
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[秋田県]

平成30年 5月 1日 急性期一般入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    103･1127･7 市立横手病院 〒013-8602 一般 （一般入院）第397号       平成26年10月 1日
     横手市根岸町５－３１ 　　一般   225 病棟種別:一般
     0182-32-5001  (0182-36-1782) 一般（感染） 病床区分:一般
                  4 病棟数:4棟
     病床数:182床
     区分:急性期一般入院料１
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     看護配置加算:無
     看護職員夜間配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203･1138･4 平鹿総合病院 〒013-8610 一般 （一般入院）第412号       平成26年10月 1日
     (03･3073･7) 横手市前郷字八ツ口３番１ 　　一般   580 病棟種別:一般
     0182-32-5121  (0182-33-3200) 結核         6 病床区分:一般
     病棟数:8棟
     病床数:410床
     区分:急性期一般入院料１
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
     看護配置加算:無
     看護職員夜間配置加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    308･1148･2 大曲厚生医療センター〒014-0027 一般 （一般入院）第420号       平成27年 8月 1日
     (08･3064･5) 大仙市大曲通町８番６５号 　　一般   433 病棟種別:一般
     0187-63-2111  (0187-63-5406) 一般（感染） 病床区分:一般
     　　感染     4 病棟数:6棟
     病床数:315床
     区分:急性期一般入院料１
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割未満）
     看護配置加算:無
     看護職員夜間配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402･1068･5 能代厚生医療センター〒016-0014 一般       392（一般入院）第425号       平成28年 2月 1日
     能代市落合字上前田地内 精神        60 病棟種別:一般
     0185-52-3111  (0185-55-0123) 一般（感染） 病床区分:一般
                  4 病棟数:7棟
     病床数:348床
     区分:急性期一般入院料１
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[秋田県]

平成30年 5月 1日 急性期一般入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    501･1643･7 市立秋田総合病院 〒010-0933 一般 （一般入院）第428号       平成28年 3月 1日
     (01･3429･5) 秋田市川元松丘町４番３０号 　　一般   374 病棟種別:一般
     018-823-4171  (018-866-7026) 結核        22 病床区分:一般
     精神 病棟数:9棟
     　　精神    60 病床数:365床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601･1120･6 社会医療法人明和会　〒010-8577 一般       450（一般入院）第435号       平成28年 7月 1日
     (01･3427･9) 中通総合病院 秋田市南通みその町３番１５号 病棟種別:一般
     018-833-1122  (018-831-9418) 病床区分:一般
     病棟数:9棟
     病床数:390床
     区分:急性期一般入院料１
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     看護職員夜間配置加算:12対１ 
     配置加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701･1442･4 秋田厚生医療センター〒011-0948 一般       477（一般入院）第450号       平成29年 3月 1日
     秋田市飯島西袋一丁目１番１号 一般（感染） 病棟種別:一般
     018-880-3000  (018-880-3040)              2 病床区分:一般
     病棟数:8棟
     病床数:423床
     区分:急性期一般入院料１
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
     看護職員夜間配置加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    812･1023･9 市立角館総合病院 〒014-0394 一般 （一般入院）第454号       平成29年 4月 1日
     (12･3019･1) 仙北市角館町岩瀬３番地 　　一般   170 病棟種別:一般
     0187-54-2111  (0187-54-2715) 精神 病床区分:一般
     　　精神    36 病棟数:2棟
     病床数:107床
     区分:急性期一般入院料１
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901･1409･3 秋田赤十字病院 〒010-1495 一般 （一般入院）第456号       平成29年 5月 1日
     秋田市上北手猿田字苗代沢２２２　　一般   445 病棟種別:一般
     番地１号 病床区分:一般
     018-829-5000  (018-829-5255) 病棟数:8棟
     病床数:369床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[秋田県]

平成30年 5月 1日 急性期一般入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1005･1060･5 由利組合総合病院 〒015-8511 一般       465（一般入院）第458号       平成29年 6月 1日
     (05･3030･2) 由利本荘市川口字家後３８番地 一般（感染） 病棟種別:一般
     0184-27-1200  (0184-27-1277)              4 病床区分:一般
     病棟数:7棟
     病床数:352床
     区分:急性期一般入院料１
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1104･1019･4 大館市立総合病院 〒017-0885 一般       375（一般入院）第469号       平成28年 4月 1日
     (04･3012･3) 大館市豊町３番１号 一般（感染） 病棟種別:一般
     0186-42-5370  (0186-42-2055)              2 病床区分:一般
     結核         6 病棟数:6棟
     精神        60 病床数:318床
     区分:急性期一般入院料１
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1209･1057･3 かづの厚生病院 〒018-5201 一般 （一般入院）第470号       平成30年 4月 1日
     鹿角市花輪字向畑１８番地 　　一般   199 病棟種別:一般
     0186-23-2111  (0186-23-3653) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:144床
     区分:急性期一般入院料１
     看護配置加算:無
     看護職員夜間配置加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[秋田県]

平成30年 5月 1日 急性期一般入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    111･1030･6 北秋田市民病院 〒018-4221 一般       224（一般入院）第443号       平成28年10月 1日
     (11･3019･3) 北秋田市下杉字上清水沢１６番２一般（感染） 病棟種別:一般
     ９号              4 病床区分:一般
     0186-62-7001  (0186-78-9500) 結核         4 病棟数:3棟
     精神        40 病床数:170床
     療養        48 区分:急性期一般入院料４
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    204･1111･9 大館市立扇田病院 〒018-5701 一般        62（一般入院）第455号       平成29年 5月 1日
     大館市比内町扇田字本道端７番地療養        42 病棟種別:一般
     １ 病床区分:一般
     0186-55-1255  (0186-55-1028) 病棟数:1棟
     病床数:62床
     区分:急性期一般入院料４
     急性期看護補助体制加算:75対
     １
     看護配置加算:無
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
     看護職員夜間配置加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    302･1083･4 独立行政法人地域医療〒016-0851 一般       167（一般入院）第459号       平成29年 7月 1日
     機能推進機構　秋田病能代市緑町５番２２号 病棟種別:一般
     院 0185-52-3271  (0185-54-7892) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:159床
     区分:急性期一般入院料４
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    423･1017･8 湖東厚生病院 〒018-1605 一般       100（一般入院）第461号       平成29年 8月 1日
     南秋田郡八郎潟町川崎字貝保９８ 病棟種別:一般
     番１ 病床区分:一般
     0188-75-2100  (0188-75-5277) 病棟数:1棟
     病床数:56床
     区分:急性期一般入院料４
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割未満）
     看護配置加算:無
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
     看護職員夜間配置加算:無



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[秋田県]

平成30年 5月 1日 急性期一般入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    505･1054･8 本荘第一病院 〒015-0834 一般       158（一般入院）第466号       平成30年 2月 1日
     由利本荘市岩渕下１１０番地 病棟種別:一般
     0184-22-0111  (0184-22-0120) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:118床
     区分:急性期一般入院料４
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    604･1006･1 医療法人健永会　大館〒017-0044 一般        20（一般入院）第473号       平成30年 4月 1日
     (04･3001･6) 記念病院 大館市御成町３丁目２番３号 療養        32 病棟種別:一般
     0186-42-2305  (0186-42-0591) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:急性期一般入院料４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[秋田県]

平成30年 5月 1日 急性期一般入院料５　医科］ 平成30年 6月 1日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    110･1009･2 藤原記念病院 〒010-0201 一般       140（一般入院）第321号       平成24年 4月 1日
     潟上市天王字上江川４７番地 病棟種別:一般
     018-878-3131  (018-878-6900) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:92床
     区分:急性期一般入院料５
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    206･1052･0 男鹿みなと市民病院 〒010-0511 一般       145（一般入院）第375号       平成25年11月 1日
     男鹿市船川港船川字海岸通り１号 病棟種別:一般
     ８番地６ 病床区分:一般
     0185-23-2221  (0185-23-2033) 病棟数:3棟
     病床数:145床
     区分:急性期一般入院料５
     看護配置加算:無
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     看護職員夜間配置加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    302･1058･6 能代山本医師会病院 〒016-0151 一般       165（一般入院）第434号       平成28年 6月 1日
     (02･3063･0) 能代市檜山字新田沢１０５番地の療養        35 病棟種別:一般
     １１ 病床区分:一般
     0185-58-3311  (0185-58-5051) 病棟数:3棟
     病床数:165床
     区分:急性期一般入院料５
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
     夜間急性期看護補助体制加算:
     夜間100対１
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    428･1046･6 羽後町立羽後病院 〒012-1131 一般       114（一般入院）第440号       平成28年 8月 1日
     雄勝郡羽後町西馬音内字大戸道４療養        54 病棟種別:一般
     ４－５ 病床区分:一般
     0183-62-1111  (0183-62-3174) 病棟数:2棟
     病床数:95床
     区分:急性期一般入院料５
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[秋田県]

平成30年 5月 1日 急性期一般入院料５　医科］ 平成30年 6月 1日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    501･1475･4 医療法人　小泉病院 〒010-0001 一般        27（一般入院）第449号       平成29年 3月 1日
     秋田市中通四丁目１番２８号 療養        43 病棟種別:一般
     018-833-6371  (018-836-4035) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:17床
     区分:急性期一般入院料５
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    603･1134･3 市立大森病院 〒013-0525 一般       100（一般入院）第457号       平成29年 6月 1日
     横手市大森町菅生田２４５番地２療養        50 病棟種別:一般
     ０５ 病床区分:一般
     0182-26-2141  (0182-26-2974) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:急性期一般入院料５
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    707･1080･9 雄勝中央病院 〒012-0055 一般 （一般入院）第467号       平成30年 2月 1日
     (07･3042･3) 湯沢市山田字勇ヶ岡２５ 　　一般   376 病棟種別:一般
     0183-73-5000  (0183-73-3749) 一般（感染） 病床区分:一般
                  4 病棟数:4棟
     病床数:215床
     区分:急性期一般入院料５
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割未満）
     看護配置加算:無
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     看護職員夜間配置加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[秋田県]

平成30年 5月 1日 急性期一般入院料６　医科］ 平成30年 6月 1日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101･1579･3 秋田県立脳血管研究セ〒010-0874 一般       169（一般入院）第427号       平成28年 3月 1日
     ンター 秋田市千秋久保田町６番１０号 病棟種別:一般
     018-833-0115  (018-833-0158) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:111床
     区分:急性期一般入院料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    205･1068･8 医療法人　佐藤病院 〒015-0862 一般 （一般入院）第462号       平成29年10月 1日
     由利本荘市小人町１１７番地３ 　　一般    96 病棟種別:一般
     0184-22-6555  (0184-23-2224) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:57床
     区分:急性期一般入院料６
     看護配置加算:無
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    304･1011･1 独立行政法人労働者健〒018-5604 一般       194（一般入院）第472号       平成30年 4月 1日
     (04･3002･4) 康安全機構　秋田労災大館市軽井沢字下岱３０番地 病棟種別:一般
     病院 0186-52-3131  (0186-52-3137) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:急性期一般入院料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[秋田県]

平成30年 5月 1日 急性期一般入院料７　医科］ 平成30年 6月 1日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101･1235･2 医療法人白雄会　白根〒010-0922 一般        53（一般入院）第353号       平成24年 7月 1日
     病院 秋田市旭北栄町５番２９号 病棟種別:一般
     018-862-1330  (018-862-1068) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:53床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[秋田県]

平成30年 5月 1日 地域一般入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    108･1134･2 社会医療法人明和会　〒014-0062 一般        60（一般入院）第471号       平成30年 4月 1日
     大曲中通病院 大仙市大曲上栄町６番４号 療養        46 病棟種別:一般
     0187-63-2131  (0187-63-3901) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:地域一般入院料１
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[秋田県]

平成30年 5月 1日 地域一般入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101･1007･5 医療法人運忠会　土崎〒011-0946 一般        68（一般入院）第157号       平成18年 4月 1日
     (01･3379･2) 病院 秋田市土崎港中央４丁目４番２６療養        42 病棟種別:一般
     号 病床区分:一般
     018-845-4121  (018-845-4124) 病棟数:1棟
     病床数:26床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    205･1066･2 由利本荘医師会病院 〒015-0885 一般       100（一般入院）第267号       平成20年11月 1日
     由利本荘市水林４５６番地４ 療養        50 病棟種別:一般
     0184-22-0054  (0184-22-6738) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    313･1010･4 金病院 〒018-0115 一般 （一般入院）第300号       平成22年 9月 1日
     (13･3009･0) にかほ市象潟町後田３４の１ 　　一般    60 病棟種別:一般
     0184-43-5522  (0184-43-5710) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:地域一般入院料３
     看護補助加算:看護補助加算１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


