
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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料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)

    123-1097-3 ときわ会病院 〒038-1216 一般        48（地包ケア１）第1号       平成30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 地域包括ケア病棟入院料１
     １ 療養        42 当該病棟区分:一般
     0172-65-3771  (0172-65-3773) 一般        24 病棟入院料病床数:44床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220-1074-8 平内町国民健康保険　〒039-3321 一般        40（地包ケア１）第2号       平成30年 5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 地域包括ケア入院医療管理料１
     １－１ 当該病床届出病棟区分:一般
     017-755-2131  (017-755-2233) 入院医療管理料病床数:25床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
     看護職員配置加算（地域包括ケ
     ア病棟入院料の注３）:有
     看護補助者配置加算（地域包括
     ケア病棟入院料の注４）: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 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料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)

    103-1627-9 メディカルコート八戸〒039-1103 一般 （地包ケア２）第3号       平成26年 9月 1日
     八医627 西病院 八戸市長苗代字中坪７７ 　　一般   199 地域包括ケア入院医療管理料２
     0178-28-4000  (0178-20-4962) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:26床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203-1357-3 岸原病院 〒031-0081 一般        42（地包ケア２）第4号       平成26年10月 1日
     八医357 八戸市柏崎六丁目２９－６ 療養        48 地域包括ケア病棟入院料２
     0178-45-8111  (0178-45-8107) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:42床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    327-1077-6 国民健康保険　五戸総〒039-1517 一般       167（地包ケア２）第12号      平成27年 1月 1日
     三医77 合病院 三戸郡五戸町字沢向１７－３ 地域包括ケア入院医療管理料２
     0178-61-1200  (0178-61-1215) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:23床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    403-1126-2 独立行政法人労働者健〒031-8551 一般         6（地包ケア２）第13号      平成27年 3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 地域包括ケア病棟入院料２
     八医126 病院 0178-33-1551  (0178-33-3277) 一般        68 当該病棟区分:一般
     一般        46 病棟入院料病床数:47床
     一般        47 当該病棟の看護職員配置加算:
     一般        52 看護職員配置加算に係る届出
     一般        49
     一般       100
     一般        50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-1513-5 村上新町病院 〒030-0801 一般        46（地包ケア２）第14号      平成27年 4月 1日
     青医513 青森市新町二丁目１－１３ 療養        32 地域包括ケア入院医療管理料２
     017-723-1111  (017-723-1118) 当該病床届出病棟区分:療養
     入院医療管理料病床数:16床
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料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)

    625-1103-4 公立七戸病院 〒039-2523 一般       110（地包ケア２）第21号      平成27年10月 1日
     上医103 上北郡七戸町字影津内９８－１ 地域包括ケア病棟入院料２
     0176-62-2105  (0176-62-6964) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:36床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    702-1285-8 医療法人弘愛会　弘愛〒036-8051 一般        54（地包ケア２）第24号      平成28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 地域包括ケア入院医療管理料２
     0172-33-2871  (0172-33-8610) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:17床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    827-1128-7 南部病院 〒039-0105 一般        60（地包ケア２）第26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 地域包括ケア入院医療管理料２
     ２番地２ 当該病床届出病棟区分:一般
     0179-34-3131  (0179-34-3130) 入院医療管理料病床数:20床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902-1212-2 弘前市立病院 〒036-8004 一般       250（地包ケア２）第28号      平成28年 8月 1日
     弘医212 弘前市大字大町三丁目８－１ 地域包括ケア病棟入院料２
     0172-34-3211  (0172-37-6367) 病棟入院料病床数:36床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料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)

   1025-1061-4 国民健康保険　おいら〒039-2225 一般        78（地包ケア２）第30号      平成28年 9月 1日
     上医61 せ病院 上北郡おいらせ町上明堂１－１ 地域包括ケア入院医療管理料２
     0178-52-3111  (0178-52-3110) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:20床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101-1445-0 社団法人慈恵会　青森〒038-0021 一般       106（地包ケア２）第31号      平成28年10月 1日
     青医445 慈恵会病院 青森市大字安田字近野１４６－１精神        82 地域包括ケア病棟入院料２
     017-782-1201  (017-766-7860) 療養       144 当該病棟区分:療養
     病棟入院料病床数:48床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1207-1081-0 三沢市立三沢病院 〒033-0022 一般        50（地包ケア２）第32号      平成28年10月 1日
     (07-3081-4) 三沢市大字三沢字堀口１６４番地一般        38 地域包括ケア病棟入院料２
     沢医81 ６５号 一般        32 当該病棟区分:一般
     0176-53-2161  (0176-52-6023) 一般        51 病棟入院料病床数:51床
     一般        49 当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-1831-1 村上病院 〒030-0843 一般        80（地包ケア２）第33号      平成28年10月 1日
     青医831 青森市浜田３－３－１４ 療養        40 地域包括ケア入院医療管理料２
     017-729-8888  (017-729-8887) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:15床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1423-1097-3 ときわ会病院 〒038-1216 一般        48（地包ケア２）第38号      平成28年12月 1日
     南医97 南津軽郡藤崎町大字榊字亀田２－一般        35 地域包括ケア病棟入院料２
     １ 療養        42 当該病棟区分:一般
     0172-65-3771  (0172-65-3773) 一般        24 病棟入院料病床数:44床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料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)

   1525-1158-8 公立野辺地病院 〒039-3141 一般       120（地包ケア２）第39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 地域包括ケア入院医療管理料２
     上医158 0175-64-3211  (0175-64-5571) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:43床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1624-1067-4 国民健康保険　板柳中〒038-3672 一般        55（地包ケア２）第40号      平成29年 1月 1日
     北医67 央病院 北津軽郡板柳町大字灰沼字岩井７療養        32 地域包括ケア入院医療管理料２
     ４－２ 当該病床届出病棟区分:一般
     0172-73-3231  (0172-73-3632) 入院医療管理料病床数:15床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1705-1141-6 つがる西北五広域連合〒037-0202 一般        60（地包ケア２）第43号      平成29年 2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 地域包括ケア入院医療管理料２
     0173-53-3111  (0173-53-2407) 当該病床届出病棟区分:療養
     入院医療管理料病床数:29床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1805-1142-4 つがる西北五広域連合〒037-0074 一般 （地包ケア２）第44号      平成29年 2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 地域包括ケア病棟入院料２
     五医142 0173-35-3111  (0173-35-0009) 精神 当該病棟区分:一般
     　　精神    44 病棟入院料病床数:42床
     一般（感染） 当該病棟の看護職員配置加算:
     　　感染     4 看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1902-1547-1 弘前中央病院 〒036-8188 一般        54（地包ケア２）第45号      平成29年 4月 1日
     弘医547 弘前市吉野町３番地１ 一般        60 地域包括ケア入院医療管理料２
     0172-36-7111  (0172-34-8789) 一般        60 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:24床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2008-1033-9 むつ総合病院 〒035-0071 一般       380（地包ケア２）第49号      平成29年11月 1日
     (08-3033-3) むつ市小川町一丁目２－８ 精神        54 地域包括ケア病棟入院料２
     市医33 0175-22-2111  (0175-22-4439) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:54床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料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)

   2127-1117-0 三戸町国民健康保険　〒039-0141 一般 （地包ケア２）第50号      平成30年 1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 地域包括ケア入院医療管理料２
     －１ 療養 当該病床届出病棟区分:療養
     0179-20-1131  (0179-20-1320) 　　療養    39 入院医療管理料病床数:10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2204-1029-6 黒石市国民健康保険　〒036-0541 一般       257（地包ケア２）第51号      平成30年 1月 1日
     黒医29 黒石病院 黒石市北美町一丁目７０ 地域包括ケア病棟入院料２
     0172-52-2121  (0172-52-5682) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:51床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     地域包括ケア病棟入院料２
     当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:30床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301-1498-9 一般財団法人双仁会青〒038-0042 療養        55（地包ケア２）第54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 地域包括ケア病棟入院料２
     017-788-3121  (017-788-3126) 一般        58 当該病棟区分:療養
     療養        58 病棟入院料病床数:58床
     一般        52 当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
     看護補助者配置加算（地域包括
     ケア病棟入院料の注４）:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2406-1036-6 十和田市立中央病院 〒034-0093 一般       325（地包ケア２）第55号      平成30年 5月 1日
     十医36 十和田市西十二番町１４－８ 精神        50 地域包括ケア病棟入院料２
     0176-23-5121  (0176-23-2999) 一般（感染） 当該病棟区分:一般
                  4 病棟入院料病床数:46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 緩和ケア病棟入院料１　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)

    101-1445-0 社団法人慈恵会　青森〒038-0021 一般       106（緩１）第3号             平成17年 9月 1日
     青医445 慈恵会病院 青森市大字安田字近野１４６－１精神        82 当該病棟総数病床数①:22床
     017-782-1201  (017-766-7860) 療養       144 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:36.
     42㎡
     病室部分の面積１床当たり:10.
     1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202-1570-3 津軽保健生活協同組合〒036-8511 一般 （緩１）第6号             平成29年11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 当該病棟総数病床数①:14床
     ２ 当該病棟の面積１床当たり:36.
     0172-55-7717  (0172-55-7718) 8㎡
     病室部分の面積１床当たり:8.2
     6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    323-1097-3 ときわ会病院 〒038-1216 一般        48（緩１）第7号             平成30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 当該病棟総数病床数①:24床
     １ 療養        42 当該病棟の特別の療養環境の提
     0172-65-3771  (0172-65-3773) 一般        24 供に係る病床数の割合:29.1％
     当該病棟の面積１床当たり:81.
     4㎡
     病室部分の面積１床当たり:15.
     92㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


