
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[秋田県]

平成30年 5月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    108･1137･5 秋田県立リハビリテー〒019-2413 一般        50（回１）第1号             平成30年 4月 1日
     ション・精神医療セン大仙市協和上淀川字五百刈田３５療養        50 体制強化加算:加算２
     ター ２番地 精神       200 病棟面積のうち１床当たり:29.
     018-892-3751  (018-892-3757) 1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.1㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.5ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･1257･6 社会医療法人明和会　〒010-0001 療養       220（回１）第2号             平成30年 4月 1日
     中通リハビリテーショ秋田市中通６丁目１番５８号 病棟面積のうち１床当たり:19.
     ン病院 018-833-1131  (018-831-5713) 1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:55床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[秋田県]

平成30年 5月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　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)

    101･1214･7 御野場病院 〒010-1424 療養       122（回２）第12号            平成28年 7月 1日
     秋田市御野場２丁目１４番１号 一般        30 体制強化加算:加算１
     018-839-6141  (018-839-5025) 病棟面積のうち１床当たり:22.
     45㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.44㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･1579･3 秋田県立脳血管研究セ〒010-0874 一般       169（回２）第17号            平成29年 5月 1日
     ンター 秋田市千秋久保田町６番１０号 体制強化加算:加算２
     018-833-0115  (018-833-0158) 病棟面積のうち１床当たり:44.
     03㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.51㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.5ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：無
     看護配置加算：無
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:38床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[秋田県]

平成30年 5月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料３　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)

    101･1257･6 社会医療法人明和会　〒010-0001 療養       220（回３）第1号             平成30年 4月 1日
     中通リハビリテーショ秋田市中通６丁目１番５８号 病棟面積のうち１床当たり:19.
     ン病院 018-833-1131  (018-831-5713) 1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    228･1046･6 羽後町立羽後病院 〒012-1131 一般       114（回３）第2号             平成30年 4月 1日
     雄勝郡羽後町西馬音内字大戸道４療養        54 病棟面積のうち１床当たり:20.
     ４－５ 2㎡
     0183-62-1111  (0183-62-3174) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:7㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309･1047･4 大湯リハビリ温泉病院〒018-5421 療養       109（回３）第3号             平成30年 4月 1日
     鹿角市十和田大湯字湯ノ岱１６番 病棟面積のうち１床当たり:18.
     地２ 1㎡
     0186-37-3511  (0186-37-3483) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.35ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    412･1023･9 市立角館総合病院 〒014-0394 一般 （回３）第4号             平成30年 4月 1日
     (12･3019･1) 仙北市角館町岩瀬３番地 　　一般   170 病棟面積のうち１床当たり:20.
     0187-54-2111  (0187-54-2715) 精神 5㎡
     　　精神    36 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.35ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    504･1011･1 独立行政法人労働者健〒018-5604 一般       194（回３）第5号             平成30年 4月 1日
     (04･3002･4) 康安全機構　秋田労災大館市軽井沢字下岱３０番地 病棟面積のうち１床当たり:22.
     病院 0186-52-3131  (0186-52-3137) 9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.9ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[秋田県]

平成30年 5月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    122･1027･9 医療法人双山会　森岳〒018-2303 療養       152（回４）第17号            平成24年 4月 1日
     (22･3020･8) 温泉病院 山本郡三種町森岳字木戸沢１９９ 病棟面積のうち１床当たり:27
     番地 ㎡
     0185-83-5111  (0185-83-5511) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.7㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:38床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


