120号             昭和55年 5月 1日
     （がん指）第13号          平成23年 2月 1日
     （薬）第29号              平成11年 2月 1日
     （機安１）第9号           平成20年 4月 1日
     （支援病３）第6号         平成26年 8月 1日
     （在医総管）第79号        平成22年 4月 1日
     （在総）第93号            平成22年 4月 1日
     （検Ⅱ）第8号             平成20年 4月 1日
     （心Ⅱ）第4号             平成28年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第44号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第46号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第29号            平成24年 4月 1日
     （透析水１）第24号        平成22年10月 1日
     （肢梢）第19号            平成29年10月 1日
     （胃瘻造）第21号          平成27年 6月 1日
     （輸血Ⅱ）第34号          平成25年 6月 1日
     （輸適）第13号            平成25年 6月 1日
     （胃瘻造嚥）第13号        平成27年 6月 1日
     （酸単）第46号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52518,1004,0 御坂共立診療所 〒406-0806 （時間外２）第123号       平成26年 4月 1日
     笛医1004 笛吹市御坂町八千蔵５３８－１ （地包加）第14号          平成26年 7月 1日
     055-263-1655  (055-263-1657) （がん疼）第33号          平成26年 7月 1日
     （支援診３）第141号       平成29年 5月 1日
     （在医総管）第122号       平成28年 3月 1日
     （在総）第125号           平成28年 3月 1日
     （外後発使）第19号        平成28年 4月 1日
     （酸単）第152号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   83

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  52618,1006,5 医療法人桃花会　一宮〒405-0077 一般        77（診療録２）第12号        平成19年12月 1日
     笛医1006 温泉病院 笛吹市一宮町坪井１７４５ 療養        46（事補２）第2号           平成20年 4月 1日
     0553-47-3131  (0553-47-3434) （医療安全２）第35号      平成29年12月 1日
     （感染防止２）第6号       平成24年 5月 1日
     （患サポ）第3号           平成24年 4月 1日
     （データ提）第33号        平成28年 1月 1日
     （回２）第57号            平成29年 5月 1日
     （地包ケア１）第15号      平成29年 4月 1日
     （食）第136号             昭和57年 9月 1日
     （がん疼）第14号          平成22年 9月 1日
     （夜）第2号               平成23年 4月 1日
     （ニコ）第252号           平成29年 7月 1日
     （在医総管）第82号        平成22年 4月 1日
     （検Ⅱ）第17号            平成23年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第94号          平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第40号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第41号            平成24年 4月 1日
     （エタ甲）第1号           平成16年 4月 1日
     （ペ）第27号              平成18年 7月 1日
     （胃瘻造）第24号          平成27年10月 1日
     （酸単）第47号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52718,1011,5 医療法人銀門会　甲州〒406-0032 一般        46（障害入院）第40号        平成22年 6月 1日
     笛医1011 リハビリテーション病笛吹市石和町四日市場２０３１－一般        45（診療録２）第15号        平成20年 8月 1日
     院 ２５ 療養        45（特施）第65号            平成22年 6月 1日
     055-262-3121  (055-262-3727) 療養        44（感染防止２）第11号      平成24年 9月 1日
     （データ提）第27号        平成27年 4月 1日
     （退支）第44号            平成28年11月 1日
     （認ケア）第11号          平成29年 8月 1日
     （回１）第21号            平成29年 5月 1日
     （回１）第23号            平成29年 7月 1日
     （回１）第24号            平成30年 2月 1日
     （地包ケア１）第17号      平成29年 6月 1日
     （食）第160号             昭和62年 4月 1日
     （がん疼）第42号          平成29年 4月 1日
     （支援病３）第9号         平成29年 4月 1日
     （在医総管）第131号       平成29年 4月 1日
     （在総）第129号           平成29年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第143号         平成26年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第41号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第43号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第45号            平成29年 1月 1日
     （酸単）第48号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   84

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  52818,1013,1 小林医院 〒406-0031 （時間外２）第112号       平成24年 4月 1日
     笛医1013 笛吹市石和町市部１０２１ （がん指）第48号          平成26年11月 1日
     055-262-3185  (055-262-6871) （１７５）第198号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第153号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52918,1014,9 医療法人徹也会　篠原〒406-0805 （がん指）第26号          平成24年 7月 1日
     笛医1014 医院 笛吹市御坂町栗合１６８
     055-262-3006  (055-262-3107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53018,1020,6 若月医院 〒406-0031 （コン１）第116号         平成28年 4月 1日
     笛医1020 笛吹市石和町市部５９６－３ （先１４０）第2号         平成24年 8月 1日
     055-262-8088  (055-262-8242)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53118,1024,8 医療法人和仁会　長坂〒406-0033 一般        15（時間外１）第10号        平成24年 4月 1日
     笛医1024 クリニック 笛吹市石和町小石和２６４５ （診入院）第298号         平成26年 4月 1日
     055-262-1103  (055-261-1172) （ハイ妊娠）第10号        平成21年 4月 1日
     （ハイⅠ）第2号           平成18年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第46号          平成26年 4月 1日
     （酸単）第220号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53218,1031,3 山梨リハビリテーショ〒406-0004 療養       135（診療録２）第31号        平成30年 3月 1日
     笛医1031 ン病院 笛吹市春日居町小松８５５ （回１）第15号            平成28年 4月 1日
     0553-26-3030  (0553-26-4569) （回１）第16号            平成28年 4月 1日
     （回１）第18号            平成28年 5月 1日
     （食）第59号              昭和44年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第138号         平成25年 9月 1日
     （脳Ⅰ）第39号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第40号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第41号            平成26年 6月 1日
     （がんリハ）第6号         平成26年 6月 1日
     （酸単）第49号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   85

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  53318,1032,1 一般財団法人山梨整肢〒406-0004 一般        60（一般入院）第849号       平成29年 5月 1日
     笛医1032 更生会　富士温泉病院笛吹市春日居町小松下河原１１７療養        96（療養入院）第228号       平成29年 5月 1日
     ７ （診療録１）第9号         平成29年11月 1日
     0553-26-3331  (0553-26-3574) （看配）第44号            平成25年12月 1日
     （看補）第212号           平成25年12月 1日
     （療）第55号              平成29年 5月 1日
     （重）第64号              平成29年 5月 1日
     （療養改１）第9号         平成29年 5月 1日
     （感染防止２）第29号      平成30年 2月 1日
     （後発使１）第6号         平成28年 4月 1日
     （食）第154号             昭和61年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第97号          平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第38号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第39号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第44号            平成28年12月 1日
     （胃瘻造）第25号          平成28年12月 1日
     （酸単）第50号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53418,1033,9 春日居サイバーナイフ〒406-0014 一般    （療養入院）第212号       平成28年 9月 1日
     笛医1033 ・リハビリ病院 笛吹市春日居町国府４３６ 療養       200（療養改１）第8号         平成28年 8月 1日
     0553-26-4126  (0553-26-4366) （回３）第49号            平成24年 4月 1日
     （回３）第55号            平成28年 9月 1日
     （食）第121号             昭和55年10月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第160号         平成27年 6月 1日
     （脳Ⅰ）第3号             平成18年 4月 1日
     （運Ⅰ）第21号            平成22年 4月 1日
     （がんリハ）第13号        平成28年10月 1日
     （放専）第6号             平成26年 4月 1日
     （外放）第5号             平成26年 4月 1日
     （高放）第6号             平成29年 4月 1日
     （強度）第3号             平成29年12月 1日
     （画誘）第4号             平成26年 4月 1日
     （直放）第4号             平成26年 4月 1日
     （定対策）第6号           平成29年12月 1日
     （酸単）第51号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53518,1034,7 医療法人博友会　三科〒406-0003 （時間外２）第134号       平成28年 4月 1日
     笛医1034 医院 笛吹市春日居町桑戸６９８－１ （地包加）第20号          平成28年 4月 1日
     0553-26-3377  (0553-26-3622) （ニコ）第214号           平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   86

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  53618,1036,2 医療法人康麗会　笛吹〒406-0032 一般 （一般入院）第834号       平成28年10月 1日
     笛医1036 中央病院 笛吹市石和町四日市場４７－１ 　　一般   150（障害入院）第45号        平成27年 7月 1日
     055-262-3028  （診療録１）第2号         平成26年 4月 1日
     （事補１）第3号           平成26年 4月 1日
     （急性看補）第95号        平成29年 9月 1日
     （看夜配）第4号           平成28年 4月 1日
     （特施）第69号            平成27年 7月 1日
     （療）第22号              平成19年 4月 1日
     （医療安全１）第29号      平成26年 4月 1日
     （感染防止１）第11号      平成27年 4月 1日
     （患サポ）第6号           平成24年 4月 1日
     （後発使１）第7号         平成28年 4月 1日
     （病棟薬１）第7号         平成25年 4月 1日
     （データ提）第21号        平成24年10月 1日
     （退支）第42号            平成28年10月 1日
     （認ケア）第2号           平成28年 6月 1日
     （精疾診）第3号           平成28年 7月 1日
     （食）第252号             平成18年 6月 3日
     （がん疼）第36号          平成27年 8月 1日
     （糖防管）第6号           平成24年 8月 1日
     （トリ）第3号             平成24年 4月 1日
     （ニコ）第253号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第7号           平成22年11月 1日
     （排自）第3号             平成29年 7月 1日
     （薬）第86号              平成22年 4月 1日
     （機安１）第11号          平成20年 4月 1日
     （在医総管）第123号       平成28年 4月 1日
     （検Ⅱ）第19号            平成24年 4月 1日
     （遠画）第2号             平成20年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第116号         平成24年 4月 1日
     （菌）第11号              平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第50号            平成24年 5月 1日
     （運Ⅰ）第54号            平成24年 5月 1日
     （呼Ⅰ）第32号            平成24年 4月 1日
     （がんリハ）第8号         平成27年 1月 1日
     （医処休）第2号           平成29年 4月 1日
     （医処外）第2号           平成29年 4月 1日
     （医処深）第2号           平成29年 4月 1日
     （透析水２）第3号         平成24年 4月 1日
     （自家）第2号             平成27年 4月 1日
     （医手休）第2号           平成29年 4月 1日
     （医手外）第2号           平成29年 4月 1日
     （医手深）第2号           平成29年 4月 1日
     （胃瘻造）第5号           平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第23号          平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第4号         平成26年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第23号          平成18年 6月 3日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   87

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （酸単）第52号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53718,1037,0 笛吹市芦川国民健康保〒409-3704
     笛医1037 険診療所 笛吹市芦川町鶯宿４６６－１
     055-298-2171  (055-298-2172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53818,1039,6 石和南整形外科クリニ〒406-0046 （時間外２）第71号        平成22年 4月 1日
     笛医1039 ック 笛吹市石和町東油川３１９－１ （運Ⅱ）第65号            平成18年10月 1日
     055-261-8011  (055-261-8010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53918,1043,8 おの整形外科クリニッ〒406-0021
     笛医1043 ク 笛吹市石和町松本１０６０
     055-261-7000  (055-261-7001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54018,1050,3 磯山医院 〒406-0032 （時間外２）第126号       平成26年 9月 1日
     笛医1050 笛吹市石和町四日市場２０３１－ （ニコ）第241号           平成29年 7月 1日
     １０６ （在医総管）第114号       平成26年 9月 1日
     055-263-5777  (055-262-5980)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54118,1051,1 やました内科クリニッ〒406-0032
     笛医1051 ク 笛吹市石和町四日市場１６４３
     055-288-1625  (055-288-1625)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54218,1052,9 春日居皮フ科クリニッ〒406-0002
     笛医1052 ク 笛吹市春日居町別田１６４－１
     0553-39-8658  (0553-39-8368)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54319,0006,4 大泉中央診療所 〒409-1502 （在医総管）第20号        平成18年 4月 1日
     北杜医6 北杜市大泉町谷戸２９６９－３ （酸単）第154号           平成29年 4月 1日
     0551-38-2632  (0551-38-4355)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54419,0007,2 たかね内科小児科クリ〒408-0002 （ニコ）第168号           平成29年 7月 1日
     北杜医7 ニック 北杜市高根町村山北割１９６６
     0551-47-4110  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54519,0011,4 齊木医院 〒408-0302 （時間外２）第47号        平成22年 4月 1日
     北杜医11 北杜市武川町牧原６９９－１
     0551-26-3399  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54619,0013,0 なかじまクリニック 〒408-0035 （がん指）第18号          平成23年 8月 1日
     北杜医13 北杜市長坂町夏秋９４５番地１ （酸単）第155号           平成29年 4月 1日
     0551-32-0066  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54719,0015,5 中田医院　中国医学研〒408-0112 （ニコ）第225号           平成29年 7月 1日
     北杜医15 究所 北杜市須玉町若神子６０８
     0551-42-2740  (0551-42-4267)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   88

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  54819,0021,3 尾根進藤医院 〒408-0044 （外後発使）第20号        平成28年 4月 1日
     北杜医21 北杜市小淵沢町２０８６
     0551-36-5555  (0551-36-4571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54919,1003,0 武川診療所 〒408-0302 （糖管）第12号            平成22年 2月 1日
     北杜医1003 北杜市武川町牧原１３７１ （ニコ）第234号           平成29年 7月 1日
     0551-26-3131  (0551-26-3548) （支援診３）第144号       平成29年 6月 1日
     （がん指）第44号          平成26年 8月 1日
     （在医総管）第132号       平成29年 6月 1日
     （酸単）第206号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55019,1005,5 ほくと診療所 〒408-0204 一般        19（支援診３）第138号       平成29年 4月 1日
     北杜医1005 北杜市明野町上手５２０ （在診実１）第2号         平成26年 4月 1日
     0551-25-2901  (0551-25-2907) （在医総管）第21号        平成18年 4月 1日
     （在総）第61号            平成18年 4月 1日
     （酸単）第156号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55119,1009,7 長坂中央クリニック 〒408-0034
     北杜医1009 北杜市長坂町大八田６６２６－３
     ３
     0551-32-6780  (0551-32-6780)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55219,1016,2 北杜市立　塩川病院 〒408-0114 一般 （一般入院）第835号       平成28年10月 1日
     北杜医1016 北杜市須玉町藤田７７３ 　　一般    54（療養入院）第219号       平成28年10月 1日
     0551-42-2221  (0551-42-2992) 療養 （療）第54号              平成28年 7月 1日
     　　療養    54（重）第48号              平成16年11月 1日
     （療養２）第28号          平成28年 7月 1日
     （感染防止２）第28号      平成29年 8月 1日
     （退支）第33号            平成26年 8月 1日
     （食）第242号             平成16年11月 1日
     （薬）第60号              平成17年 2月 1日
     （機安１）第12号          平成20年 4月 1日
     （在医総管）第38号        平成18年 6月 1日
     （検Ⅱ）第10号            平成20年 4月 1日
     （コン１）第147号         平成29年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第140号         平成25年 9月 1日
     （脳Ⅱ）第21号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第38号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅱ）第5号             平成24年 4月 1日
     （透析水２）第2号         平成24年 4月 1日
     （肢梢）第12号            平成29年 3月 1日
     （胃瘻造）第26号          平成29年 6月 1日
     （輸血Ⅱ）第24号          平成24年 5月 1日
     （酸単）第53号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   89

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  55319,1017,0 北杜市立白州診療所 〒408-0315 （ニコ）第190号           平成29年 7月 1日
     北杜医1017 北杜市白州町白須１３４１ （酸単）第221号           平成29年 4月 1日
     0551-35-2009  (0551-35-4373)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55419,1018,8 北杜市国保辺見診療所〒408-0204 （ニコ）第215号           平成29年 7月 1日
     北杜医1018 北杜市明野町上手１－１２ （がん指）第53号          平成27年 3月 1日
     0551-25-2006  (0551-20-2044) （酸単）第157号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55519,1019,6 北杜市立甲陽病院 〒408-0034 一般 （一般入院）第855号       平成30年 1月 1日
     北杜医1019 北杜市長坂町大八田３９５４番地　　一般    86（療養入院）第224号       平成29年 1月 1日
     0551-32-3221  (0551-32-7191) 一般 （急性看補）第84号        平成28年11月 1日
     　　感染     4（重）第65号              平成29年 6月 1日
     療養        32（療養１）第18号          平成23年11月 1日
     （感染防止２）第3号       平成24年 4月 1日
     （総合評価）第13号        平成28年 1月 1日
     （食）第249号             平成18年 3月15日
     （糖管）第30号            平成28年 4月 1日
     （がん指１）第14号        平成28年 2月 1日
     （がん指２）第12号        平成28年 2月 1日
     （薬）第65号              平成18年 3月15日
     （機安１）第13号          平成20年 4月 1日
     （神経）第22号            平成24年 4月 1日
     （コン１）第127号         平成29年 2月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第107号         平成24年 4月 1日
     （菌）第17号              平成22年 5月 1日
     （脳Ⅱ）第30号            平成25年 5月 1日
     （運Ⅰ）第59号            平成25年 5月 1日
     （呼Ⅱ）第14号            平成24年 4月 1日
     （透析水２）第22号        平成26年10月 1日
     （肢梢）第15号            平成29年 6月 1日
     （胃瘻造）第22号          平成27年 7月 1日
     （輸血Ⅱ）第16号          平成23年 6月 1日
     （輸適）第12号            平成25年 6月 1日
     （酸単）第54号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55619,1023,8 吉田医院 〒408-0315 （支援診３）第139号       平成29年 4月 1日
     北杜医1023 北杜市白州町白須１００８番地１ （がん指）第20号          平成23年 8月 1日
     0551-35-0121  (0551-35-0122) （在医総管）第58号        平成20年 4月 1日
     （在総）第81号            平成20年 4月 1日
     （酸単）第158号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55719,1024,6 いいづかこどもクリニ〒408-0034 （時間外２）第135号       平成28年 5月 1日
     北杜医1024 ック 北杜市長坂町大八田３８７４－１ （小か診）第7号           平成28年 5月 1日
     0551-45-7600  (055145-7601) （酸単）第227号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   90

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  55819,1025,3 いのうえ整形外科クリ〒408-0035 （運Ⅱ）第109号           平成27年 5月 1日
     北杜医1025 ニック 北杜市長坂町夏秋９４３－６
     0551-32-7800  (0551-32-7801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55919,1026,1 向井医院 〒408-0021 （外後発使）第21号        平成28年 4月 1日
     北杜医1026 北杜市長坂町長坂上条２５３０
     0551-32-2336  (0551-32-5671)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56019,1027,9 きよさと診療所 〒407-0301 （時間外２）第130号       平成27年10月 1日
     北杜医1027 北杜市高根町清里３５４５－２４ （支援診３）第117号       平成29年 4月 1日
     ４８ （在医総管）第120号       平成27年10月 1日
     0551-48-4631  (0551-48-8341) （在総）第124号           平成27年10月 1日
     （酸単）第159号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56119,1028,7 森の診療所 〒409-1501
     北杜医1028 北杜市大泉町西井出８２４０－３
     ６９
     0551-30-7887  (0551-30-7883)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56220,0006,2 加藤眼科 〒409-0112 （１７５）第69号          平成14年 4月 1日
     上医6 上野原市上野原３２４１
     0554-63-0101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56320,0007,0 鈴木医院 〒409-0112
     上医7 上野原市上野原２１０５
     0554-63-1612  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56420,0008,8 長田クリニック 〒409-0114
     上医8 上野原市鶴島１９３４－２
     0554-63-6110  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56520,0009,6 山本内科クリニック 〒409-0115
     上医9 上野原市松留６４４－２
     0554-63-3600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56620,0011,2 渡部耳鼻咽喉科医院 〒409-0112 （時間外１）第16号        平成24年 4月 1日
     上医11 上野原市上野原３７５３－１ （高）第26号              平成14年 5月 1日
     0554-63-0621  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56720,0012,0 うえのクリニック 〒409-0126
     上医12 上野原市コモアしおつ３－２２－
     ５
     0554-66-3690  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56820,0013,8 西井クリニック 〒409-0112
     上医13 上野原市上野原７２９－１
     0554-30-2201  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   91

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  56920,0021,1 上條内科クリニック 〒409-0123 （時間外１）第31号        平成24年 6月 1日
     上医21 上野原市大野１２８４ （がん疼）第21号          平成24年 6月 1日
     0554-66-1006  (0554-66-1006) （支援診２）第30号        平成29年 4月 1日
     （在緩診実）第3号         平成28年 4月 1日
     （在医総管）第91号        平成23年 9月 1日
     （在総）第106号           平成24年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57020,0022,9 川原医院 〒409-0112
     上医22 上野原市上野原１９８４
     0554-63-0153  (0554-63-0108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57120,1001,2 三生会病院 〒409-0112 精神       260（精神入院）第27号        平成18年 7月 1日
     上医1001 上野原市上野原１１８５ （看補）第223号           平成29年 9月 1日
     0554-62-3355  (0554-63-3676) （後発使２）第5号         平成29年 8月 1日
     （精療）第35号            平成26年 4月 1日
     （食）第217号             平成10年 7月 1日
     （精）第16号              平成13年11月 1日
     （ショ小）第6号           平成24年 9月 1日
     （デ小）第6号             平成13年11月 1日
     （医療保護）第9号         平成17年 1月 1日
     （酸単）第55号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57220,1015,2 上野原市立病院附属西〒409-0141
     上医1015 原診療所 上野原市西原３９４７番地
     0554-68-2230  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57320,1017,8 医療法人山下クリニッ〒409-0112
     上医1017 ク 上野原市上野原５０９－１
     0554-62-6050  (0554-62-6051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57420,1019,4 上野原市立病院附属秋〒401-0201 （ニコ）第256号           平成29年 7月 1日
     上医1019 山診療所 上野原市秋山７１１２番地
     0554-56-2014  (0554-56-2265)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57520,1020,2 上野原梶谷整形外科 〒409-0112 （運Ⅰ）第64号            平成26年 4月 1日
     上医1020 上野原市上野原３７８５－１
     0554-62-6066  (0554-62-6067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   92

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  57620,1023,6 上野原市立病院 〒409-0112 一般 （一般入院）第857号       平成30年 2月 1日
     上医1023 上野原市上野原３５０４番地３ 　　一般    85（診療録１）第5号         平成29年 3月 1日
     0554-62-5121  (0554-63-2469) 一般 （急性看補）第97号        平成30年 2月 1日
     　　一般    50（療）第47号              平成25年 8月 1日
     （重）第62号              平成25年10月 1日
     （医療安全２）第28号      平成25年11月 1日
     （感染防止２）第23号      平成28年 7月 1日
     （データ提）第36号        平成29年 2月 1日
     （退支）第24号            平成25年 4月 1日
     （地包ケア１）第22号      平成30年 2月 1日
     （食）第256号             平成24年10月 1日
     （糖管）第21号            平成24年10月 1日
     （がん疼）第27号          平成25年 6月 1日
     （糖防管）第11号          平成27年 7月 1日
     （ニコ）第257号           平成29年 7月 1日
     （薬）第105号             平成24年10月 1日
     （機安１）第24号          平成24年10月 1日
     （検Ⅱ）第20号            平成24年10月 1日
     （遠画）第4号             平成24年10月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第130号         平成24年10月 1日
     （菌）第24号              平成25年 7月 1日
     （脳Ⅱ）第40号            平成29年 6月 1日
     （運Ⅰ）第76号            平成29年 6月 1日
     （呼Ⅰ）第42号            平成27年 2月 1日
     （透析水２）第15号        平成24年10月 1日
     （胃瘻造）第11号          平成26年11月 1日
     （麻管Ⅰ）第31号          平成26年 4月 1日
     （酸単）第56号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57720,1024,4 鈴木眼科医院 〒409-0112
     上医1024 上野原市上野原２１０５
     0554-63-1612  (0554-63-2552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   93

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  57821,1002,8 独立行政法人国立病院〒400-8533 一般       270（一般入院）第848号       平成29年 5月 1日
     甲医1002 機構　甲府病院 甲府市天神町１１－３５ （障害入院）第43号        平成25年 3月 1日
     055-253-6131  (055-251-5597) （診療録１）第6号         平成29年 4月 1日
     （事補１）第14号          平成28年 4月 1日
     （急性看補）第91号        平成29年 5月 1日
     （特施）第66号            平成24年 3月 1日
     （療）第42号              平成24年 3月 1日
     （重）第52号              平成17年12月 1日
     （医療安全１）第12号      平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第17号      平成29年 8月 1日
     （患サポ）第11号          平成24年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第6号         平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第14号        平成21年 4月 1日
     （後発使１）第10号        平成29年 6月 1日
     （データ提）第19号        平成24年10月 1日
     （退支）第27号            平成26年 1月 1日
     （退支）第39号            平成28年 4月 1日
     （認ケア）第8号           平成29年 1月 1日
     （新２）第8号             平成26年10月 1日
     （小入４）第20号          平成24年 3月 1日
     （食）第112号             昭和54年 9月 1日
     （糖管）第1号             平成21年 4月 1日
     （がん疼）第43号          平成29年10月 1日
     （糖防管）第2号           平成24年 4月 1日
     （肝炎）第8号             平成22年 4月 1日
     （薬）第100号             平成23年10月 1日
     （機安１）第16号          平成20年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第15号          平成22年 4月 1日
     （検Ⅱ）第11号            平成20年 4月 1日
     （神経）第15号            平成20年 6月 1日
     （小検）第1号             平成18年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第142号         平成26年 3月 1日
     （外化２）第8号           平成23年10月 1日
     （菌）第13号              平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第46号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第47号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第30号            平成24年 4月 1日
     （自家）第1号             平成25年12月27日
     （乳セ２）第13号          平成27年11月 1日
     （腹肝）第4号             平成28年 6月 1日
     （腹膵切）第5号           平成30年 1月 1日
     （胃瘻造）第8号           平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第21号          平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第6号         平成26年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第26号          平成21年11月 1日
     （酸単）第57号            平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   94

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  57921,1095,2 山梨大学医学部附属病〒409-3898 一般       578（特定入院）第11号        平成28年10月 1日
     中医1095 院 中央市下河東１１１０ 精神        40（特定入院）第12号        平成29年 8月 1日
     055-273-1111  (055-273-0274) （超急性期）第4号         平成20年 4月 1日
     （診療録１）第8号         平成29年 7月 1日
     （事補１）第17号          平成29年 8月 1日
     （急性看補）第67号        平成26年10月 1日
     （看夜配）第5号           平成28年 5月 1日
     （看補）第222号           平成29年 8月 1日
     （療）第52号              平成28年 3月 1日
     （重）第38号              平成 9年 4月 1日
     （無菌１）第1号           平成24年 4月 1日
     （無菌２）第1号           平成24年 4月 1日
     （緩診）第4号             平成23年 4月 1日
     （精合併加算）第7号       平成22年10月 1日
     （医療安全１）第11号      平成20年 4月 1日
     （感染防止１）第14号      平成27年 4月 1日
     （患サポ）第6号           平成24年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第5号         平成21年 4月 1日
     （ハイ分娩）第13号        平成21年 4月 1日
     （データ提）第20号        平成24年10月 1日
     （退支）第28号            平成26年 1月 1日
     （集１）第1号             平成29年 7月 1日
     （新１）第6号             平成26年10月 1日
     （新回復）第1号           平成23年 6月 1日
     （小入２）第2号           平成23年 4月 1日
     （食）第149号             平成元年 7月 1日
     （高）第22号              平成 9年 5月 1日
     （糖管）第10号            平成21年12月 1日
     （がん疼）第11号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第3号         平成22年 4月 1日
     （がん指２）第7号         平成26年 7月 1日
     （外緩）第1号             平成24年 4月 1日
     （移植管臓）第1号         平成25年 4月 1日
     （糖防管）第8号           平成25年 4月 1日
     （放射診）第1号           平成24年 4月 1日
     （がん計）第3号           平成23年 2月 1日
     （排自）第6号             平成30年 3月 1日
     （肝炎）第10号            平成22年 4月 1日
     （薬）第87号              平成22年 4月 1日
     （機安１）第14号          平成20年 4月 1日
     （機安２）第2号           平成20年 4月 1日
     （在血液）第2号           平成24年11月 1日
     （持血測）第2号           平成26年11月 1日
     （遺伝検）第3号           平成28年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第39号          平成26年 4月 1日
     （検Ⅳ）第1号             平成22年 4月 1日
     （国標）第1号             平成28年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   95

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （血内）第7号             平成20年 4月 1日
     （胎心エコ）第2号         平成22年 4月 1日
     （歩行）第3号             平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第2号           平成24年 4月 1日
     （人膵）第3号             平成28年 1月 1日
     （長）第1号               平成12年 4月 1日
     （神経）第6号             平成20年 4月 1日
     （補聴）第1号             平成12年 7月 1日
     （誘発）第1号             平成22年 4月 1日
     （Ｃ気鏡）第1号           平成24年 4月 1日
     （画２）第12号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第100号         平成24年 4月 1日
     （冠動Ｃ）第3号           平成22年 4月 1日
     （心臓Ｍ）第4号           平成20年 4月 1日
     （乳房Ｍ）第2号           平成28年 4月 1日
     （外化２）第7号           平成23年 4月 1日
     （菌）第12号              平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第42号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第44号            平成24年 4月 1日
     （がんリハ）第3号         平成24年 6月 1日
     （抗治療）第3号           平成24年 4月 1日
     （医療保護）第11号        平成23年 8月 1日
     （血入）第1号             平成28年 4月 1日
     （エタ甲）第2号           平成16年 4月 1日
     （エタ副甲）第6号         平成18年12月 1日
     （透析水２）第7号         平成24年 5月 1日
     （黒セ）第2号             平成22年 4月 1日
     （組再乳）第1号           平成25年 8月 8日
     （脳刺）第1号             平成12年 4月 1日
     （脊刺）第1号             平成12年 4月 1日
     （仙神植交）第1号         平成29年 9月27日
     （角膜切）第2号           平成27年 4月 1日
     （緑内イ）第1号           平成26年 4月 1日
     （植補聴）第1号           平成22年 8月 1日
     （内鼻Ⅴ）第1号           平成26年 4月 1日
     （乳セ１）第4号           平成22年 4月 1日
     （ゲル乳再）第1号         平成25年 8月 8日
     （経特）第2号             平成15年 8月 1日
     （カ大弁置）第1号         平成29年11月 1日
     （ペ）第1号               平成10年 4月 1日
     （両ペ）第2号             平成18年 4月 1日
     （除）第1号               平成10年 5月 1日
     （両除）第1号             平成21年 2月 1日
     （大）第1号               平成10年 4月 1日
     （腹小切）第1号           平成20年 4月 1日
     （胆腫）第1号             平成28年 4月 1日
     （腹肝）第7号             平成29年 3月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   96

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （腹膵切）第1号           平成24年 4月 1日
     （早大腸）第1号           平成24年 4月 1日
     （腎凝固）第2号           平成24年 5月 1日
     （腹腎支器）第1号         平成29年 1月 1日
     （腎植）第1号             平成20年 4月 1日
     （生腎）第1号             平成20年 4月 1日
     （膀胱）第1号             平成22年 4月 1日
     （腹膀）第1号             平成24年 4月 1日
     （腹小膀悪）第1号         平成26年 4月 1日
     （人工尿）第1号           平成24年 5月 1日
     （腹前）第1号             平成18年 4月 1日
     （腹前支器）第1号         平成25年 6月 1日
     （胃瘻造）第6号           平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第39号          平成27年 5月 1日
     （貯輸）第1号             平成27年 6月 1日
     （自生接）第1号           平成24年 4月 1日
     （造設前）第3号           平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第5号         平成26年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第1号           平成 8年 4月 1日
     （麻管Ⅱ）第2号           平成22年 4月 1日
     （放専）第1号             平成12年 4月 1日
     （外放）第2号             平成20年 4月 1日
     （高放）第2号             平成14年 4月 1日
     （増線）第1号             平成26年 4月 1日
     （強度）第1号             平成25年 1月 1日
     （画誘）第1号             平成22年 4月 1日
     （体対策）第1号           平成24年 4月 1日
     （直放）第1号             平成16年 4月 1日
     （定対策）第1号           平成24年 4月 1日
     （誘密）第1号             平成28年 4月 1日
     （病理診２）第1号         平成24年 4月 1日
     （先－１９５）第1号       平成28年10月 1日
     （酸単）第58号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58022,0002,7 鶴田クリニック 〒404-0047
     甲州医2 甲州市塩山三日市場１９６５
     0553-32-1151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58122,0013,4 望月医院 〒409-1304 （酸単）第160号           平成29年 4月 1日
     甲州医13 甲州市勝沼町休息１２００－１
     0553-44-2220  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58222,0014,2 渡辺医院 〒409-1203 （外後発使）第45号        平成28年 8月 1日
     甲州医14 甲州市大和町初鹿野１８３５－２
     0553-48-2230  (0553-48-2276)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   97

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  58322,0020,9 岡　医院 〒404-0042 （支援診３）第118号       平成29年 4月 1日
     甲州医20 甲州市塩山上於曽２７３－１ （在医総管）第104号       平成25年 6月 1日
     0553-33-2583  (0553-33-2583)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58422,0023,3 岩瀬内科クリニック 〒404-0042 （時間外１）第11号        平成24年 4月 1日
     甲州医23 甲州市塩山上於曽１１０９ （支援診３）第106号       平成29年 3月 1日
     0553-33-8041  （在医総管）第60号        平成20年 4月 1日
     （在総）第83号            平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58522,0026,6 阿部ファミリークリニ〒409-1313 （支援診３）第110号       平成29年 3月 1日
     甲州医26 ック 甲州市勝沼町下岩崎１０５２ （在診実２）第3号         平成29年 9月 1日
     0553-44-1131  （在医総管）第83号        平成22年 8月 1日
     （在総）第95号            平成22年 8月 1日
     （外後発使）第50号        平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58622,0027,4 松里診療所 〒404-0047 （ニコ）第169号           平成29年 7月 1日
     甲州医27 甲州市塩山三日市場１９８２－１ （支援診３）第127号       平成29年 4月 1日
     0553-39-8333  (0553-39-8332) （在医総管）第119号       平成27年 8月 1日
     （在総）第123号           平成27年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58722,0028,2 塩山皮フ科 〒404-0044
     甲州医28 甲州市塩山下塩後３３６－１
     0553-39-8888  (0553-39-8888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58822,0031,6 櫻林　腎・内科クリニ〒404-0044 （糖管）第31号            平成28年 4月 1日
     甲州医31 ック 甲州市塩山下塩後３３６－８ （透析水２）第11号        平成24年 8月 1日
     0553-39-9233  (0553-33-5225) （肢梢）第5号             平成28年 4月 1日
     （酸単）第162号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58922,0032,4 小澤こころのクリニッ〒404-0044 （時間外２）第120号       平成25年 3月 1日
     甲州医32 ク 甲州市塩山下塩後３５６－３ （ショ大）第14号          平成28年 4月 1日
     0553-39-8610  （デ大）第17号            平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   98

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  59022,1005,9 公益財団法人山梨厚生〒404-0037 一般       120（一般入院）第817号       平成28年 5月 1日
     甲州医1005 会　塩山市民病院 甲州市塩山西広門田４３３－１ 療養        59（療養入院）第177号       平成24年 9月 1日
     0553-32-5111  (0553-32-5115) （療養１）第6号           平成18年 4月 1日
     （医療安全２）第33号      平成28年 8月 1日
     （感染防止２）第16号      平成25年 5月 1日
     （回２）第62号            平成30年 2月 1日
     （食）第221号             平成11年 4月 1日
     （高）第35号              平成29年 3月 1日
     （薬）第101号             平成23年12月 1日
     （検Ⅰ）第81号            平成20年 4月 1日
     （歩行）第7号             平成24年 4月 1日
     （コン１）第128号         平成29年 2月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第154号         平成26年 9月 1日
     （菌）第18号              平成22年 9月 1日
     （脳Ⅰ）第49号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅰ）第51号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅰ）第34号            平成24年 4月 1日
     （胃瘻造）第15号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第31号          平成24年 8月 1日
     （酸単）第59号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59122,1010,9 あめみや医院 〒404-0046
     甲州医1010 甲州市塩山上井尻１４１９
     0553-32-5511  (0553-32-5515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59222,1015,8 甲州市落合出張診療所〒404-0021
     甲州医1015 甲州市塩山一之瀬高橋２１６番地
     の内９
     0553-33-2649  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59322,1016,6 甲州市一ノ瀬出張診療〒404-0021
     甲州医1016 所 甲州市塩山一之瀬高橋４３８番地
     0553-33-2649  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59422,1017,4 甲州市塩山診療所 〒404-0042
     甲州医1017 甲州市塩山上於曽９８４番地の１
     0553-32-2111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59522,1018,2 甲州市大藤診療所 〒404-0031 （ニコ）第260号           平成29年10月 1日
     甲州医1018 甲州市塩山上粟生野１３番地１
     0553-33-2649  (0553-33-2764)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日   99

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  59622,1019,0 甲州市立勝沼病院 〒409-1316 一般        51（一般入院）第675号       平成22年 1月 1日
     甲州医1019 甲州市勝沼町勝沼９５０ （看配）第37号            平成22年 1月 1日
     0553-44-1166  (0553-44-2906) （看補）第189号           平成22年 1月 1日
     （病棟薬１）第1号         平成24年 4月 1日
     （食）第251号             平成18年 4月 1日
     （がん疼）第23号          平成24年 8月 1日
     （薬）第64号              平成17年11月 1日
     （脳Ⅲ）第62号            平成24年 4月 1日
     （運Ⅱ）第93号            平成24年 4月 1日
     （呼Ⅱ）第11号            平成24年 4月 1日
     （エタ甲）第5号           平成18年 4月 1日
     （エタ副甲）第7号         平成20年 4月 1日
     （酸単）第60号            平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59722,1022,4 加田クリニック 〒404-0043 （時間外１）第29号        平成24年 6月 1日
     甲州医1022 甲州市塩山下於曽１１３３－２ （支援診３）第128号       平成29年 4月 1日
     0553-32-5507  (0553-32-5506) （在医総管）第67号        平成21年 4月 1日
     （在総）第117号           平成26年 5月 1日
     （酸単）第163号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59822,1024,0 斉藤医院 〒404-0045
     甲州医1024 甲州市塩山上塩後２７１－１
     0553-32-8111  (0553-32-8123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59922,1025,7 斉藤眼科 〒404-0045 （コン１）第157号         平成29年 4月 1日
     甲州医1025 甲州市塩山上塩後２８５－１
     0553-32-8155  (0553-32-8156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60022,1030,7 池田内科小児科医院 〒409-1316 （時間外２）第109号       平成24年 2月 1日
     甲州医1030 甲州市勝沼町勝沼２９６１番地
     0553-44-0613  (0553-44-3609)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60122,1031,5 みわペイン痛みのクリ〒404-0044 （時間外２）第139号       平成30年 3月 1日
     甲州医1031 ニック 甲州市塩山下塩後８９０番地１ （支援診３）第147号       平成30年 3月 1日
     0553-33-5300  (0553-33-5320) （在医総管）第135号       平成30年 3月 1日
     （在総）第131号           平成30年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第185号         平成30年 3月 1日
     （酸単）第261号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60223,0002,5 乙黒医院 〒409-3815 （１７５）第42号          平成14年 4月 1日
     中央医2 中央市成島１７２２
     055-273-6202  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60323,0004,1 三本松医院 〒409-3842
     中央医4 中央市東花輪６６－１０
     055-274-2711  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  100

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  60423,0006,6 フルヤ眼科医院 〒409-3841 （コン１）第118号         平成28年 4月 1日
     中央医6 中央市布施１９９０ウィルピア１ （外後発使）第32号        平成28年 4月 1日
     Ｆ
     055-273-0660  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60523,0010,8 菊島耳鼻咽喉科医院 〒409-3843
     中央医10 中央市西花輪３５９９－１０
     055-274-4133  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60623,0014,0 おぎの医院 〒409-3804
     中央医14 中央市井之口９８０番地４
     055-274-6100  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60723,0016,5 古屋クリニック 〒409-3845 （酸単）第212号           平成29年 4月 1日
     中央医16 中央市山之神１５３３－２１
     055-274-3773  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60823,0017,3 若葉クリニック 〒400-1514 （ニコ）第170号           平成29年 7月 1日
     中央医17 中央市浅利１６８６－２ （Ｃ・Ｍ）第158号         平成27年 2月 1日
     055-269-3305  (055-269-3531) （酸単）第214号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60923,0020,7 玉穂眼科クリニック 〒409-3815 （短手１）第3号           平成28年 5月 1日
     中央医20 中央市成島１４００－１ （コン１）第131号         平成29年 3月 1日
     055-287-6650  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61023,0021,5 きたむらクリニック 〒409-3803 （ニコ）第226号           平成29年 7月 1日
     中央医21 中央市若宮２３番地２ （がん指）第30号          平成25年 8月 1日
     055-220-4112  (055-220-4113) （肝炎）第13号            平成22年10月 1日
     （酸単）第164号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61123,1003,2 医療法人木之瀬医院 〒409-3841
     中央医1003 中央市布施２０７４
     055-273-2216  (055-273-2216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61223,1005,7 西野内科医院 〒409-3845 （ニコ）第258号           平成29年 7月 1日
     中央医1005 中央市山之神２３８９－１
     055-273-6656  (055-273-9831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61323,1011,5 医療法人社団啓仁会　〒409-3843 一般 （時間外２）第23号        平成22年 4月 1日
     中央医1011 赤岡整形外科医院 中央市西花輪３５９１ 　　一般    13（診入院）第263号         平成24年 4月 1日
     055-273-1231  (055-273-0499) 療養 （診療養入院）第39号      平成24年 4月 1日
     　　療養     6（運Ⅱ）第29号            平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61423,1013,1 保坂眼科医院 〒409-3843 （コン１）第120号         平成28年 8月 1日
     中央医1013 中央市西花輪５６番地の２ （外後発使）第22号        平成28年 4月 1日
     055-273-6600  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

全医療機関出力
[平成30年 3月 1日現在　医科] 平成30年 3月29日  101

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  61523,1015,6 玉穂ふれあい診療所 〒409-3815 一般        19（時間外１）第14号        平成24年 4月 1日
     中央医1015 中央市成島２４３９番１ （診入院）第299号         平成26年 4月 1日
     055-278-5670  (055-278-5671) （診緩診）第1号           平成24年 4月 1日
     （総合評価）第4号         平成20年 4月 1日
     （退支）第21号            平成24年10月 1日
     （がん疼）第3号           平成22年 4月 1日
     （ニコ）第216号           平成29年 7月 1日
     （支援診３）第121号       平成29年 4月 1日
     （在診実１）第12号        平成29年 4月 1日
     （在医総管）第23号        平成18年 4月 1日
     （在総）第63号            平成18年 4月 1日
     （酸単）第165号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61623,1019,8 医療法人望会　愛クリ〒409-3802 （ニコ）第158号           平成29年 6月 1日
     中央医1019 ニック 中央市西新居１－１３１
     055-274-3091  (055-274-3091)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61723,1020,6 こばやしこどもクリニ〒409-3803
     中央医1020 ック 中央市若宮４６－８
     055-278-5525  (055-278-5526)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61823,1021,4 医療法人社団　篠原会〒409-3821 （画１）第18号            平成29年11月 1日
     中央医1021 　甲府脳神経外科病院中央市下河東３０４６－２ （ポ断コ複）第5号         平成29年11月 1日
     附属　山梨ＰＥＴ画像055-278-5500  (055-278-5501) （乳ポ断）第4号           平成29年11月 1日
     診断クリニック （Ｃ・Ｍ）第177号         平成29年 5月 1日
     （酸単）第256号           平成29年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61923,1022,2 東花輪駅前小俣内科ク〒409-3842
     中央医1022 リニック 中央市東花輪６６９－２
     055-274-2553  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


