
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 小児入院医療管理料２　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)

    180-1022-1 弘前大学医学部附属病〒036-8203 一般       565（小入２）第2号           平成28年 3月 1日
     (80-3022-5) 院 弘前市大字本町５３ 一般        16 小児入院医療管理病室病床数：
     弘医22 0172-33-5111  (0172-39-5189) 一般         6 39床
     一般        10 届出加算の区分：注２に規定す
     一般（感染） る加算
                  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 小児入院医療管理料３　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)

    101-1216-5 青森市民病院 〒030-0821 一般       538（小入３）第3号           平成21年 4月 1日
     (01-3216-9) 青森市勝田一丁目１４－２０ 病棟種別：一般
     青医216 017-734-2171  (017-734-7578) 病床区分：一般
     
     小児入院医療管理病室病床数：
     44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

[青森県]

平成30年 5月 1日 小児入院医療管理料４　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)

    101-1476-5 青森県立中央病院 〒030-0913 一般       684（小入４）第8号           平成18年 4月 1日
     (01-3476-9) 青森市東造道二丁目１－１ 病棟種別：一般
     青医476 017-726-8111  (017-726-8290) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     24床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    280-1011-4 独立行政法人国立病院〒036-8545 一般        39（小入４）第11号          平成18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 病棟種別：一般
     弘医11 0172-32-4311  (0172-33-8614) 一般        60 病床区分：一般
     一般        60
     一般        60 小児入院医療管理病室病床数：
     一般        60 20床
     一般        60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303-1525-5 八戸市立市民病院 〒031-8555 一般       558（小入４）第16号          平成22年 8月 1日
     (03-3525-9) 八戸市田向三丁目１番１号 精神        50 病棟種別：一般
     八医525 0178-72-5111  (0178-72-5115) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     17床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    408-1033-9 むつ総合病院 〒035-0071 一般       380（小入４）第17号          平成24年 2月 1日
     (08-3033-3) むつ市小川町一丁目２－８ 精神        54 病棟種別：一般
     市医33 0175-22-2111  (0175-22-4439) 病床区分：一般
     
     小児入院医療管理病室病床数：
     15床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    505-1142-4 つがる西北五広域連合〒037-0074 一般 （小入４）第19号          平成27年 3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 病棟種別：一般
     五医142 0173-35-3111  (0173-35-0009) 精神
     　　精神    44 小児入院医療管理病室病床数：
     一般（感染） 21床
     　　感染     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[青森県]

平成30年 5月 1日 小児入院医療管理料５　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)

    106-1036-6 十和田市立中央病院 〒034-0093 一般       325（小入５）第3号           平成21年 9月 1日
     十医36 十和田市西十二番町１４－８ 精神        50 病棟種別：一般
     0176-23-5121  (0176-23-2999) 一般（感染） 病床区分：一般
                  4
     小児入院医療管理病室病床数：
     20床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203-1126-2 独立行政法人労働者健〒031-8551 一般         6（小入５）第6号           平成24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 病棟種別：一般
     八医126 病院 0178-33-1551  (0178-33-3277) 一般        68 病床区分：一般
     一般        46 小児入院医療管理病室病床数：
     一般        47 207床
     一般        52
     一般        49
     一般       100
     一般        50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303-1254-2 八戸赤十字病院 〒039-1104 一般       374（小入５）第7号           平成30年 1月 1日
     (03-3254-6) 八戸市大字田面木字中明戸２番地精神        60 病棟種別：一般
     八医254 0178-27-3111  (0178-27-3121) 病床区分：一般
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


