
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 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)

    101,1350,1 岩手医科大学附属病院〒020-0023 一般 （小入２）第2号           平成30年 4月 1日
     (01,3364,6) 盛岡市内丸１９番１号 　　一般 1,088 加減算区分:加算
     盛医350 019-651-5111  (019-651-6606) 精神 病棟種別：一般
     　　精神    78 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     40床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[岩手県]

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      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    106,1001,9 社会福祉法人恩賜財団〒024-0035 一般 （小入４）第4号           平成18年 4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 病棟種別：一般
     0197-64-7722  (0197-64-2666) 一般（感染） 病床区分：一般
     　　感染     4 小児入院医療管理病室病床数：
     28床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203,1053,7 岩手県立大船渡病院 〒022-0002 一般 （小入４）第5号           平成18年 5月 1日
     大医53 大船渡市大船渡町字山馬越１０番　　一般   370 病棟種別：一般
     地１ 一般（感染） 病床区分：一般
     0192-26-1111  (0192-27-9285) 　　感染     4 小児入院医療管理病室病床数：
     結核        10 24床
     精神
     　　精神   105
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1413,7 盛岡赤十字病院 〒020-8560 一般 （小入４）第7号           平成20年11月 1日
     盛医413 盛岡市三本柳６地割１番地１ 　　一般   438 病棟種別：一般
     019-637-3111  (019-637-3801) 病床区分：一般
     
     小児入院医療管理病室病床数：
     14床
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1350,1 岩手医科大学附属病院〒020-0023 一般 （小入４）第8号           平成22年 8月 1日
     (01,3364,6) 盛岡市内丸１９番１号 　　一般 1,088 病棟種別：一般
     盛医350 019-651-5111  (019-651-6606) 精神 病床区分：一般
     　　精神    78
     小児入院医療管理病室病床数：
     45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    506,1154,6 岩手県立中部病院 〒024-0004 一般 （小入４）第10号          平成23年 1月 1日
     北医154 北上市村崎野１７地割１０番地 　　一般   414 病棟種別：一般
     0197-71-1511  (0197-71-1414) 結核        20 病床区分：一般
     
     小児入院医療管理病室病床数：
     60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    609,1145,8 岩手県立磐井病院 〒029-0131 一般 （小入４）第15号          平成27年 9月 1日
     (09,3081,9) 一関市狐禅寺字大平１７番地 　　一般   305 病棟種別：一般
     関医145 0191-23-3452  (0191-23-9691) 結核 病床区分：一般
     　　一般    10
     小児入院医療管理病室病床数：
     22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 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)

    701,1226,3 もりおかこども病院 〒020-0102 一般 （小入４）第16号          平成28年 9月 1日
     (01,3097,2) 盛岡市上田字松屋敷１１番地１４　　一般    64 病棟種別：一般
     盛医226 019-662-5656  (019-662-7185) 病床区分：一般
     
     小児入院医療管理病室病床数：
     39床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1331,1 岩手県立中央病院 〒020-0066 一般 （小入４）第17号          平成28年11月 1日
     (01,3177,2) 盛岡市上田一丁目４番１号 　　一般   685 病棟種別：一般
     盛医331 019-653-1151  (019-653-2528) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     33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 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)

    115,1042,4 岩手県立胆沢病院 〒023-0864 一般       337（小入５）第5号           平成22年12月 1日
     奥医42 奥州市水沢字龍ヶ馬場６１番地 結核         9 病棟種別：一般
     0197-24-4121  (0197-24-8194) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     346床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    213,1012,2 岩手県立二戸病院 〒028-6105 一般 （小入５）第8号           平成28年 7月 1日
     二医12 二戸市堀野字大川原毛３８番地２　　一般   253
     0195-23-2191  (0195-23-2834) 結核        10 小児入院医療管理病室病床数：
     10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    322,1117,0 岩手県立療育センター〒028-3602 一般 （小入５）第10号          平成30年 1月 5日
     (22,3068,9) 紫波郡矢巾町藤沢第２地割２９番　　一般    60 小児入院医療管理病室病床数：
     紫医117 地１ 60床
     019-601-2777  (019-697-3900) 届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402,1058,8 岩手県立宮古病院 〒027-0096 一般 （小入５）第11号          平成30年 2月 1日
     宮医58 宮古市崎鍬ケ崎第１地割１１番地　　一般   323 小児入院医療管理病室病床数：
     ２６ 一般（感染） 276床
     0193-62-4011  (0193-63-6941) 　　感染     4
     結核        10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


