
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

[青森県]

平成30年 5月 1日 感染防止対策加算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)

    106-1036-6 十和田市立中央病院 〒034-0093 一般       325（感染防止１）第7号       平成24年 4月 1日
     十医36 十和田市西十二番町１４－８ 精神        50 感染防止対策地域連携加算届出
     0176-23-5121  (0176-23-2999) 一般（感染） 有無:有
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    208-1033-9 むつ総合病院 〒035-0071 一般       380（感染防止１）第10号      平成24年 4月 1日
     (08-3033-3) むつ市小川町一丁目２－８ 精神        54 感染防止対策地域連携加算届出
     市医33 0175-22-2111  (0175-22-4439) 有無:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303-1525-5 八戸市立市民病院 〒031-8555 一般       558（感染防止１）第12号      平成24年 4月 1日
     (03-3525-9) 八戸市田向三丁目１番１号 精神        50 感染防止対策地域連携加算届出
     八医525 0178-72-5111  (0178-72-5115) 有無:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    405-1142-4 つがる西北五広域連合〒037-0074 一般 （感染防止１）第15号      平成26年 4月 1日
     (05-3060-2) つがる総合病院 五所川原市字岩木町１２番地３ 　　一般   390 感染防止対策地域連携加算届出
     五医142 0173-35-3111  (0173-35-0009) 精神 有無:有
     　　精神    44
     一般（感染）
     　　感染     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    580-1011-4 独立行政法人国立病院〒036-8545 一般        39（感染防止１）第16号      平成27年 4月 1日
     (80-3011-8) 機構　弘前病院 弘前市大字富野町１ 一般         3 感染防止対策地域連携加算届出
     弘医11 0172-32-4311  (0172-33-8614) 一般        60 有無:有
     一般        60
     一般        60
     一般        60
     一般        60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    607-1081-0 三沢市立三沢病院 〒033-0022 一般        50（感染防止１）第17号      平成29年 1月 1日
     (07-3081-4) 三沢市大字三沢字堀口１６４番地一般        38 感染防止対策地域連携加算届出
     沢医81 ６５号 一般        32 有無:有
     0176-53-2161  (0176-52-6023) 一般        51
     一般        49
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-1216-5 青森市民病院 〒030-0821 一般       538（感染防止１）第19号      平成30年 4月 1日
     (01-3216-9) 青森市勝田一丁目１４－２０ 感染防止対策地域連携加算届出
     青医216 017-734-2171  (017-734-7578) 有無:有
     抗菌薬適正使用支援加算の有無
     :有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-1476-5 青森県立中央病院 〒030-0913 一般       684（感染防止１）第20号      平成30年 4月 1日
     (01-3476-9) 青森市東造道二丁目１－１ 感染防止対策地域連携加算届出
     青医476 017-726-8111  (017-726-8290) 有無:有
     抗菌薬適正使用支援加算の有無
     :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

[青森県]

平成30年 5月 1日 感染防止対策加算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)

    901-1630-7 あおもり協立病院 〒030-0847 一般        37（感染防止１）第21号      平成30年 4月 1日
     青医630 青森市東大野二丁目１番地１０ 療養 感染防止対策地域連携加算届出
     017-762-5500  (017-729-3260) 　　特定    48 有無:有
     一般        50 抗菌薬適正使用支援加算の有無
     一般        46 :有
     療養
     　　特定    42
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1002-1570-3 津軽保健生活協同組合〒036-8511 一般 （感染防止１）第22号      平成30年 4月 1日
     弘医570 　健生病院 青森県弘前市大字扇町二丁目２番　　一般   282 感染防止対策地域連携加算届出
     ２ 有無:有
     0172-55-7717  (0172-55-7718) 抗菌薬適正使用支援加算の有無
     :有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1103-1126-2 独立行政法人労働者健〒031-8551 一般         6（感染防止１）第23号      平成30年 4月 1日
     (03-3126-6) 康安全機構　青森労災八戸市大字白銀町字南ヶ丘１ 一般        50 感染防止対策地域連携加算届出
     八医126 病院 0178-33-1551  (0178-33-3277) 一般        68 有無:有
     一般        46 抗菌薬適正使用支援加算の有無
     一般        47 :有
     一般        52
     一般        49
     一般       100
     一般        50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1203-1254-2 八戸赤十字病院 〒039-1104 一般       374（感染防止１）第24号      平成30年 4月 1日
     (03-3254-6) 八戸市大字田面木字中明戸２番地精神        60 感染防止対策地域連携加算届出
     八医254 0178-27-3111  (0178-27-3121) 有無:有
     抗菌薬適正使用支援加算の有無
     :有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1380-1022-1 弘前大学医学部附属病〒036-8203 一般       565（感染防止１）第25号      平成30年 4月 1日
     (80-3022-5) 院 弘前市大字本町５３ 一般        16 感染防止対策地域連携加算届出
     弘医22 0172-33-5111  (0172-39-5189) 一般         6 有無:有
     一般        10 抗菌薬適正使用支援加算の有無
     一般（感染） :有
                  6
     精神        41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1404-1029-6 黒石市国民健康保険　〒036-0541 一般       257（感染防止１）第26号      平成30年 4月 1日
     黒医29 黒石病院 黒石市北美町一丁目７０ 感染防止対策地域連携加算届出
     0172-52-2121  (0172-52-5682) 有無:有
     抗菌薬適正使用支援加算の有無
     :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

[青森県]

平成30年 5月 1日 感染防止対策加算２　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)

    120-1074-8 平内町国民健康保険　〒039-3321 一般        40（感染防止２）第2号       平成24年 4月 1日
     東医74 平内中央病院 東津軽郡平内町大字小湊字外ノ沢療養        56
     １－１
     017-755-2131  (017-755-2233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    206-1097-8 高松病院 〒034-0001 精神 （感染防止２）第4号       平成24年 4月 1日
     十医97 十和田市大字三本木字里ノ沢１－　　精神    49
     ２４９ 精神
     0176-23-6540  (0176-24-1954) 　　精神    46
     精神
     　　精神   144
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    302-1285-8 医療法人弘愛会　弘愛〒036-8051 一般        54（感染防止２）第5号       平成24年 4月 1日
     弘医285 会病院 弘前市大字宮川三丁目１－４ 療養        30
     0172-33-2871  (0172-33-8610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402-1303-9 弘前記念病院 〒036-8076 一般        72（感染防止２）第6号       平成24年 4月 1日
     弘医303 弘前市大字境関字西田５９－１ 一般        53
     0172-28-1211  (0172-28-1367) 一般        46
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    503-1627-9 メディカルコート八戸〒039-1103 一般 （感染防止２）第7号       平成24年 4月 1日
     八医627 西病院 八戸市長苗代字中坪７７ 　　一般   199
     0178-28-4000  (0178-20-4962)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    603-1445-6 八戸平和病院 〒031-8545 一般       121（感染防止２）第8号       平成24年 4月 1日
     八医445 八戸市湊高台二丁目４－６
     0178-31-2222  (0178-31-2230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    725-1175-2 医療法人社団　良風会〒039-2682 一般        53（感染防止２）第10号      平成24年 4月 1日
     上医175 　ちびき病院 上北郡東北町字石坂３２－４ 療養        57
     0175-64-5100  (0175-64-2172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    823-1097-3 ときわ会病院 〒038-1216 一般        48（感染防止２）第11号      平成24年 4月 1日
     南医97 南津軽郡藤崎町大字榊字亀田２－一般        35
     １ 療養        42
     0172-65-3771  (0172-65-3773) 一般        24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-1743-8 芙蓉会病院 〒030-0133 療養        53（感染防止２）第12号      平成24年 4月 1日
     青医743 青森市雲谷字山吹９３－１ 精神       354
     017-738-2214  (017-738-2249)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1008-1081-8 国民健康保険　川内診〒039-5201 一般        19（感染防止２）第14号      平成24年 4月 1日
     (08-3081-2) 療所 むつ市川内町休所４２番地６２
     市医81 0175-42-2211  (0175-42-3600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[青森県]

平成30年 5月 1日 感染防止対策加算２　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)

   1105-1141-6 つがる西北五広域連合〒037-0202 一般        60（感染防止２）第15号      平成24年 4月 1日
     五医141 　かなぎ病院 五所川原市金木町菅原１３番１ 療養        40
     0173-53-3111  (0173-53-2407)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1227-1117-0 三戸町国民健康保険　〒039-0141 一般 （感染防止２）第18号      平成24年 6月 1日
     三医117 三戸中央病院 三戸郡三戸町大字川守田字沖中９　　一般   103
     －１ 療養
     0179-20-1131  (0179-20-1320) 　　療養    39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1321-1101-7 つがる西北五広域連合〒038-2761 一般        70（感染防止２）第19号      平成24年 7月 1日
     (21-3101-1) 　鰺ヶ沢病院 西津軽郡鯵ヶ沢町大字舞戸町字蒲一般        30
     西医101 生１０６番地１０
     0173-72-3111  (0173-72-3367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-1769-3 青森市立浪岡病院 〒038-1311 一般        92（感染防止２）第20号      平成24年 7月 1日
     青医769 青森市浪岡大字浪岡字平野１８０精神       107
     0172-62-3111  (0172-62-3115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1502-1511-7 弘前脳卒中・リハビリ〒036-8104 一般        79（感染防止２）第23号      平成25年 5月 1日
     (02-3511-1) テーションセンター 弘前市扇町１－２－１ 療養       169
     弘医511 0172-28-8220  (0172-28-7780)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1680-1004-9 独立行政法人国立病院〒038-1331 一般       300（感染防止２）第24号      平成25年 6月 1日
     (80-3004-3) 機構　青森病院 青森市浪岡大字女鹿沢字平野１５結核        60
     南医4 ５番地１
     0172-62-4055  (0172-62-7289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1725-1103-4 公立七戸病院 〒039-2523 一般       110（感染防止２）第25号      平成25年 9月 1日
     上医103 上北郡七戸町字影津内９８－１
     0176-62-2105  (0176-62-6964)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801-1831-1 村上病院 〒030-0843 一般        80（感染防止２）第26号      平成26年 5月 1日
     青医831 青森市浜田３－３－１４ 療養        40
     017-729-8888  (017-729-8887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1903-1400-1 八戸城北病院 〒039-1165 一般        60（感染防止２）第27号      平成26年 6月 1日
     八医400 八戸市石堂一丁目１４－１４ 療養        33
     0178-20-2222  (0178-20-2228) 療養        13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2003-1360-7 総合リハビリ美保野病〒031-0833 療養        39（感染防止２）第30号      平成28年 4月 1日
     (03-3360-1) 院 八戸市大字大久保字大山３１－２療養        36
     八医360 0178-25-0111  (0178-25-0115) 療養        48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2127-1128-7 南部病院 〒039-0105 一般        60（感染防止２）第31号      平成28年 5月 1日
     三医128 三戸郡南部町大字沖田面字千刈５
     ２番地２
     0179-34-3131  (0179-34-3130)



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

[青森県]

平成30年 5月 1日 感染防止対策加算２　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)

   2225-1158-8 公立野辺地病院 〒039-3141 一般       120（感染防止２）第32号      平成29年 1月 1日
     (25-3158-2) 上北郡野辺地町字鳴沢９－１２ 療養        31
     上医158 0175-64-3211  (0175-64-5571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301-1396-5 青森県立つくしが丘病〒038-0031 精神       230（感染防止２）第33号      平成29年 2月 1日
     (01-3396-9) 院 青森市大字三内字沢部３５３－９
     青医396 ２
     017-787-2121  (017-788-5086)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2406-1084-6 十和田第一病院 〒034-0031 一般        60（感染防止２）第34号      平成29年 3月 1日
     十医84 十和田市東三番町１０－７０
     0176-22-5511  (0176-22-7766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2526-1091-9 国民健康保険　大間病〒039-4601 一般        48（感染防止２）第35号      平成30年 3月 1日
     下医91 院 下北郡大間町大字大間字大間平２
     ０番地７８
     0175-37-2105  (0175-32-1012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-1498-9 一般財団法人双仁会青〒038-0042 療養        55（感染防止２）第36号      平成30年 4月 1日
     青医498 森厚生病院 青森市大字新城字山田４８８－１一般        59
     017-788-3121  (017-788-3126) 一般        58
     療養        58
     一般        52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[青森県]

平成30年 5月 1日 救命救急入院料２　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)

    101-1476-5 青森県立中央病院 〒030-0913 一般       684（救２）第3号             平成28年10月 1日
     (01-3476-9) 青森市東造道二丁目１－１ 加減算区分:加算あり
     青医476 017-726-8111  (017-726-8290) 当該治療室の病床数：6床
     １床当たりの床面積：37.17㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[青森県]

平成30年 5月 1日 救命救急入院料３　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)

    103-1525-5 八戸市立市民病院 〒031-8555 一般       558（救３）第3号             平成25年 6月 1日
     (03-3525-9) 八戸市田向三丁目１番１号 精神        50 加減算区分:加算あり
     八医525 0178-72-5111  (0178-72-5115) 当該治療室の病床数：20床
     １床当たりの床面積：16.19㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[青森県]

平成30年 5月 1日 救命救急入院料４　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)

    180-1022-1 弘前大学医学部附属病〒036-8203 一般       565（救４）第3号             平成28年10月 1日
     (80-3022-5) 院 弘前市大字本町５３ 一般        16 加減算区分:加算あり
     弘医22 0172-33-5111  (0172-39-5189) 一般         6 当該治療室の病床数：10床
     一般        10 １床当たりの床面積：18㎡
     一般（感染） 救命救急センターに係る事項：
                  6 高度救命救急センターである
     精神        41 救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203-1525-5 八戸市立市民病院 〒031-8555 一般       558（救４）第4号             平成28年10月 1日
     (03-3525-9) 八戸市田向三丁目１番１号 精神        50 加減算区分:加算あり
     八医525 0178-72-5111  (0178-72-5115) 当該治療室の病床数：10床
     １床当たりの床面積：27.32㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[青森県]

平成30年 5月 1日 特定集中治療室管理料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)

    180-1022-1 弘前大学医学部附属病〒036-8203 一般       565（集１）第2号             平成28年10月 1日
     (80-3022-5) 院 弘前市大字本町５３ 一般        16 １床当たりの床面積：23.8㎡
     弘医22 0172-33-5111  (0172-39-5189) 一般         6 当該保険医療機関内に専任の小
     一般        10 児科医が常時配置されている
     一般（感染） 病床数：16床
                  6
     精神        41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[青森県]

平成30年 5月 1日 特定集中治療室管理料３　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)

    108-1033-9 むつ総合病院 〒035-0071 一般       380（集３）第40号            平成28年10月 1日
     (08-3033-3) むつ市小川町一丁目２－８ 精神        54 １床当たりの床面積：34.17㎡
     市医33 0175-22-2111  (0175-22-4439) 病床数：4床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-1476-5 青森県立中央病院 〒030-0913 一般       684（集３）第41号            平成28年10月 1日
     (01-3476-9) 青森市東造道二丁目１－１ １床当たりの床面積：18.59㎡
     青医476 017-726-8111  (017-726-8290) 病床数：6床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303-1525-5 八戸市立市民病院 〒031-8555 一般       558（集３）第42号            平成28年10月 1日
     (03-3525-9) 八戸市田向三丁目１番１号 精神        50 １床当たりの床面積：28.2㎡
     八医525 0178-72-5111  (0178-72-5115) 当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     病床数：6床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-1216-5 青森市民病院 〒030-0821 一般       538（集３）第43号            平成28年10月 1日
     (01-3216-9) 青森市勝田一丁目１４－２０ １床当たりの床面積：28.67㎡
     青医216 017-734-2171  (017-734-7578) 当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     病床数：6床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


