
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

[福島県]

平成30年 5月 1日 療養病棟入院基本料　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)

    13211282  今村病院 〒979-1151 一般        36（療養入院）第269号       平成18年 7月 1日
     双葉郡富岡町大字本岡字関ノ前２療養        54 病棟種別:療養
     ４３ 病棟数:1棟
     0240-22-6522  (0240-22-6074) 病床数:54床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    23210342  医療法人西会西病院 〒979-1521 一般        42（療養入院）第273号       平成18年 9月 1日
     双葉郡浪江町大字権現堂字下柳町療養        37 病棟種別:療養
     ６ 病棟数:1棟
     0240-34-2525  (0240-35-4190) 病床数:37床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    33211019  高野病院 〒979-0402 精神        53（療養入院）第317号       平成21年 4月 1日
     双葉郡広野町大字下北迫字東町２療養        65 病棟種別:療養
     １４ 病棟数:1棟
     0240-27-2901  (0240-27-2286) 病床数:65床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40415571  社団医療法人容雅会中〒971-8111 一般        57（療養入院）第362号       平成24年 4月 1日
     村病院 いわき市小名浜大原字下小滝１４療養        41 病棟種別:療養
     ６－２ 介護        42 病棟数:1棟
     0246-53-3141  (0246-54-1503) 病床数:41床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    52810167  公益財団法人会田病院〒969-0213 一般       102（療養入院）第368号       平成24年 4月 1日
     西白河郡矢吹町本町２１６ 療養        91 病棟種別:療養
     0248-42-2121  (0248-42-2348) 病棟数:1棟
     病床数:49床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    61310508  梁川病院 〒960-0776 介護        50（療養入院）第373号       平成24年 4月 1日
     伊達市梁川町字東土橋８ 病棟種別:療養
     024-577-2155  (024-577-1891) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    71010413  医療法人　辰星会　枡〒964-8567 一般        55（療養入院）第386号       平成25年 4月 1日
     (1030243  ) 病院 二本松市本町１－１０３ 療養        54 病棟種別:療養
     0243-22-2828  (0243-23-5267) 病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分: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

[福島県]

平成30年 5月 1日 療養病棟入院基本料　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)

    82911007  医療法人社団　青秀会〒963-5405 療養 （療養入院）第410号       平成27年10月 1日
     　車田病院 東白川郡塙町大字塙字大町３丁目　　療養    34 病棟種別:療養
     ３５番地 病棟数:1棟
     0247-43-1019  (0247-43-3380) 病床数:34床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90316274  郡山市医療介護病院 〒963-8031 療養        40（療養入院）第414号       平成28年 4月 1日
     郡山市上亀田１－１ 介護        80 病棟種別:療養
     024-934-1240  (024-934-1070) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100415928  社団医療法人尚佑会矢〒974-8223 療養        36（療養入院）第457号       平成29年 1月 1日
     吹病院 いわき市佐糠町東１－１８－３ 介護        30 病棟種別:療養
     0246-63-1818  (0246-63-1851) 病棟数:1棟
     病床数:36床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   113011062  ひらた中央病院 〒963-8202 一般        34（療養入院）第460号       平成29年 3月 1日
     石川郡平田村大字上蓬田字清水内療養        88 病棟種別:療養
     ４ 介護        20 病棟数:2棟
     0247-55-3333  病床数:88床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   120417841  公益財団法人ときわ会〒972-8322 一般       150（療養入院）第463号       平成29年 4月 1日
     常磐病院 いわき市常磐上湯長谷町上ノ台５療養        90 病棟種別:療養
     ７ 病床区分:療養
     0246-43-4175  (0246-42-3491) 病棟数:2棟
     病床数:90床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   130411521  医療法人福島アフター〒973-8402 療養        95（療養入院）第464号       平成29年 6月 1日
     ケア協会大河内記念病いわき市内郷御厩町３－９６ 病棟種別:療養
     院 0246-26-2588  (0246-26-4895) 病棟数:2棟
     病床数:90床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   140418195  医療法人社団栄央会　〒979-0141 一般        32（療養入院）第465号       平成29年 6月 1日
     なこそ病院 いわき市勿来町　窪田町通２丁目療養        33 病棟種別:療養
     １１４番地 病床区分:療養
     0246-65-7755  (0246-65-7428) 病棟数:1棟
     病床数:33床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 療養病棟入院基本料　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)

   150310947  一般財団法人太田綜合〒963-1383 一般       403（療養入院）第472号       平成22年 5月 1日
     (0330719  ) 病院附属太田熱海病院郡山市熱海町熱海５－２４０ 療養        96 病棟種別:療養
     024-984-0088  (024-984-3174) 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   160412545  社団医療法人呉羽会呉〒974-8232 一般       163（療養入院）第478号       平成27年 1月 1日
     羽総合病院 いわき市錦町落合１－１ 介護        40 病棟種別:療養
     0246-63-2181  (0246-63-0552) 療養        36 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:36床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   170413584  社団医療法人養生会か〒971-8143 一般       134（療養入院）第479号       平成29年12月 1日
     しま病院 いわき市鹿島町下蔵持字中沢目２療養        98 病棟種別:療養
     ２－１ 病棟数:1棟
     0246-58-8010  (0246-58-8088) 病床数:39床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   180810946  鳴瀬病院 〒966-0087 療養        64（療養入院）第480号       平成29年12月 1日
     喜多方市字稲荷宮７３０７－１ 介護        26 病棟種別:療養
     0241-24-3333  (0241-24-3770) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院料１
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:14床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   190710732  医療法人　三愛会　池〒962-0052 療養       120（療養入院）第482号       平成30年 1月 1日
     田温泉病院 須賀川市西川字隠久保１３６ 病棟種別:療養
     0248-76-2133  (0248-75-5873) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   200312802  桑野協立病院 〒963-8034 一般        87（療養入院）第485号       平成30年 2月 1日
     郡山市島２－９－１８ 療養        33 病棟種別:療養
     024-933-5422  (024-923-6169) 病棟数:1棟
     病床数:33床
     区分: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

[福島県]

平成30年 5月 1日 療養病棟入院基本料　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)

   210312943  医療法人　明信会　今〒963-8024 一般       116（療養入院）第488号       平成30年 3月 1日
     泉西病院 郡山市朝日２－１８－８ 療養        42 病棟種別:療養
     024-934-1515  (024-922-5407) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   220416280  長春館病院 〒970-0103 療養       168（療養入院）第490号       平成30年 4月 1日
     いわき市平藤間字川前６３－２ 病棟種別:療養
     0246-39-3090  (0246-39-3774) 病棟数:3棟
     病床数:168床
     区分:入院料１
     夜間看護加算（療養病棟入院基
     本料の注１３）:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   230417437  医療法人翔洋会磐城中〒971-8112 療養 （療養入院）第491号       平成30年 4月 1日
     央病院 いわき市小名浜南富岡字富士前４　　療養    60 病棟種別:療養
     １ 病棟数:1棟
     0246-53-2267  (0246-54-5756) 病床数:40床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   240418294  医療法人　翔洋会　小〒971-8112 療養        38（療養入院）第492号       平成30年 4月 1日
     名浜中央病院 いわき市小名浜南富岡字薬師前５ 病棟種別:療養
     番地の１ 病棟数:1棟
     0246-53-6631  (0246-53-6632) 病床数:38床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   250810649  医療法人社団日新会　〒966-0041 療養        56（療養入院）第493号       平成30年 4月 1日
     (0830510  ) 入澤病院 喜多方市蒔田３１０６－２ 介護        52 病棟種別:療養
     0241-22-0267  (0241-22-2089) 病棟数:1棟
     病床数:56床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   261210021  医療法人相雲会小野田〒975-0004 一般        97（療養入院）第494号       平成30年 4月 1日
     病院 南相馬市原町区旭町３－２１ 療養        53 病棟種別:療養
     0244-24-1111  (0244-22-2125) 病棟数:1棟
     病床数:53床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   271410035  医療法人慈久会谷病院〒969-1131 一般       131（療養入院）第495号       平成30年 4月 1日
     本宮市本宮字南町裡１４９ 療養        40 病棟種別:療養
     0243-33-2721  (0243-34-2972) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院料２



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 療養病棟入院基本料　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)

   281210336  福島県厚生農業協同組〒979-2442 一般        40（療養入院）第496号       平成30年 4月 1日
     合連合会鹿島厚生病院南相馬市鹿島区横手字川原２ 療養        40 病棟種別:療養
     0244-46-5125  (0244-46-4870) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   290810664  医療法人佐原病院 〒966-0838 一般        35（療養入院）第497号       平成30年 4月 1日
     喜多方市永久７６８９－１ 療養        93 病棟種別:療養
     0241-22-5321  (0241-23-3154) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:93床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   300415498  社団医療法人　至誠会〒974-8232 一般        30（療養入院）第498号       平成30年 4月 1日
     　こうじま慈愛病院 いわき市錦町鈴鹿１０３－１ 療養        90 病棟種別:療養
     0246-63-5141  (0246-62-7080) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:90床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   310910605  医療法人社団茶畑会相〒976-0016 一般        49（療養入院）第499号       平成30年 4月 1日
     (0930427  ) 馬中央病院 相馬市沖ノ内３－５－１８ 療養        48 病棟種別:療養
     0244-36-6611  (0244-35-4234) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   320310525  医療法人郡山病院 〒963-8005 療養        41（療養入院）第500号       平成30年 4月 1日
     郡山市清水台２－７－４ 病棟種別:療養
     024-932-0107  (024-925-0445) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:41床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   330210097  公益財団法人　穴澤病〒965-0801 療養        73（療養入院）第501号       平成30年 4月 1日
     院 会津若松市宮町１－１ 病棟種別:療養
     0242-22-4024  (0242-22-4026) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:73床
     区分:入院料１
     夜間看護加算（療養病棟入院基
     本料の注１３）:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 療養病棟入院基本料　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)

   341210294  医療法人社団青空会大〒975-0001 一般       104（療養入院）第502号       平成30年 4月 1日
     (1230322  ) 町病院 南相馬市原町区大町３－９７ 療養        74 病棟種別:療養
     0244-24-2333  (0244-24-4940) 介護        10 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   350416702  小名浜生協病院 〒971-8151 一般        49（療養入院）第503号       平成30年 4月 1日
     いわき市小名浜岡小名字山ノ神３療養        80 病棟種別:療養
     ２ 病棟数:2棟
     0246-53-4374  (0246-54-2642) 病床数:80床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   360411414  医療法人松尾会松尾病〒970-8026 一般        56（療養入院）第504号       平成30年 4月 1日
     (0433109  ) 院 いわき市平字愛谷町４－１－４ 療養       143 病棟種別:療養
     0246-22-4421  (0246-21-3282) 病棟数:1棟
     病床数:59床
     区分:入院料１
     夜間看護加算（療養病棟入院基
     本料の注１３）:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   370317355  医療法人慈繁会付属　〒963-8841 療養        85（療養入院）第505号       平成30年 4月 1日
     土屋病院 郡山市山崎７６－１ 介護        14 病棟種別:療養
     024-932-5425  (024-932-5450) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:65床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   380411737  医療法人常磐会いわき〒972-8321 一般        48（療養入院）第507号       平成30年 4月 1日
     湯本病院 いわき市常磐湯本町台山６ 療養       106 病棟種別:療養
     0246-42-3188  (0246-43-7354) 病棟数:2棟
     病床数:106床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   390310640  公益財団法人　湯浅報〒963-8833 一般        51（療養入院）第508号       平成28年 9月 1日
     (0334653  ) 恩会　寿泉堂香久山病郡山市香久池一丁目１８－１１ 療養       152 病棟種別:療養
     院 024-932-6368  (024-922-7178) 介護        47 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:101床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 療養病棟入院基本料　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)

   400410838  松村総合病院 〒970-8026 一般       164（療養入院）第509号       平成30年 5月 1日
     いわき市平字小太郎町１－１ 療養        35 病棟種別:療養
     0246-23-2161  (0246-22-9965) 病棟数:1棟
     病床数:35床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   413111573  公立小野町地方綜合病〒963-3401 一般        60（療養入院）第510号       平成30年 5月 1日
     院 田村郡小野町大字小野新町字槻木療養        59 病棟種別:療養
     内６番地２ 病床区分:療養
     0247-72-3181  (0247-72-3837) 病棟数:1棟
     病床数:59床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   422710086  福島県厚生農業協同組〒969-6264 一般        58（療養入院）第511号       平成30年 5月 1日
     合連合会高田厚生病院大沼郡会津美里町字高田甲２９８療養        50 病棟種別:療養
     １ 精神        91 病床区分:療養
     0242-54-2211  (0242-54-6709) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   430211681  芦ノ牧温泉病院 〒969-5147 療養       120（療養入院）第512号       平成30年 5月 1日
     会津若松市大戸町大字芦ノ牧字壇 病棟種別:療養
     ノ下８１１－１ 病床区分:療養
     0242-92-3241  (0242-92-3244) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 超急性期脳卒中加算　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)

    10210246  竹田綜合病院 〒965-8585 一般       693（超急性期）第1号         平成20年 4月 1日
     (0230240  ) 会津若松市山鹿町３－２７ 精神       144
     0242-27-5511  (0242-27-5670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20411497  いわき市立総合磐城共〒973-8555 一般       709（超急性期）第2号         平成20年 4月 1日
     (0430576  ) 立病院 いわき市内郷御厩町久世原１６ 一般（感染）
     0246-26-3151  (0246-26-2224)              6
     結核        46
     精神    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30317074  公益財団法人　星総合〒963-8501 一般       430（超急性期）第12号        平成25年 1月 1日
     (0334356  ) 病院 郡山市向河原町１５９－１
     024-983-5511  (024-983-5588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40316860  公益財団法人　湯浅報〒963-8585 一般       305（超急性期）第13号        平成23年 2月 1日
     (0334232  ) 恩会　寿泉堂綜合病院郡山市駅前１－１－１７
     024-932-6363  (024-939-3303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50312356  一般財団法人太田綜合〒963-8558 一般     1,036（超急性期）第14号        平成24年12月 1日
     (0331501  ) 病院附属太田西ノ内病郡山市西ノ内２－５－２０ 精神        50
     院 024-925-1188  (024-925-7791)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60313586  一般財団法人　脳神経〒963-8563 一般       461（超急性期）第16号        平成20年 4月 1日
     (0332699  ) 疾患研究所附属総合南郡山市八山田７丁目１１５
     東北病院 024-934-5322  (024-934-3165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70116930  公立大学法人福島県立〒960-1295 一般       713（超急性期）第17号        平成22年 6月 1日
     (0133063  ) 医科大学附属病院 福島市光が丘１ 精神        49
     024-547-1111  (024-547-1995) 結核        14
     一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 医師事務作業補助体制加算１　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)

    10212911  医療法人明精会　会津〒969-6192 精神       310（事補１）第27号          平成28年 4月 1日
     (0231594  ) 西病院 会津若松市北会津町東小松２３３一般        68 一般病床数:68床
     ５ 一般病床配置基準:５０対１補
     0242-56-2525  (0242-56-2528) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20116278  一般財団法人脳神経疾〒960-2102 一般 （事補１）第32号          平成28年 4月 1日
     (0133501  ) 患研究所附属　南東北福島市荒井北３－１－１３ 　　一般   189 一般病床数:161床
     福島病院 024-593-5100  (024-593-1115) 療養 一般病床配置基準:５０対１補
     　　療養    44 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30414434  医療法人社団正風会石〒971-8122 一般        48（事補１）第34号          平成28年 4月 1日
     井脳神経外科眼科病院いわき市小名浜林城字塚前３－１ 一般病床数:48床
     0246-58-3121  (0246-58-3020) 一般病床配置基準:５０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    42011154  公立藤田総合病院 〒969-1793 一般       299（事補１）第40号          平成26年 4月 1日
     (2030515  ) 伊達郡国見町大字塚野目字三本木結核        12 一般病床配置基準:５０対１補
     １４ 助体制加算
     024-585-2121  (024-585-5892)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50413584  社団医療法人養生会か〒971-8143 一般       134（事補１）第41号          平成26年10月 1日
     しま病院 いわき市鹿島町下蔵持字中沢目２療養        98 一般病床配置基準:５０対１補
     ２－１ 助体制加算
     0246-58-8010  (0246-58-8088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60312802  桑野協立病院 〒963-8034 一般        87（事補１）第45号          平成28年 4月 1日
     郡山市島２－９－１８ 療養        33 一般病床数:87床
     024-933-5422  (024-923-6169) 一般病床配置基準:２０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70412339  医療法人櫛田病院 〒974-8261 一般        49（事補１）第50号          平成28年10月 1日
     いわき市植田町本町１－１１－１ 一般病床数:49床
     0246-63-3202  (0246-62-7200) 一般病床配置基準:５０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80115577  あづま脳神経外科病院〒960-1101 一般       108（事補１）第58号          平成28年 4月 1日
     福島市大森字柳下１６－１ 療養        60 一般病床数:108床
     024-546-3911  (024-546-9555) 一般病床配置基準:２５対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90410838  松村総合病院 〒970-8026 一般       164（事補１）第70号          平成28年 4月 1日
     いわき市平字小太郎町１－１ 療養        35 一般病床数:164床
     0246-23-2161  (0246-22-9965) 一般病床配置基準:４０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 医師事務作業補助体制加算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)

   100810672  医療法人昨雲会飯塚病〒966-0902 一般       160（事補１）第71号          平成29年 7月 1日
     (0830296  ) 院附属有隣病院 喜多方市松山町村松字北原３６４ 一般病床数:120床
     ３－１ 一般病床配置基準:７５対１補
     0241-24-5021  (0241-24-5024) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   110213208  公立大学法人　福島県〒969-3492 一般       204（事補１）第74号          平成28年 7月 1日
     (0231826  ) 立医科大学会津医療セ会津若松市河東町谷沢字前田２１一般（感染） 一般病床数:201床
     ンター附属病院 番地２              8 一般病床配置基準:２０対１補
     0242-75-2100  (0242-75-3407) 結核        14 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   122810167  公益財団法人会田病院〒969-0213 一般       102（事補１）第75号          平成26年 4月 1日
     西白河郡矢吹町本町２１６ 療養        91 一般病床数:102床
     0248-42-2121  (0248-42-2348) 一般病床配置基準:７５対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   131010413  医療法人　辰星会　枡〒964-8567 一般        55（事補１）第77号          平成29年10月 1日
     (1030243  ) 病院 二本松市本町１－１０３ 療養        54 一般病床数:55床
     0243-22-2828  (0243-23-5267) 一般病床配置基準:２０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   140412545  社団医療法人呉羽会呉〒974-8232 一般       163（事補１）第78号          平成29年10月 1日
     羽総合病院 いわき市錦町落合１－１ 介護        40 一般病床数:163床
     0246-63-2181  (0246-63-0552) 療養        36 一般病床配置基準:４０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   150710021  公立岩瀬病院 〒962-8503 一般       273（事補１）第81号          平成29年11月 1日
     須賀川市北町２０ 一般（感染） 一般病床数:279床
     0248-75-3111  (0248-73-2417)              6 一般病床配置基準:２０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   160116930  公立大学法人福島県立〒960-1295 一般       713（事補１）第83号          平成30年 1月 1日
     (0133063  ) 医科大学附属病院 福島市光が丘１ 精神        49 特定機能病院入院基本料算定病
     024-547-1111  (024-547-1995) 結核        14 床数:755床
     一般（感染） 特定機能病院入院基本料算定病
                  2 床配置基準:５０対１補助体制
     加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   171010660  独立行政法人地域医療〒964-8501 一般       160（事補１）第84号          平成27年10月 1日
     機能推進機構二本松病二本松市成田町１－５５３ 一般病床数:153床
     院 0243-23-1231  (0243-23-5086) 一般病床配置基準:３０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   180317074  公益財団法人　星総合〒963-8501 一般       430（事補１）第85号          平成30年 4月 1日
     (0334356  ) 病院 郡山市向河原町１５９－１ 一般病床数:408床
     024-983-5511  (024-983-5588) 一般病床配置基準:４０対１補
     助体制加算



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 医師事務作業補助体制加算１　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)

   190417841  公益財団法人ときわ会〒972-8322 一般       150（事補１）第86号          平成30年 4月 1日
     常磐病院 いわき市常磐上湯長谷町上ノ台５療養        90 一般病床数:150床
     ７ 一般病床配置基準:４０対１補
     0246-43-4175  (0246-42-3491) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   200710831  医療法人　平心会　須〒962-0022 一般       114（事補１）第87号          平成30年 4月 1日
     賀川病院 須賀川市丸田町１７ 一般病床数:114床
     0248-75-2211  (0248-75-1896) 一般病床配置基準:２０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   211210476  南相馬市立総合病院 〒975-0033 一般       230（事補１）第88号          平成30年 5月 1日
     南相馬市原町区高見町２－５４－ 一般病床数:230床
     ６ 一般病床配置基準:４０対１補
     0244-22-3181  (0244-22-8853) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 医師事務作業補助体制加算２　医科］ 平成30年 6月 1日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    11010561  医療法人辰星会枡記念〒964-0867 一般       216（事補２）第49号          平成24年 3月 1日
     病院 二本松市住吉１００ 一般病床配置基準:７５対１補
     0243-22-3100  (0243-22-3680) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20211772  会津中央病院 〒965-8611 一般       713（事補２）第96号          平成26年 4月 1日
     (0231123  ) 会津若松市鶴賀町１－１ 一般病床配置基準:２５対１補
     0242-25-1515  (0242-24-1529) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30416702  小名浜生協病院 〒971-8151 一般        49（事補２）第148号         平成28年 5月 1日
     いわき市小名浜岡小名字山ノ神３療養        80 一般病床数:49床
     ２ 一般病床配置基準:５０対１補
     0246-53-4374  (0246-54-2642) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40112434  福島第一病院 〒960-8251 一般       196（事補２）第172号         平成29年 3月 1日
     (0132511  ) 福島市北沢又字成出１６－２ 一般病床数:104床
     024-557-5111  (024-557-5064) 一般病床配置基準:４０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50112863  医療生協　わたり病院〒960-8141 一般       135（事補２）第174号         平成25年11月 1日
     福島市渡利字中江町３４ 療養        61 一般病床配置基準:２５対１補
     024-521-2056  (024-521-2926) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60411497  いわき市立総合磐城共〒973-8555 一般       709（事補２）第185号         平成29年 8月 1日
     (0430576  ) 立病院 いわき市内郷御厩町久世原１６ 一般（感染） 一般病床数:697床
     0246-26-3151  (0246-26-2224)              6 一般病床配置基準:２５対１補
     結核        46 助体制加算
     精神    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    72610286  福島県厚生農業協同組〒969-6556 一般       177（事補２）第189号         平成22年 9月 1日
     合連合会　坂下厚生総河沼郡会津坂下町逆水５０ 一般病床数:177床
     合病院 0242-83-3511  (0242-83-2850) 一般病床配置基準:７５対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    83111532  三春町立三春病院 〒963-7752 一般        86（事補２）第203号         平成27年 5月 1日
     田村郡三春町六升蒔５０ 一般病床数:86床
     0247-62-3131  (0247-62-1128) 一般病床配置基準:５０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90511429  福島県厚生農業協同組〒961-0005 一般       455（事補２）第205号         平成28年 9月 1日
     合連合会白河厚生総合白河市豊地上弥次郎２－１ 一般（感染） 一般病床数:425床
     病院 0248-22-2211  (0248-22-2218)              4 一般病床配置基準:３０対１補
     結核        12 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100312356  一般財団法人太田綜合〒963-8558 一般     1,036（事補２）第207号         平成25年 4月 1日
     (0331501  ) 病院附属太田西ノ内病郡山市西ノ内２－５－２０ 精神        50 一般病床数:970床
     院 024-925-1188  (024-925-7791) 一般病床配置基準:７５対１補
     助体制加算



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 医師事務作業補助体制加算２　医科］ 平成30年 6月 1日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   112910041  福島県厚生農業協同組〒963-5493 一般       179（事補２）第210号         平成24年 4月 1日
     合連合会塙厚生病院 東白川郡塙町大字塙字大町１－５精神       124 一般病床数:179床
     0247-43-1145  (0247-43-3394) 一般病床配置基準:４０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   120116989  済生会福島総合病院 〒960-1101 一般       216（事補２）第211号         平成27年 7月 1日
     福島市大森字下原田２５ 一般病床数:216床
     024-544-5171  (024-539-7726) 一般病床配置基準:３０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   130316860  公益財団法人　湯浅報〒963-8585 一般       305（事補２）第212号         平成27年12月 1日
     (0334232  ) 恩会　寿泉堂綜合病院郡山市駅前１－１－１７ 一般病床数:305床
     024-932-6363  (024-939-3303) 一般病床配置基準:１５対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   140110974  福島赤十字病院 〒960-8530 一般       303（事補２）第213号         平成30年 3月 1日
     福島市入江町１１－３１ 一般（感染） 一般病床数:309床
     024-534-6101  (024-531-1721)              6 一般病床配置基準:２５対１補
     精神        39 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   151210336  福島県厚生農業協同組〒979-2442 一般        40（事補２）第214号         平成30年 3月 1日
     合連合会鹿島厚生病院南相馬市鹿島区横手字川原２ 療養        40 一般病床数:40床
     0244-46-5125  (0244-46-4870) 一般病床配置基準:２０対１補
     助体制加算
     療養病棟入院基本料算定病床数
     :40床
     療養病棟入院基本料算定病床配
     置基準:５０対１補助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   160313586  一般財団法人　脳神経〒963-8563 一般       461（事補２）第216号         平成28年 4月 1日
     (0332699  ) 疾患研究所附属総合南郡山市八山田７丁目１１５ 一般病床数:461床
     東北病院 024-934-5322  (024-934-3165) 一般病床配置基準:１５対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   170118035  一般財団法人　大原記〒960-8611 一般       353（事補２）第219号         平成30年 4月 1日
     (0133626  ) 念財団　大原綜合病院福島市上町６番１号 一般病床数:353床
     024-526-0300  (024-526-0342) 一般病床配置基準:２５対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   181310318  北福島医療センター 〒960-0502 一般       226（事補２）第220号         平成30年 3月 1日
     (1330015  ) 伊達市箱崎字東２３－１ 一般病床数:226床
     024-551-0551  (024-551-0808) 一般病床配置基準:２０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 医師事務作業補助体制加算２　医科］ 平成30年 6月 1日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   190210246  竹田綜合病院 〒965-8585 一般       693（事補２）第221号         平成30年 5月 1日
     (0230240  ) 会津若松市山鹿町３－２７ 精神       144 一般病床数:681床
     0242-27-5511  (0242-27-5670) 一般病床配置基準:１５対１補
     助体制加算
     精神科救急入院料等算定病床数
     :48床
     精神科救急入院料等算定病床配
     置基準:１５対１補助体制加算
     精神病棟入院基本料算定病床数
     :96床
     精神病棟入院基本料算定病床配
     置基準:７５対１補助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   200411489  独立行政法人労働者健〒973-8403 一般       406（事補２）第222号         平成28年12月 1日
     (0430550  ) 康安全機構福島労災病いわき市内郷綴町沼尻３ 一般病床数:336床
     院 0246-26-1111  (0246-26-1322) 一般病床配置基準:２５対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 急性期看護補助体制加算　医科］ 平成30年 6月 1日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10312356  一般財団法人太田綜合〒963-8558 一般     1,036（急性看補）第133号       平成26年10月 1日
     (0331501  ) 病院附属太田西ノ内病郡山市西ノ内２－５－２０ 精神        50 急性期看護補助体制加算の届出
     院 024-925-1188  (024-925-7791) 区分:50対１
     急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20710831  医療法人　平心会　須〒962-0022 一般       114（急性看補）第154号       平成26年10月 1日
     賀川病院 須賀川市丸田町１７ 急性期看護補助体制加算の届出
     0248-75-2211  (0248-75-1896) 区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30411497  いわき市立総合磐城共〒973-8555 一般       709（急性看補）第159号       平成26年11月 1日
     (0430576  ) 立病院 いわき市内郷御厩町久世原１６ 一般（感染） 急性期看護補助体制加算の届出
     0246-26-3151  (0246-26-2224)              6 区分:50対１
     結核        46 急性期看護補助体制加算の区分
     精神    :50対1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40211772  会津中央病院 〒965-8611 一般       713（急性看補）第177号       平成27年11月 1日
     (0231123  ) 会津若松市鶴賀町１－１ 急性期看護補助体制加算の届出
     0242-25-1515  (0242-24-1529) 区分:50対１
     急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50213208  公立大学法人　福島県〒969-3492 一般       204（急性看補）第191号       平成28年 6月 1日
     (0231826  ) 立医科大学会津医療セ会津若松市河東町谷沢字前田２１一般（感染） 急性期看護補助体制加算の届出
     ンター附属病院 番地２              8 区分:25対１（看護補助者５割
     0242-75-2100  (0242-75-3407) 結核        14 以上）
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60316860  公益財団法人　湯浅報〒963-8585 一般       305（急性看補）第199号       平成28年 8月 1日
     (0334232  ) 恩会　寿泉堂綜合病院郡山市駅前１－１－１７ 急性期看護補助体制加算の届出
     024-932-6363  (024-939-3303) 区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70313586  一般財団法人　脳神経〒963-8563 一般       461（急性看補）第203号       平成28年 9月 1日
     (0332699  ) 疾患研究所附属総合南郡山市八山田７丁目１１５ 急性期看護補助体制加算の届出
     東北病院 024-934-5322  (024-934-3165) 区分:50対１
     急性期看護補助体制加算の区分
     :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

[福島県]

平成30年 5月 1日 急性期看護補助体制加算　医科］ 平成30年 6月 1日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    80110974  福島赤十字病院 〒960-8530 一般       303（急性看補）第204号       平成28年 9月 1日
     福島市入江町１１－３１ 一般（感染） 急性期看護補助体制加算の届出
     024-534-6101  (024-531-1721)              6 区分:50対１
     精神        39 急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90511429  福島県厚生農業協同組〒961-0005 一般       455（急性看補）第205号       平成28年 9月 1日
     合連合会白河厚生総合白河市豊地上弥次郎２－１ 一般（感染） 急性期看護補助体制加算の届出
     病院 0248-22-2211  (0248-22-2218)              4 区分:50対１
     結核        12 急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100112863  医療生協　わたり病院〒960-8141 一般       135（急性看補）第206号       平成28年10月 1日
     福島市渡利字中江町３４ 療養        61 急性期看護補助体制加算の届出
     024-521-2056  (024-521-2926) 区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   110116278  一般財団法人脳神経疾〒960-2102 一般 （急性看補）第208号       平成28年10月 1日
     (0133501  ) 患研究所附属　南東北福島市荒井北３－１－１３ 　　一般   189 急性期看護補助体制加算の届出
     福島病院 024-593-5100  (024-593-1115) 療養 区分:50対１
     　　療養    44 急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   120116989  済生会福島総合病院 〒960-1101 一般       216（急性看補）第209号       平成28年10月 1日
     福島市大森字下原田２５ 急性期看護補助体制加算の届出
     024-544-5171  (024-539-7726) 区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     看護職員夜間配置加算:無
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   130312802  桑野協立病院 〒963-8034 一般        87（急性看補）第210号       平成28年10月 1日
     郡山市島２－９－１８ 療養        33 急性期看護補助体制加算の届出
     024-933-5422  (024-923-6169) 区分:50対１
     急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   140312943  医療法人　明信会　今〒963-8024 一般       116（急性看補）第211号       平成28年10月 1日
     泉西病院 郡山市朝日２－１８－８ 療養        42 急性期看護補助体制加算の届出
     024-934-1515  (024-922-5407) 区分:50対１
     看護配置加算:無
     急性期看護補助体制加算の区分
     :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

[福島県]

平成30年 5月 1日 急性期看護補助体制加算　医科］ 平成30年 6月 1日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   150312471  一般財団法人慈山会医〒963-0105 一般       230（急性看補）第212号       平成28年10月 1日
     学研究所付属坪井病院郡山市安積町長久保１－１０－１ 急性期看護補助体制加算の届出
     ３ 区分:50対１
     024-946-0808  (024-947-0035) 急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   160212911  医療法人明精会　会津〒969-6192 精神       310（急性看補）第213号       平成28年10月 1日
     (0231594  ) 西病院 会津若松市北会津町東小松２３３一般        68 急性期看護補助体制加算の届出
     ５ 区分:25対１（看護補助者５割
     0242-56-2525  (0242-56-2528) 以上）
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   170317074  公益財団法人　星総合〒963-8501 一般       430（急性看補）第214号       平成28年10月 1日
     (0334356  ) 病院 郡山市向河原町１５９－１ 急性期看護補助体制加算の届出
     024-983-5511  (024-983-5588) 区分:50対１
     急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   180412545  社団医療法人呉羽会呉〒974-8232 一般       163（急性看補）第223号       平成28年10月 1日
     羽総合病院 いわき市錦町落合１－１ 介護        40 急性期看護補助体制加算の届出
     0246-63-2181  (0246-63-0552) 療養        36 区分:50対１
     急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   192810167  公益財団法人会田病院〒969-0213 一般       102（急性看補）第224号       平成28年10月 1日
     西白河郡矢吹町本町２１６ 療養        91 急性期看護補助体制加算の届出
     0248-42-2121  (0248-42-2348) 区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   201010660  独立行政法人地域医療〒964-8501 一般       160（急性看補）第226号       平成28年10月 1日
     機能推進機構二本松病二本松市成田町１－５５３ 急性期看護補助体制加算の届出
     院 0243-23-1231  (0243-23-5086) 区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   211210294  医療法人社団青空会大〒975-0001 一般       104（急性看補）第227号       平成28年10月 1日
     (1230322  ) 町病院 南相馬市原町区大町３－９７ 療養        74 急性期看護補助体制加算の届出
     0244-24-2333  (0244-24-4940) 介護        10 区分:50対１
     看護職員夜間配置加算:無
     急性期看護補助体制加算の区分
     :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

[福島県]

平成30年 5月 1日 急性期看護補助体制加算　医科］ 平成30年 6月 1日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   220511254  医療法人社団　恵周会〒961-0092 一般       150（急性看補）第229号       平成28年10月 1日
     　白河病院 白河市六反山１０－１ 急性期看護補助体制加算の届出
     0248-23-2700  (0248-23-4609) 区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     看護職員夜間配置加算:無
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   230910605  医療法人社団茶畑会相〒976-0016 一般        49（急性看補）第230号       平成28年10月 1日
     (0930427  ) 馬中央病院 相馬市沖ノ内３－５－１８ 療養        48 急性期看護補助体制加算の届出
     0244-36-6611  (0244-35-4234) 区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   242710086  福島県厚生農業協同組〒969-6264 一般        58（急性看補）第236号       平成29年 2月 1日
     合連合会高田厚生病院大沼郡会津美里町字高田甲２９８療養        50 急性期看護補助体制加算の届出
     １ 精神        91 区分:25対１（看護補助者５割
     0242-54-2211  (0242-54-6709) 未満）
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割未満）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   252910041  福島県厚生農業協同組〒963-5493 一般       179（急性看補）第237号       平成29年 3月 1日
     合連合会塙厚生病院 東白川郡塙町大字塙字大町１－５精神       124 急性期看護補助体制加算の届出
     0247-43-1145  (0247-43-3394) 区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   261010413  医療法人　辰星会　枡〒964-8567 一般        55（急性看補）第239号       平成29年 4月 1日
     (1030243  ) 病院 二本松市本町１－１０３ 療養        54 夜間看護体制加算:有
     0243-22-2828  (0243-23-5267) 急性期看護補助体制加算の届出
     区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     夜間急性期看護補助体制加算の
     届出区分:夜間50対１
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   270417841  公益財団法人ときわ会〒972-8322 一般       150（急性看補）第241号       平成29年 4月 1日
     常磐病院 いわき市常磐上湯長谷町上ノ台５療養        90 急性期看護補助体制加算の届出
     ７ 区分:50対１
     0246-43-4175  (0246-42-3491) 急性期看護補助体制加算の区分
     :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

[福島県]

平成30年 5月 1日 急性期看護補助体制加算　医科］ 平成30年 6月 1日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   280710021  公立岩瀬病院 〒962-8503 一般       273（急性看補）第244号       平成29年 5月 1日
     須賀川市北町２０ 一般（感染） 急性期看護補助体制加算の届出
     0248-75-3111  (0248-73-2417)              6 区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   291010561  医療法人辰星会枡記念〒964-0867 一般       216（急性看補）第247号       平成29年 6月 1日
     病院 二本松市住吉１００ 夜間看護体制加算:有
     0243-22-3100  (0243-22-3680) 急性期看護補助体制加算の届出
     区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     夜間急性期看護補助体制加算の
     届出区分:夜間50対１
     看護職員夜間配置加算:無
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   301310318  北福島医療センター 〒960-0502 一般       226（急性看補）第248号       平成29年 6月 1日
     (1330015  ) 伊達市箱崎字東２３－１ 急性期看護補助体制加算の届出
     024-551-0551  (024-551-0808) 区分:25対１（看護補助者５割
     未満）
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割未満）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   310810672  医療法人昨雲会飯塚病〒966-0902 一般       160（急性看補）第249号       平成29年 7月 1日
     (0830296  ) 院附属有隣病院 喜多方市松山町村松字北原３６４ 急性期看護補助体制加算の届出
     ３－１ 区分:25対１（看護補助者５割
     0241-24-5021  (0241-24-5024) 以上）
     看護職員夜間配置加算:無
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   322011154  公立藤田総合病院 〒969-1793 一般       299（急性看補）第252号       平成28年10月 1日
     (2030515  ) 伊達郡国見町大字塚野目字三本木結核        12 急性期看護補助体制加算の届出
     １４ 区分:25対１（看護補助者５割
     024-585-2121  (024-585-5892) 未満）
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割未満）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 急性期看護補助体制加算　医科］ 平成30年 6月 1日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   330115577  あづま脳神経外科病院〒960-1101 一般       108（急性看補）第253号       平成29年 8月 1日
     福島市大森字柳下１６－１ 療養        60 夜間看護体制加算:有
     024-546-3911  (024-546-9555) 急性期看護補助体制加算の届出
     区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     夜間急性期看護補助体制加算の
     届出区分:夜間50対１
     看護職員夜間配置加算:有
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   340416702  小名浜生協病院 〒971-8151 一般        49（急性看補）第255号       平成29年10月 1日
     いわき市小名浜岡小名字山ノ神３療養        80 急性期看護補助体制加算の届出
     ２ 区分:50対１
     0246-53-4374  (0246-54-2642) 急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   351210476  南相馬市立総合病院 〒975-0033 一般       230（急性看補）第256号       平成29年11月 1日
     南相馬市原町区高見町２－５４－ 急性期看護補助体制加算の届出
     ６ 区分:50対１
     0244-22-3181  (0244-22-8853) 急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   363310704  渡辺病院 〒979-2611 一般 （急性看補）第257号       平成29年12月 1日
     (3330450  ) 相馬郡新地町駒ケ嶺字原９２ 　　一般   140 急性期看護補助体制加算の届出
     0244-63-2100  (0244-63-2122) 区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     夜間急性期看護補助体制加算の
     届出区分:夜間100対１
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   370118035  一般財団法人　大原記〒960-8611 一般       353（急性看補）第259号       平成30年 1月 1日
     (0133626  ) 念財団　大原綜合病院福島市上町６番１号 急性期看護補助体制加算の届出
     024-526-0300  (024-526-0342) 区分:50対１
     急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   380116930  公立大学法人福島県立〒960-1295 一般       713（急性看補）第260号       平成30年 2月 1日
     (0133063  ) 医科大学附属病院 福島市光が丘１ 精神        49 急性期看護補助体制加算の届出
     024-547-1111  (024-547-1995) 結核        14 区分:25対１（看護補助者５割
     一般（感染） 未満）
                  2 急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割未満）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 急性期看護補助体制加算　医科］ 平成30年 6月 1日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   390210246  竹田綜合病院 〒965-8585 一般       693（急性看補）第261号       平成30年 2月 1日
     (0230240  ) 会津若松市山鹿町３－２７ 精神       144 急性期看護補助体制加算の届出
     0242-27-5511  (0242-27-5670) 区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   403111532  三春町立三春病院 〒963-7752 一般        86（急性看補）第262号       平成30年 4月 1日
     田村郡三春町六升蒔５０ 急性期看護補助体制加算の届出
     0247-62-3131  (0247-62-1128) 区分:25対１（看護補助者５割
     未満）
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割未満）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   411210336  福島県厚生農業協同組〒979-2442 一般        40（急性看補）第264号       平成30年 4月 1日
     合連合会鹿島厚生病院南相馬市鹿島区横手字川原２ 療養        40 急性期看護補助体制加算の届出
     0244-46-5125  (0244-46-4870) 区分:50対１
     急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   420410838  松村総合病院 〒970-8026 一般       164（急性看補）第265号       平成30年 5月 1日
     いわき市平字小太郎町１－１ 療養        35 急性期看護補助体制加算の届出
     0246-23-2161  (0246-22-9965) 区分:25対１（看護補助者５割
     未満）
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割未満）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   432610286  福島県厚生農業協同組〒969-6556 一般       177（急性看補）第266号       平成30年 5月 1日
     合連合会　坂下厚生総河沼郡会津坂下町逆水５０ 急性期看護補助体制加算の届出
     合病院 0242-83-3511  (0242-83-2850) 区分:25対１（看護補助者５割
     未満）
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割未満）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 栄養サポートチーム加算　医科］ 平成30年 6月 1日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10412545  社団医療法人呉羽会呉〒974-8232 一般       163（栄養チ）第23号          平成28年 4月 1日
     羽総合病院 いわき市錦町落合１－１ 介護        40
     0246-63-2181  (0246-63-0552) 療養        36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20316860  公益財団法人　湯浅報〒963-8585 一般       305（栄養チ）第38号          平成24年 7月 1日
     (0334232  ) 恩会　寿泉堂綜合病院郡山市駅前１－１－１７
     024-932-6363  (024-939-3303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30312471  一般財団法人慈山会医〒963-0105 一般       230（栄養チ）第42号          平成29年 9月 1日
     学研究所付属坪井病院郡山市安積町長久保１－１０－１
     ３
     024-946-0808  (024-947-0035)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40210246  竹田綜合病院 〒965-8585 一般       693（栄養チ）第46号          平成29年10月 1日
     (0230240  ) 会津若松市山鹿町３－２７ 精神       144
     0242-27-5511  (0242-27-5670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50118035  一般財団法人　大原記〒960-8611 一般       353（栄養チ）第47号          平成30年 1月 1日
     (0133626  ) 念財団　大原綜合病院福島市上町６番１号
     024-526-0300  (024-526-0342)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60511429  福島県厚生農業協同組〒961-0005 一般       455（栄養チ）第48号          平成24年 4月 1日
     合連合会白河厚生総合白河市豊地上弥次郎２－１ 一般（感染）
     病院 0248-22-2211  (0248-22-2218)              4
     結核        12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    71210476  南相馬市立総合病院 〒975-0033 一般       230（栄養チ）第49号          平成30年 4月 1日
     南相馬市原町区高見町２－５４－
     ６
     0244-22-3181  (0244-22-8853)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80211772  会津中央病院 〒965-8611 一般       713（栄養チ）第50号          平成23年 4月 1日
     (0231123  ) 会津若松市鶴賀町１－１
     0242-25-1515  (0242-24-1529)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90417841  公益財団法人ときわ会〒972-8322 一般       150（栄養チ）第51号          平成26年 6月 1日
     常磐病院 いわき市常磐上湯長谷町上ノ台５療養        90
     ７
     0246-43-4175  (0246-42-3491)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100213208  公立大学法人　福島県〒969-3492 一般       204（栄養チ）第52号          平成25年 5月12日
     (0231826  ) 立医科大学会津医療セ会津若松市河東町谷沢字前田２１一般（感染）
     ンター附属病院 番地２              8
     0242-75-2100  (0242-75-3407) 結核        14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 医療安全対策加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10310558  針生ケ丘病院 〒963-0201 精神       451（医療安全１）第35号      平成20年 4月 1日
     (0331493  ) 郡山市大槻町字天正坦１１ 届出区分：医療安全対策加算１
     024-932-0201  (024-925-0166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    23211209  福島県立大野病院 〒979-1308 一般       146（医療安全１）第36号      平成20年 4月 1日
     双葉郡大熊町大字下野上字大野９一般（感染） 届出区分：医療安全対策加算１
     ８－１              4
     0240-32-7033  (0240-32-2890)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30311184  社会医療法人あさかホ〒963-0198 精神       495（医療安全１）第45号      平成20年 4月 1日
     (0331006  ) スピタル 郡山市安積町笹川字経坦４５ 届出区分：医療安全対策加算１
     024-945-1701  (024-945-1703)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40413584  社団医療法人養生会か〒971-8143 一般       134（医療安全１）第50号      平成20年 4月 1日
     しま病院 いわき市鹿島町下蔵持字中沢目２療養        98 届出区分：医療安全対策加算１
     ２－１
     0246-58-8010  (0246-58-8088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50211772  会津中央病院 〒965-8611 一般       713（医療安全１）第64号      平成20年 4月 1日
     (0231123  ) 会津若松市鶴賀町１－１ 届出区分：医療安全対策加算１
     0242-25-1515  (0242-24-1529)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    62910041  福島県厚生農業協同組〒963-5493 一般       179（医療安全１）第111号     平成23年 6月 1日
     合連合会塙厚生病院 東白川郡塙町大字塙字大町１－５精神       124 届出区分：医療安全対策加算１
     0247-43-1145  (0247-43-3394)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    72610286  福島県厚生農業協同組〒969-6556 一般       177（医療安全１）第116号     平成24年 4月 1日
     合連合会　坂下厚生総河沼郡会津坂下町逆水５０ 届出区分：医療安全対策加算１
     合病院 0242-83-3511  (0242-83-2850)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80910449  公立相馬総合病院 〒976-0011 一般       230（医療安全１）第124号     平成25年 6月 1日
     相馬市新沼字坪ヶ迫１４２ 届出区分：医療安全対策加算１
     0244-36-5101  (0244-35-5819)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90212911  医療法人明精会　会津〒969-6192 精神       310（医療安全１）第131号     平成26年 2月 1日
     (0231594  ) 西病院 会津若松市北会津町東小松２３３一般        68 届出区分：医療安全対策加算１
     ５
     0242-56-2525  (0242-56-2528)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100213208  公立大学法人　福島県〒969-3492 一般       204（医療安全１）第136号     平成25年 5月12日
     (0231826  ) 立医科大学会津医療セ会津若松市河東町谷沢字前田２１一般（感染） 届出区分：医療安全対策加算１
     ンター附属病院 番地２              8
     0242-75-2100  (0242-75-3407) 結核        14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   115010039  独立行政法人国立病院〒970-0224 一般       180（医療安全１）第143号     平成20年 4月 1日
     機構いわき病院 いわき市平豊間字兎渡路２９１ 届出区分：医療安全対策加算１
     0246-55-8261  (0246-55-5052)



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 医療安全対策加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   120116930  公立大学法人福島県立〒960-1295 一般       713（医療安全１）第150号     平成22年 4月 1日
     (0133063  ) 医科大学附属病院 福島市光が丘１ 精神        49 届出区分：医療安全対策加算１
     024-547-1111  (024-547-1995) 結核        14
     一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   130210246  竹田綜合病院 〒965-8585 一般       693（医療安全１）第153号     平成20年 4月 1日
     (0230240  ) 会津若松市山鹿町３－２７ 精神       144 届出区分：医療安全対策加算１
     0242-27-5511  (0242-27-5670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   142810167  公益財団法人会田病院〒969-0213 一般       102（医療安全１）第154号     平成28年 5月 1日
     西白河郡矢吹町本町２１６ 療養        91 届出区分：医療安全対策加算１
     0248-42-2121  (0248-42-2348)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   151210476  南相馬市立総合病院 〒975-0033 一般       230（医療安全１）第155号     平成26年 4月 1日
     南相馬市原町区高見町２－５４－ 届出区分：医療安全対策加算１
     ６
     0244-22-3181  (0244-22-8853)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   162810043  福島県立矢吹病院 〒969-0284 精神       196（医療安全１）第163号     平成30年 4月 1日
     (2830179  ) 西白河郡矢吹町滝八幡１００ 届出区分：医療安全対策加算１
     0248-42-3111  (0248-44-2551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   170110974  福島赤十字病院 〒960-8530 一般       303（医療安全１）第164号     平成30年 4月 1日
     福島市入江町１１－３１ 一般（感染） 医療安全対策地域連携加算：医
     024-534-6101  (024-531-1721)              6 療安全対策地域連携加算１
     精神        39 届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   180112863  医療生協　わたり病院〒960-8141 一般       135（医療安全１）第165号     平成30年 4月 1日
     福島市渡利字中江町３４ 療養        61 医療安全対策地域連携加算：医
     024-521-2056  (024-521-2926) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   190118035  一般財団法人　大原記〒960-8611 一般       353（医療安全１）第166号     平成30年 4月 1日
     (0133626  ) 念財団　大原綜合病院福島市上町６番１号 医療安全対策地域連携加算：医
     024-526-0300  (024-526-0342) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   200116989  済生会福島総合病院 〒960-1101 一般       216（医療安全１）第167号     平成30年 4月 1日
     福島市大森字下原田２５ 医療安全対策地域連携加算：医
     024-544-5171  (024-539-7726) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   210310947  一般財団法人太田綜合〒963-1383 一般       403（医療安全１）第168号     平成30年 4月 1日
     (0330719  ) 病院附属太田熱海病院郡山市熱海町熱海５－２４０ 療養        96 医療安全対策地域連携加算：医
     024-984-0088  (024-984-3174) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算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

[福島県]

平成30年 5月 1日 医療安全対策加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   220312356  一般財団法人太田綜合〒963-8558 一般     1,036（医療安全１）第169号     平成30年 4月 1日
     (0331501  ) 病院附属太田西ノ内病郡山市西ノ内２－５－２０ 精神        50 医療安全対策地域連携加算：医
     院 024-925-1188  (024-925-7791) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   230313586  一般財団法人　脳神経〒963-8563 一般       461（医療安全１）第170号     平成30年 4月 1日
     (0332699  ) 疾患研究所附属総合南郡山市八山田７丁目１１５ 医療安全対策地域連携加算：医
     東北病院 024-934-5322  (024-934-3165) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   240316860  公益財団法人　湯浅報〒963-8585 一般       305（医療安全１）第171号     平成30年 4月 1日
     (0334232  ) 恩会　寿泉堂綜合病院郡山市駅前１－１－１７ 医療安全対策地域連携加算：医
     024-932-6363  (024-939-3303) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   250317074  公益財団法人　星総合〒963-8501 一般       430（医療安全１）第172号     平成30年 4月 1日
     (0334356  ) 病院 郡山市向河原町１５９－１ 医療安全対策地域連携加算：医
     024-983-5511  (024-983-5588) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   260411489  独立行政法人労働者健〒973-8403 一般       406（医療安全１）第173号     平成30年 4月 1日
     (0430550  ) 康安全機構福島労災病いわき市内郷綴町沼尻３ 医療安全対策地域連携加算：医
     院 0246-26-1111  (0246-26-1322) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   270411497  いわき市立総合磐城共〒973-8555 一般       709（医療安全１）第174号     平成30年 4月 1日
     (0430576  ) 立病院 いわき市内郷御厩町久世原１６ 一般（感染） 医療安全対策地域連携加算：医
     0246-26-3151  (0246-26-2224)              6 療安全対策地域連携加算１
     結核        46 届出区分：医療安全対策加算１
     精神    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   280417841  公益財団法人ときわ会〒972-8322 一般       150（医療安全１）第175号     平成30年 4月 1日
     常磐病院 いわき市常磐上湯長谷町上ノ台５療養        90 医療安全対策地域連携加算：医
     ７ 療安全対策地域連携加算１
     0246-43-4175  (0246-42-3491) 届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   290511429  福島県厚生農業協同組〒961-0005 一般       455（医療安全１）第176号     平成30年 4月 1日
     合連合会白河厚生総合白河市豊地上弥次郎２－１ 一般（感染） 医療安全対策地域連携加算：医
     病院 0248-22-2211  (0248-22-2218)              4 療安全対策地域連携加算１
     結核        12 届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   300710021  公立岩瀬病院 〒962-8503 一般       273（医療安全１）第177号     平成30年 4月 1日
     須賀川市北町２０ 一般（感染） 医療安全対策地域連携加算：医
     0248-75-3111  (0248-73-2417)              6 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算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

[福島県]

平成30年 5月 1日 医療安全対策加算１　医科］ 平成30年 6月 1日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   310710831  医療法人　平心会　須〒962-0022 一般       114（医療安全１）第178号     平成30年 4月 1日
     賀川病院 須賀川市丸田町１７ 医療安全対策地域連携加算：医
     0248-75-2211  (0248-75-1896) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   321010413  医療法人　辰星会　枡〒964-8567 一般        55（医療安全１）第179号     平成30年 4月 1日
     (1030243  ) 病院 二本松市本町１－１０３ 療養        54 医療安全対策地域連携加算：医
     0243-22-2828  (0243-23-5267) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   331010561  医療法人辰星会枡記念〒964-0867 一般       216（医療安全１）第180号     平成30年 4月 1日
     病院 二本松市住吉１００ 医療安全対策地域連携加算：医
     0243-22-3100  (0243-22-3680) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   341010660  独立行政法人地域医療〒964-8501 一般       160（医療安全１）第181号     平成30年 4月 1日
     機能推進機構二本松病二本松市成田町１－５５３ 医療安全対策地域連携加算：医
     院 0243-23-1231  (0243-23-5086) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   351310318  北福島医療センター 〒960-0502 一般       226（医療安全１）第182号     平成30年 4月 1日
     (1330015  ) 伊達市箱崎字東２３－１ 医療安全対策地域連携加算：医
     024-551-0551  (024-551-0808) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   362011154  公立藤田総合病院 〒969-1793 一般       299（医療安全１）第183号     平成30年 4月 1日
     (2030515  ) 伊達郡国見町大字塚野目字三本木結核        12 医療安全対策地域連携加算：医
     １４ 療安全対策地域連携加算１
     024-585-2121  (024-585-5892) 届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   375010021  独立行政法人国立病院〒962-8507 一般       303（医療安全１）第184号     平成30年 4月 1日
     機構　福島病院 須賀川市芦田塚１３ 医療安全対策地域連携加算：医
     0248-75-2131  (0248-76-2382) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   380114687  一般財団法人大原記念〒960-0102 一般       125（医療安全１）第185号     平成30年 4月 1日
     財団大原医療センター福島市鎌田字中江３３ 医療安全対策地域連携加算：医
     024-554-2001  (024-554-2014) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   390312471  一般財団法人慈山会医〒963-0105 一般       230（医療安全１）第186号     平成30年 5月 1日
     学研究所付属坪井病院郡山市安積町長久保１－１０－１ 医療安全対策地域連携加算：医
     ３ 療安全対策地域連携加算１
     024-946-0808  (024-947-0035) 届出区分：医療安全対策加算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

[福島県]

平成30年 5月 1日 医療安全対策加算２　医科］ 平成30年 6月 1日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    11210443  小高赤坂病院 〒979-2101 精神       104（医療安全２）第72号      平成22年 4月 1日
     南相馬市小高区片草字秩父山２４
     0244-44-5121  (0244-44-3381)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    22511120  磐梯町医療センター 〒969-3301 一般        19（医療安全２）第79号      平成22年 4月 1日
     (2530415  ) 耶麻郡磐梯町大字磐梯字諏訪山２
     ９２６
     0242-73-2110  (0242-73-3563)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    32710086  福島県厚生農業協同組〒969-6264 一般        58（医療安全２）第85号      平成22年 4月 1日
     合連合会高田厚生病院大沼郡会津美里町字高田甲２９８療養        50
     １ 精神        91
     0242-54-2211  (0242-54-6709)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    43210524  福島県厚生農業協同組〒979-1472 一般       120（医療安全２）第88号      平成22年 4月 1日
     合連合会双葉厚生病院双葉郡双葉町大字新山字久保前１精神        70
     ００
     0240-33-2151  (0240-33-2129)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    52511211  猪苗代町立猪苗代病院〒969-3121 一般        65（医療安全２）第90号      平成22年 4月 1日
     耶麻郡猪苗代町字梨木西６５
     0242-62-2350  (0242-62-2353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60910605  医療法人社団茶畑会相〒976-0016 一般        49（医療安全２）第102号     平成22年 7月 1日
     (0930427  ) 馬中央病院 相馬市沖ノ内３－５－１８ 療養        48
     0244-36-6611  (0244-35-4234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70511254  医療法人社団　恵周会〒961-0092 一般       150（医療安全２）第131号     平成26年10月 1日
     　白河病院 白河市六反山１０－１
     0248-23-2700  (0248-23-4609)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80415688  かもめクリニック 〒972-8301 一般        19（医療安全２）第138号     平成28年 4月 1日
     いわき市草木台５－８
     0246-28-1010  (0246-46-0165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    92710441  福島県立宮下病院 〒969-7511 一般        32（医療安全２）第148号     平成29年 2月 1日
     大沼郡三島町大字宮下字水尻１１
     ５０
     0241-52-2321  (0241-52-3133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   101210336  福島県厚生農業協同組〒979-2442 一般        40（医療安全２）第152号     平成27年10月 1日
     合連合会鹿島厚生病院南相馬市鹿島区横手字川原２ 療養        40
     0244-46-5125  (0244-46-4870)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 医療安全対策加算２　医科］ 平成30年 6月 1日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   112310655  福島県立南会津病院 〒967-0006 一般        98（医療安全２）第156号     平成22年 4月 1日
     南会津郡南会津町永田字風下１４
     －１
     0241-62-7111  (0241-62-7307)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   120313198  奥羽大学歯学部附属病〒963-8611 一般        22（医療安全２）第157号     平成24年 4月 1日
     (0331857  ) 院 郡山市富田町字三角堂３１－１
     024-932-8931  (024-938-9192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   130112434  福島第一病院 〒960-8251 一般       196（医療安全２）第158号     平成30年 4月 1日
     (0132511  ) 福島市北沢又字成出１６－２
     024-557-5111  (024-557-5064)
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   140114091  福島西部病院 〒960-8071 一般        99（医療安全２）第159号     平成30年 4月 1日
     (0131778  ) 福島市東中央３－１５
     024-533-2121  (024-533-2123)
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   150114182  きらり健康生活協同組〒960-8055 一般        19（医療安全２）第160号     平成30年 4月 1日
     合　須川診療所 福島市野田町１－１２－７２
     024-531-6311  (024-531-6386)
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   160114810  医療法人社団　敬愛会〒960-8163 一般       128（医療安全２）第161号     平成30年 4月 1日
     　福島南循環器科病院福島市方木田字辻の内３－５
     024-546-1221  (024-546-5100)
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   170115577  あづま脳神経外科病院〒960-1101 一般       108（医療安全２）第162号     平成30年 4月 1日
     福島市大森字柳下１６－１ 療養        60
     024-546-3911  (024-546-9555)
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   180116278  一般財団法人脳神経疾〒960-2102 一般 （医療安全２）第163号     平成30年 4月 1日
     (0133501  ) 患研究所附属　南東北福島市荒井北３－１－１３ 　　一般   189
     福島病院 024-593-5100  (024-593-1115) 療養
     　　療養    44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   190310640  公益財団法人　湯浅報〒963-8833 一般        51（医療安全２）第164号     平成30年 4月 1日
     (0334653  ) 恩会　寿泉堂香久山病郡山市香久池一丁目１８－１１ 療養       152
     院 024-932-6368  (024-922-7178) 介護        47
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 医療安全対策加算２　医科］ 平成30年 6月 1日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   200312943  医療法人　明信会　今〒963-8024 一般       116（医療安全２）第165号     平成30年 4月 1日
     泉西病院 郡山市朝日２－１８－８ 療養        42
     024-934-1515  (024-922-5407)
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   210313172  公益財団法人　星総合〒963-0211 精神       570（医療安全２）第166号     平成30年 4月 1日
     (0331840  ) 病院　星ケ丘病院 郡山市片平町字北三天７
     024-952-6411  (024-952-6643)
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   220316274  郡山市医療介護病院 〒963-8031 療養        40（医療安全２）第167号     平成30年 4月 1日
     郡山市上亀田１－１ 介護        80
     024-934-1240  (024-934-1070)
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   230317132  医療法人社団新生会　〒963-8052 一般       105（医療安全２）第168号     平成30年 4月 1日
     南東北第二病院 郡山市八山田六丁目９５ 療養        51
     024-932-0503  (024-932-0892)
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   240317330  日東病院 〒963-8015 一般        36（医療安全２）第169号     平成30年 4月 1日
     郡山市細沼町３番６号
     024-932-0164  (024-935-6613)
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   250410838  松村総合病院 〒970-8026 一般       164（医療安全２）第170号     平成30年 4月 1日
     いわき市平字小太郎町１－１ 療養        35
     0246-23-2161  (0246-22-9965)
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   260412545  社団医療法人呉羽会呉〒974-8232 一般       163（医療安全２）第171号     平成30年 4月 1日
     羽総合病院 いわき市錦町落合１－１ 介護        40
     0246-63-2181  (0246-63-0552) 療養        36
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   270711516  南東北春日リハビリテ〒962-0817 療養        60（医療安全２）第172号     平成30年 4月 1日
     ーション病院 須賀川市南上町１２３－１
     0248-63-7299  (0248-63-7265)
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   280711706  医療法人　三愛会　池〒962-0001 一般        56（医療安全２）第173号     平成30年 4月 1日
     (0730868  ) 田記念病院 須賀川市森宿字狐石１２９－７ 療養        26
     0248-75-2165  (0248-76-4324)
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 医療安全対策加算２　医科］ 平成30年 6月 1日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   290810672  医療法人昨雲会飯塚病〒966-0902 一般       160（医療安全２）第174号     平成30年 4月 1日
     (0830296  ) 院附属有隣病院 喜多方市松山町村松字北原３６４
     ３－１
     0241-24-5021  (0241-24-5024)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   301410035  医療法人慈久会谷病院〒969-1131 一般       131（医療安全２）第175号     平成30年 4月 1日
     本宮市本宮字南町裡１４９ 療養        40
     0243-33-2721  (0243-34-2972)
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   311410043  東北病院 〒969-1107 精神       212（医療安全２）第176号     平成30年 4月 1日
     本宮市青田字花掛２０
     0243-33-2588  (0243-33-4658)
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   323111532  三春町立三春病院 〒963-7752 一般        86（医療安全２）第177号     平成30年 4月 1日
     田村郡三春町六升蒔５０
     0247-62-3131  (0247-62-1128)
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   333211019  高野病院 〒979-0402 精神        53（医療安全２）第178号     平成30年 4月 1日
     双葉郡広野町大字下北迫字東町２療養        65
     １４
     0240-27-2901  (0240-27-2286)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   340110875  一般財団法人　大原記〒960-8254 精神       182（医療安全２）第179号     平成30年 4月 1日
     念財団　清水病院 福島市南沢又字前田１６－３
     024-557-0215  (024-557-8520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 ハイリスク分娩管理加算　医科］ 平成30年 6月 1日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10110974  福島赤十字病院 〒960-8530 一般       303（ハイ分娩）第26号        平成21年 4月 1日
     福島市入江町１１－３１ 一般（感染）
     024-534-6101  (024-531-1721)              6
     精神        39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20511429  福島県厚生農業協同組〒961-0005 一般       455（ハイ分娩）第31号        平成21年 4月 1日
     合連合会白河厚生総合白河市豊地上弥次郎２－１ 一般（感染）
     病院 0248-22-2211  (0248-22-2218)              4
     結核        12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30411497  いわき市立総合磐城共〒973-8555 一般       709（ハイ分娩）第54号        平成21年 4月 1日
     (0430576  ) 立病院 いわき市内郷御厩町久世原１６ 一般（感染）
     0246-26-3151  (0246-26-2224)              6
     結核        46
     精神    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40211772  会津中央病院 〒965-8611 一般       713（ハイ分娩）第56号        平成21年 4月 1日
     (0231123  ) 会津若松市鶴賀町１－１
     0242-25-1515  (0242-24-1529)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50113044  医療法人明治病院 〒960-8102 一般        36（ハイ分娩）第62号        平成29年 5月 1日
     福島市北町２－４０
     024-521-0805  (024-521-2600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60312356  一般財団法人太田綜合〒963-8558 一般     1,036（ハイ分娩）第66号        平成21年 4月 1日
     (0331501  ) 病院附属太田西ノ内病郡山市西ノ内２－５－２０ 精神        50
     院 024-925-1188  (024-925-7791)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70210246  竹田綜合病院 〒965-8585 一般       693（ハイ分娩）第68号        平成24年11月 1日
     (0230240  ) 会津若松市山鹿町３－２７ 精神       144
     0242-27-5511  (0242-27-5670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80116930  公立大学法人福島県立〒960-1295 一般       713（ハイ分娩）第69号        平成21年 1月 1日
     (0133063  ) 医科大学附属病院 福島市光が丘１ 精神        49
     024-547-1111  (024-547-1995) 結核        14
     一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90118035  一般財団法人　大原記〒960-8611 一般       353（ハイ分娩）第71号        平成30年 1月 1日
     (0133626  ) 念財団　大原綜合病院福島市上町６番１号
     024-526-0300  (024-526-0342)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100316860  公益財団法人　湯浅報〒963-8585 一般       305（ハイ分娩）第72号        平成23年 2月 1日
     (0334232  ) 恩会　寿泉堂綜合病院郡山市駅前１－１－１７
     024-932-6363  (024-939-3303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 ハイリスク分娩管理加算　医科］ 平成30年 6月 1日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   110317074  公益財団法人　星総合〒963-8501 一般       430（ハイ分娩）第73号        平成30年 4月 1日
     (0334356  ) 病院 郡山市向河原町１５９－１
     024-983-5511  (024-983-5588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


