
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

[岩手県]

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)

    121,1091,9 いわてリハビリテーシ〒020-0503 一般 （回１）第1号             平成30年 4月 1日
     (21,3054,1) ョンセンター 岩手郡雫石町七ツ森１６番地２４　　一般   100 体制強化加算:加算２
     岩医91 ３ 病室部分の面積のうち１床当た
     019-692-5800  (019-692-5807) り:8.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     体制強化加算:加算２
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1399,8 川久保病院 〒020-0835 一般 （回１）第2号             平成30年 4月 1日
     (01,3211,9) 盛岡市津志田２６地割３０番地１　　一般    60 体制強化加算:加算１
     盛医399 019-635-1305  (019-635-1619) 療養 病室部分の面積のうち１床当た
     　　療養    60 り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.9ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    322,1040,4 医療法人社団帰厚堂南〒028-3621 一般 （回１）第3号             平成30年 4月 1日
     紫医40 昌病院 紫波郡矢巾町大字広宮沢第１地割　　一般    97 体制強化加算:加算１
     ２番１８１ 療養 病棟面積のうち１床当たり:15.
     019-697-5211  (019-697-5215) 　　療養    83 2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     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
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60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

[岩手県]

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)

    101,1255,2 荻野病院 〒020-0866 一般 （回２）第11号            平成26年10月 1日
     盛医255 盛岡市本宮一丁目６番１２号 　　一般    58 体制強化加算:加算１
     019-636-0317  (019-635-1304) 病棟面積のうち１床当たり:20.
     2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.9ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:58床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1287,5 特定医療法人　盛岡つ〒020-0055 一般 （回２）第12号            平成26年10月 1日
     盛医287 なぎ温泉病院 盛岡市繋字尾入野６４番地９ 　　一般    48 病棟面積のうち１床当たり:30.
     019-689-2101  (019-689-2104) 結核         2 5㎡
     療養 病室部分の面積のうち１床当た
     　　療養   120 り:8.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.75ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     リハビリテーション充実加算：
     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

[岩手県]

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      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    321,1091,9 いわてリハビリテーシ〒020-0503 一般 （回２）第20号            平成29年10月 1日
     (21,3054,1) ョンセンター 岩手郡雫石町七ツ森１６番地２４　　一般   100 体制強化加算:加算２
     岩医91 ３ 病棟面積のうち１床当たり:26.
     019-692-5800  (019-692-5807) 92㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     リハビリテーション充実加算：
     有
     体制強化加算:加算２
     病棟面積のうち１床当たり:26.
     97㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     リハビリテーション充実加算：
     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

[岩手県]

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      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    105,1013,6 公益財団法人総合花巻〒025-0075 一般 （回３）第1号             平成30年 4月 1日
     花医13 病院 花巻市花城町４番２８号 　　一般   199 病室部分の面積のうち１床当た
     0198-23-3311  (0198-24-8163) り:7㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.3ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1407,9 盛岡友愛病院 〒020-0834 一般 （回３）第2号             平成30年 4月 1日
     (01,3215,0) 盛岡市永井１２地割１０番地 　　一般   296 病棟面積のうち１床当たり:25.
     盛医407 019-638-2222  (019-637-3790) 療養 3㎡
     　　療養    90 病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.9ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟面積のうち１床当たり:25.
     3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.8㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.9ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309,1134,2 岩手県立千厩病院 〒029-0803 一般 （回３）第3号             平成30年 4月 1日
     関医134 一関市千厩町千厩字草井沢３２番　　一般   148 病室部分の面積のうち１床当た
     地１ 一般（感染） り:10㎡
     0191-53-2101  (0191-52-3478) 　　感染     4 病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    407,1035,5 岩手県立久慈病院 〒028-0014 一般 （回３）第4号             平成30年 4月 1日
     (07,3023,5) 久慈市旭町第１０地割１番 　　一般   291 病棟面積のうち１床当たり:32
     久医35 0194ー53ー6131  (0194ー52ー2601) 療養 ㎡
     　　療養    43 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.1㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[岩手県]

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      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    102,1050,5 宮古第一病院 〒027-0074 療養 （回４）第25号            平成25年 3月 1日
     (02,3035,0) 宮古市保久田８番３７号 　　療養   148 病棟面積のうち１床当たり:20.
     宮医50 0193-62-3737  (0193-62-3739) 82㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.96㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:37床
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟面積のうち１床当たり:18.
     79㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.42㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:41床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    215,1003,6 奥州病院 〒023-0828 一般 （回４）第30号            平成27年 4月 1日
     (15,3002,2) 奥州市水沢東大通り一丁目５番３　　一般    36 病棟面積のうち１床当たり:38.
     奥医3 ０号 療養 4㎡
     0197-25-5111  (0197-25-5119) 　　療養    60 病室部分の面積のうち１床当た
     療養 り:15.1㎡
     　　療養    60 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:48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

[岩手県]

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      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    306,1001,9 社会福祉法人恩賜財団〒024-0035 一般 （回４）第33号            平成27年 9月 1日
     北医1 済生会北上済生会病院北上市花園町一丁目６番８号 　　一般   299 病棟面積のうち１床当たり:9.3
     0197-64-7722  (0197-64-2666) 一般（感染） 5㎡
     　　感染     4 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.29㎡
     病室に隣接する廊下幅:3ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:44床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    416,1003,4 栃内第二病院 〒020-0778 一般 （回４）第41号            平成28年12月 1日
     滝医3 滝沢市大釜吉水１０３番地１ 　　一般   144 病棟面積のうち１床当たり:22
     019-684-1111  (019-684-1114) ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.05㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟面積のうち１床当たり:21.
     9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.05㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50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

[岩手県]

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      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    514,1009,6 東八幡平病院 〒028-7303 療養 （回４）第47号            平成30年 5月 1日
     (14,3011,6) 八幡平市柏台二丁目８番２号 　　療養   100 病棟面積のうち１床当たり:28
     八医9 0195-78-2511  (0195-78-3437) 一般 ㎡
     　　一般    50 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     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
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     病棟面積のうち１床当たり:28
     ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     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
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


