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2017/10/24

医療機関番号_10
施設名
0117510560
医X法X社X X緑X X屋内科消化器科医院

郵便番号 都道府県
市区郡名
073-0034 北海道
滝川市

住所1
空知町XXXXXXXX

電話番号
0125-23-XXXX

がん性疼痛緩和指導管理料／ニコチン依存症管理料／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

届出情報

1212115673

医X法X社X悠X会X宅Xリニック柏

277-0843

千葉県

柏市

明原４XXXXXXXXXXXXXXXX

04-7141-XXXX

時間外対応加算１／別添１の「第９」の１の(２)に規定する在宅療養支援診療所／別添１の「第９」の２の(３)に規定する在宅緩和ケア充実診療所・病院加算／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料／在宅がん医療総合診療料

1214312344

医X法X社X X字X Xちばなクリニック

286-0048

千葉県

成田市

公津のXXXXXXX

0476-85-XXXX

高度難聴指導管理料

0210116703

嶋X内X循X器XXX

030-0811

青森県

青森市

青柳二XXXXXX

017-775-XXXX

別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所／がん治療連携指導料／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料／在宅がん医療総合診療料／ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影／酸素の購入単価

3410910776

医X法X XぼX医XX

729-0324

広島県

三原市

糸崎４XXXXXX

0848-62-XXXX

がん性疼痛緩和指導管理料／別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料／在宅がん医療総合診療料

2813008592

戸X内X療XXXX

661-0961

兵庫県

尼崎市

戸ノ内XXXXXXXX

06-6499-XXXX

別添１の「第９」の１の(２)に規定する在宅療養支援診療所／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料／在宅がん医療総合診療料／外来後発医薬品使用体制加算／酸素の購入単価

0510113467

ウXロXドXクXニXクX

010-0874

秋田県

秋田市

千秋久XXXXXXXXXXXXXX

018-837-XXXX

時間外対応加算２／薬剤名等省略

0511110256

毛X整X外XクXニXクX

018-3322

秋田県

北秋田市

住吉町XXXX

0186-69-XXXX

酸素の購入単価

1710210988

医X法X財X X生X X野西病院

926-0853

石川県

七尾市

津向町XXXXXX

0767-52-XXXX

療養病棟入院基本料／療養病棟療養環境加算２／入院時食事療養／生活療養（Ⅰ）／酸素の購入単価

1311533538

医X法X社X X澤X院X

168-0064

東京都

杉並区

永福三XXXXXXXX

03-3327-XXXX

在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

2810922175

よXおX内XクXニXクX

662-0841

兵庫県

西宮市

両度町XXXXXXXXXXXXXXX

0798-68-XXXX

時間外対応加算２／ニコチン依存症管理料／別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所／がん治療連携指導料／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料／在宅がん医療総合診療料

1113701158

行X中X総X病XXX

361-0021

埼玉県

行田市

富士見XXXXXXXX

048-553-XXXX

2714801376

医X法X X村X鼻X喉X

580-0032

大阪府

松原市

天美東XXXXXXXXXXXXXXXXX

0723-33-XXXX

一般病棟入院基本料／療養病棟入院基本料／診療録管理体制加算２／医師事務作業補助体制加算１／急性期看護補助体制加算／療養病棟療養環境改善加算２／栄養サポートチーム加算／医療安全対策加算２／感染防止対策加算２／患者サポート体制充実加
算／ハイリスク妊娠管理加算／総合評価加算／後発医薬品使用体制加算１／病棟薬剤業務実施加算１／データ提出加算／退院支援加算／認知症ケア加算／精神疾患診療体制加算／短期滞在手術等基本料１／入院時食事療養／生活療養（Ⅰ）／喘息治療管理料
高度難聴指導管理料

4312811385

株X会X井X熊X製X所X療所

861-2231

熊本県

上益城郡益城町

安永１XXX

096-286-XXXX

薬剤名等省略

4610122238

増X整X外X病XXX

890-0065

鹿児島県 鹿児島市

郡元１XXXXXX

099-257-XXXX

一般病棟入院基本料／療養環境加算／入院時食事療養／生活療養（Ⅰ）／脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ）／運動器リハビリテーション料（Ⅰ）／酸素の購入単価

2811105010

宝X XうX整X外X Xポーツ・関節クリニック

665-0845

兵庫県

宝塚市

栄町１XXXXXXXXXXXX

0797-86-XXXX

時間外対応加算２

3312710100

医X法X X川X科X院X

719-0302

岡山県

浅口郡里庄町

新庄１XXXXX

0865-64-XXXX

時間外対応加算１／がん性疼痛緩和指導管理料／別添１の「第９」の１の(２)に規定する在宅療養支援診療所／がん治療連携指導料／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料／在宅がん医療総合診療料

3610124533

木XフXミXーXリXッX

770-0942

徳島県

徳島市

昭和町XXXXXXXXX

088-652-XXXX

時間外対応加算１／地域包括診療加算／がん性疼痛緩和指導管理料／別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料／在宅がん医療総合診療料

2814007387

大X医XXXXX

670-0877

兵庫県

姫路市

北八代XXXXXXX

0792-82-XXXX

時間外対応加算１／地域包括診療加算／別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料／外来後発医薬品使用体制加算

4510410865

でXわX児XXXX

889-2536

宮崎県

日南市

吾田西XXXXXXXX

0987-31-XXXX

時間外対応加算２／小児かかりつけ診療料

1315521893

浜X眼X・X科XXX

154-0012

東京都

世田谷区

駒沢四XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

03-5432-XXXX

在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料／神経学的検査／コンタクトレンズ検査料１

2814900813

さXもX医XXXX

669-5202

兵庫県

朝来市

和田山XXXXXXXXX

079-675-XXXX

2810804043

高X医XXXXX

655-0029

兵庫県

神戸市垂水区

天ノ下XXXXXXXX

078-707-XXXX

時間外対応加算１／地域包括診療加算／糖尿病透析予防指導管理料／別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所／別添１の「第９」の２の(５)に規定する在宅療養実績加算２／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料／在宅がん医
療総合診療料／透析液水質確保加算１／下肢末梢動脈疾患指導管理加算
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料／在宅がん医療総合診療料／ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影／時間外対応加算１／がん性疼痛緩和指導管理料／別添１の「第９」の１の(２)に規定する在宅療養支援診療所／がん治療連携指導料

0710316241

医X法X XらXリXッX

963-0209

福島県

郡山市

御前南XXXXXX

024-962-XXXX

ニコチン依存症管理料／透析液水質確保加算２／下肢末梢動脈疾患指導管理加算／ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術／酸素の購入単価

2611203700

医X法X高X医XXX

611-0042

京都府

宇治市

小倉町XXXXXXXX

0774-23-XXXX

時間外対応加算１／地域包括診療加算／がん治療連携指導料／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料／外来後発医薬品使用体制加算

2010213961

ひXわXクXニXクXX

390-0825

長野県

松本市

並柳２XXXXXX

0263-87-XXXX

時間外対応加算２／高度難聴指導管理料／ニコチン依存症管理料／補聴器適合検査／酸素の購入単価

2310302647

医X法XいXぐXクXニXク

462-0007

愛知県

名古屋市北区

如意２XXXX

052-903-XXXX

がん治療連携指導料／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

2210610230

医X法X社X福X会X三X東海病院

411-0022

静岡県

三島市

川原ケXXXXXXXXXXX

0559-72-XXXX

0114311079

つXいX生X病XXX

085-1200

北海道

阿寒郡鶴居村

字雪裡XXXXXXXXXXX

0154-64-XXXX

4317210427

虹X里XリXッXXX

862-0917

熊本県

熊本市東区

榎町３XXX

096-285-XXXX

一般病棟入院基本料／療養病棟入院基本料／診療録管理体制加算２／医師事務作業補助体制加算１／看護配置加算／看護補助加算／医療安全対策加算２／データ提出加算／退院支援加算／認知症ケア加算／地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院
医療管理料２／入院時食事療養／生活療養（Ⅰ）／ニコチン依存症管理料／がん治療連携指導料／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料／ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影／脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅲ）／運動器リハビリテーション料（Ⅱ）／医
医療保護入院等診療料／酸素の購入単価／療養病棟入院基本料／療養病棟療養環境加算１／精神科地域移行実施加算／精神療養病棟入院料／認知症治療病棟入院料１／入院時食事療養／生活療養（Ⅰ）／ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影／脳血管疾患等リハビリテー
ション料（Ⅲ）／運動器リハビリテーション料（Ⅲ）／精神科作業療法
別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

0113613178

医X法X社X X田X科X環器科

053-0832

北海道

苫小牧市

桜木町XXXXXXXXX

0144-71-XXXX

酸素の購入単価

4310310539

医X法X蘇X堂X磨X院X

868-0005

熊本県

人吉市

上青井XXXX

0966-22-XXXX

3510116720

伊X眼XXXXX

750-0008

山口県

下関市

田中町XXXX

083-232-XXXX

一般病棟入院基本料／療養病棟入院基本料／結核病棟入院基本料／障害者施設等入院基本料／診療録管理体制加算２／医師事務作業補助体制加算１／特殊疾患入院施設管理加算／看護補助加算／看護補助加算／療養環境加算／療養病棟療養環境加算１
／感染防止対策加算２／総合評価加算／データ提出加算／退院支援加算／地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１／入院時食事療養／生活療養（Ⅰ）／がん治療連携指導料／ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影／脳血管疾患等リハビリテーション料
時間外対応加算２

1311727213

医X法X社X X木X院X

114-0034

東京都

北区

上十条XXXXXXXX

03-3908-XXXX

時間外対応加算２

1413001989

医X法X社X X林X際Xリニック

242-0005

神奈川県 大和市

西鶴間XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 046-263-XXXX

時間外対応加算２／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

2710116480

石X小X科X院XXX

590-0025

大阪府

堺市堺区

向陵東XXXXXXXX

072-258-XXXX

がん治療連携指導料

4311410239

泉X腸X外X医XXX

869-0502

熊本県

宇城市

松橋町XXXXXX

0964-33-XXXX

時間外対応加算２／地域包括診療加算／有床診療所入院基本料／がん性疼痛緩和指導管理料／ニコチン依存症管理料／がん治療連携指導料／酸素の購入単価

3110211327

民X医XXXXX

683-0845

鳥取県

米子市

旗ケ崎XXXXXXXX

0859-29-XXXX

がん治療連携指導料／歯科治療総合医療管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ）／歯科技工加算１及び２／クラウン・ブリッジ維持管理料／薬剤名等省略

1412104206

医X法XとXたX院XX

248-0005

神奈川県 鎌倉市

雪ノ下XXXXXXXXXXXXXXXX

0467-61-XXXX

地域連携診療計画加算／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料／酸素の購入単価

4210164499

医X法X XまXたX科X

852-8021

長崎県

長崎市

城山町XXXXXXXXXXXXXXXXXX

095-861-XXXX

がん治療連携指導料

1113301843

シXロXムX院XXX

355-0005

埼玉県

東松山市

大字松XXXXX

0493-25-XXXX

1012510499

伊X産X人XXXX

373-0851

群馬県

太田市

飯田町XXX

0276-45-XXXX

一般病棟入院基本料／診療録管理体制加算２／医師事務作業補助体制加算２／看護補助加算／医療安全対策加算２／後発医薬品使用体制加算２／緩和ケア病棟入院料／入院時食事療養／生活療養（Ⅰ）／糖尿病合併症管理料／がん性疼痛緩和指導管理料／
ニコチン依存症管理料／がん治療連携指導料／薬剤管理指導料／医療機器安全管理料１／別添１の「第14の２」の１の(１)に規定する在宅療養支援病院／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料／在宅患者訪問褥瘡管理指導料／ＣＴ撮影及びＭ
時間外対応加算１／有床診療所入院基本料／ハイリスク妊娠管理加算／ＨＰＶ核酸検出及びＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタイプ判定）／酸素の購入単価

4710610421

医X法XみXこXリXッX

906-0007

沖縄県

宮古島市

平良東XXXXXX

0980-73-XXXX

時間外対応加算２／有床診療所入院基本料／ＨＰＶ核酸検出及びＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタイプ判定）

0912310497

多X外X胃X科XXX

321-0214

栃木県

下都賀郡壬生町

大字壬XXXXXXXX

0282-82-XXXX

時間外対応加算１／有床診療所入院基本料／がん治療連携指導料／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料／在宅がん医療総合診療料／酸素の購入単価

1112601607

飯X老X病XンXーXX

357-0016

埼玉県

飯能市

下加治XXXXX

042-974-XXXX

2310604760

おXのX科XXXX

460-0004

愛知県

名古屋市中区

新栄町XXXXXXXXXXXXX

052-971-XXXX

精神病棟入院基本料／診療録管理体制加算１／看護配置加算／看護補助加算／精神科身体合併症管理加算／医療安全対策加算２／患者サポート体制充実加算／後発医薬品使用体制加算１／認知症治療病棟入院料１／入院時食事療養／生活療養（Ⅰ）／薬剤
管理指導料／ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影／運動器リハビリテーション料（Ⅲ）／呼吸器リハビリテーション料（Ⅱ）／認知症患者リハビリテーション料／精神科作業療法／医療保護入院等診療料／酸素の購入単価
がん治療連携指導料／肝炎インターフェロン治療計画料

2210410227

たXやX医XXXX

414-0022

静岡県

伊東市

東松原XXXXX

0557-32-XXXX

時間外対応加算１／時間外対応加算２／酸素の購入単価

2714405871

医X法X池X診X所X池Xクリニック

536-0008

大阪府

大阪市城東区

関目一XXXXXXXX

06-6931-XXXX

がん性疼痛緩和指導管理料／ニコチン依存症管理料／別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所／がん治療連携指導料／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料／在宅がん医療総合診療料／酸素の購入単価

2613400320

医X法X X田X院XX

629-0341

京都府

南丹市

日吉町XXXXXXX

0771-72-XXXX

時間外対応加算２／地域包括診療加算／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

1312133486

ろXごX整X外XXX

121-0813

東京都

足立区

竹の塚XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

03-3859-XXXX

運動器リハビリテーション料（Ⅱ）

2212310771

月X医XXXXX

417-0071

静岡県

富士市

国久保XXXXX

0545-52-XXXX

時間外対応加算２／ニコチン依存症管理料／がん治療連携指導料／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料／酸素の購入単価

2410205641

水X病X附X四X市X療X

510-0072

三重県

四日市市

九の城XXXXXX

059-355-XXXX

薬剤名等省略

2311000976

千X寺X婦X科XXX

454-0971

愛知県

名古屋市中川区

富田町XXXXXXXXX

052-431-XXXX

時間外対応加算１／有床診療所入院基本料／ハイリスク妊娠管理加算／ニコチン依存症管理料／ＨＰＶ核酸検出及びＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタイプ判定）／酸素の購入単価

4015419213

医X法X X松X科X腸X医院

822-0002

福岡県

直方市

大字頓XXXXXXX

09492-6-XXXX

在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料／酸素の購入単価

2712503321

医X法X X月X X医X

563-0032

大阪府

池田市

石橋４XXXXXXXXXXXX

072-762-XXXX

時間外対応加算２／ニコチン依存症管理料／がん治療連携指導料

2410801837

小X循X器X・X科XX

516-0804

三重県

伊勢市

御薗町XXXXXX

0596-21-XXXX

がん性疼痛緩和指導管理料／がん治療連携指導料／検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料／酸素の購入単価

1116503866

あXあXクXニXクXX

330-0854

埼玉県

さいたま市大宮区

桜木町XXXXXXXXX

048-650-XXXX

ヘッドアップティルト試験／ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影

2214200038

榎X内XクXニXクXX

420-0923

静岡県

静岡市葵区

川合２XXXX

054-208-XXXX

ニコチン依存症管理料／がん治療連携指導料

0110414513

医X法X社X X谷X科Xリニック

063-0811

北海道

札幌市西区

琴似１XXXXXXXXX

011-643-XXXX

ニコチン依存症管理料／外来後発医薬品使用体制加算

1312925022

医X法X社X XじX整X外科クリニック

192-0042

東京都

八王子市

中野山XXXXXXXXXX

0426-26-XXXX

時間外対応加算２／在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料／運動器リハビリテーション料（Ⅱ）
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