
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 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)

    105,1013,6 公益財団法人総合花巻〒025-0075 一般 （地包ケア１）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 地域包括ケア病棟入院料１
     0198-23-3311  (0198-24-8163) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:26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
     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）:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    215,1003,6 奥州病院 〒023-0828 一般 （地包ケア１）第2号       平成30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 地域包括ケア病棟入院料１
     奥医3 ０号 療養 当該病棟区分:一般
     0197-25-5111  (0197-25-5119) 　　療養    60 病棟入院料病床数:36床
     療養 当該病棟の看護職員配置加算:
     　　療養    60 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309,1009,6 一関病院 〒021-0884 一般 （地包ケア１）第3号       平成30年 4月 1日
     関医9 一関市大手町３番３６号 　　一般   139 地域包括ケア病棟入院料１
     0191-23-2050  (0191-26-4694) 療養 当該病棟区分:一般
     　　療養    48 病棟入院料病床数:51床
     介護 当該病棟の看護職員配置加算:
     　　療養    12 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
     地域包括ケア病棟入院料１
     当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:59床
     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

[岩手県]

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      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    401,1399,8 川久保病院 〒020-0835 一般 （地包ケア１）第4号       平成30年 5月 1日
     (01,3211,9) 盛岡市津志田２６地割３０番地１　　一般    60 地域包括ケア入院医療管理料１
     盛医399 019-635-1305  (019-635-1619) 療養 当該病床届出病棟区分:一般
     　　療養    60 入院医療管理料病床数:14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
     看護職員夜間配置加算（地域包
     括ケア病棟入院料の注７）: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 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)

    180,1001,4 独立行政法人国立病院〒020-0133 一般 （地包ケア２）第4号       平成26年 7月 1日
     (80,3001,8) 機構盛岡病院 盛岡市青山一丁目２５番１号 　　一般   250 地域包括ケア病棟入院料２
     国医1 019-647-2195  (019-646-1195) 結核        10 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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1407,9 盛岡友愛病院 〒020-0834 一般 （地包ケア２）第11号      平成28年 6月 1日
     (01,3215,0) 盛岡市永井１２地割１０番地 　　一般   296 地域包括ケア病棟入院料２
     盛医407 019-638-2222  (019-637-3790) 療養 当該病棟区分:一般
     　　療養    90 病棟入院料病床数:45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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1028,3 一般財団法人岩手済生〒020-0003 一般 （地包ケア２）第16号      平成28年10月 1日
     盛医28 医会　中津川病院 盛岡市下米内二丁目４番１２号 　　一般    51 地域包括ケア入院医療管理料２
     019-662-3252  (019-661-8414) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:22床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1505,0 盛岡市立病院 〒020-0866 一般 （地包ケア２）第17号      平成28年10月 1日
     (01,3311,7) 盛岡市本宮五丁目１５番１号 　　一般   180 地域包括ケア病棟入院料２
     盛医505 019-635-0101  (019-631-1661) 一般（感染） 当該病棟区分:一般
     　　感染     8 病棟入院料病床数:60床
     精神 当該病棟の看護職員配置加算:
     　　精神    80 看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    505,1136,5 岩手県立東和病院 〒028-0115 一般（特例） （地包ケア２）第22号      平成29年 4月 1日
     花医136 花巻市東和町安俵６区７５番地１　　一般    65 地域包括ケア入院医療管理料２
     0198-42-2211  (0198-42-4417) 一般（特例） 当該病床届出病棟区分:一般
     　　包括     3 入院医療管理料病床数:14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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1613,2 八角病院 〒028-4125 一般 （地包ケア２）第24号      平成29年 6月 1日
     盛医613 盛岡市好摩字夏間木７０番地１９　　一般    50 地域包括ケア入院医療管理料２
     ０ 当該病床届出病棟区分:一般
     019-682-0201  (019-682-0748) 入院医療管理料病床数:8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 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)

    709,1035,1 昭和病院 〒021-0885 一般 （地包ケア２）第25号      平成29年 7月 1日
     関医35 一関市田村町６番３号 　　一般    54 地域包括ケア入院医療管理料２
     0191-23-2020  (0191-21-3108) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:30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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    831,1025,6 岩手県立軽米病院 〒028-6302 一般 （地包ケア２）第27号      平成29年 7月 1日
     九医25 九戸郡軽米町大字軽米第２地割５　　一般    54 地域包括ケア入院医療管理料２
     ４番地５ 療養 当該病床届出病棟区分:一般
     0195-46-2411  (0195-46-3681) 　　療養    45 入院医療管理料病床数:12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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1030,9 遠山病院 〒020-0877 一般 （地包ケア２）第28号      平成29年 8月 1日
     盛医30 盛岡市下ノ橋町６番１４号 　　一般    34 地域包括ケア入院医療管理料２
     019-651-2111  (019-624-6060) 療養 当該病床届出病棟区分:一般
     　　療養    36 入院医療管理料病床数:6床
     療養 当該病床届出病棟の看護職員配
     　　介護    66 置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1022,1040,4 医療法人社団帰厚堂南〒028-3621 一般 （地包ケア２）第30号      平成29年 9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 地域包括ケア入院医療管理料２
     ２番１８１ 療養 当該病床届出病棟区分:一般
     019-697-5211  (019-697-5215) 　　療養    83 入院医療管理料病床数:16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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1109,1134,2 岩手県立千厩病院 〒029-0803 一般 （地包ケア２）第31号      平成29年 9月 1日
     関医134 一関市千厩町千厩字草井沢３２番　　一般   148 地域包括ケア入院医療管理料２
     地１ 一般（感染） 当該病床届出病棟区分:一般
     0191-53-2101  (0191-52-3478) 　　感染     4 入院医療管理料病床数:27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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 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)

   1201,1253,7 内丸病院 〒020-0015 一般 （地包ケア２）第32号      平成29年10月 1日
     盛医253 盛岡市本町通一丁目１２番７号 　　一般    60 地域包括ケア入院医療管理料２
     019-654-5331  (019-651-8542) 療養        30 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,1471,5 松園第二病院 〒020-0103 一般 （地包ケア２）第37号      平成30年 1月 1日
     盛医471 盛岡市西松園三丁目２２番３号 　　一般    59 地域包括ケア入院医療管理料２
     019ー662ー0100  (019ー662ー0124) 療養 入院医療管理料病床数:14床
     　　療養    30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1402,1058,8 岩手県立宮古病院 〒027-0096 一般 （地包ケア２）第38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 地域包括ケア病棟入院料２
     ２６ 一般（感染） 当該病棟区分:一般
     0193-62-4011  (0193-63-6941) 　　感染     4 病棟入院料病床数:36床
     結核        10 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1514,1003,9 八幡平市国民健康保険〒028-7112 一般 （地包ケア２）第39号      平成30年 2月 1日
     八医3 西根病院 八幡平市田頭第２２地割７９番地　　一般    60 地域包括ケア入院医療管理料２
     １ 当該病床届出病棟区分:一般
     0195-76-3111  (0195-76-3113) 入院医療管理料病床数:16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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1615,1062,2 岩手県立江刺病院 〒023-1103 一般 （地包ケア２）第41号      平成30年 3月 1日
     奥医62 奥州市江刺西大通り５番２３号 　　一般   122 地域包括ケア入院医療管理料２
     0197-35-2181  (0197-35-0530) 結核        15 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:16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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 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)

   1709,1121,9 岩手県立大東病院 〒029-0711 一般 （地包ケア２）第42号      平成30年 4月 1日
     関医121 一関市大東町大原字川内１２８番　　一般    40 地域包括ケア入院医療管理料２
     地 当該病床届出病棟区分:一般
     0191-72-2121  (0191-72-2897) 入院医療管理料病床数:19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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1807,1035,5 岩手県立久慈病院 〒028-0014 一般 （地包ケア２）第43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 地域包括ケア病棟入院料２
     久医35 0194ー53ー6131  (0194ー52ー2601) 療養 当該病棟区分:一般
     　　療養    43 病棟入院料病床数:58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
     当該病棟の看護職員夜間配置加
     算:看護職員夜間配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1916,1023,2 医療法人社団松誠会　〒020-0664 一般        40（地包ケア２）第44号      平成30年 5月 1日
     滝医23 滝沢中央病院 滝沢市鵜飼笹森４２番地２ 療養        46 地域包括ケア入院医療管理料２
     019-684-1151  (019-684-2458) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:8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
     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）:無
     看護職員夜間配置加算（地域包
     括ケア病棟入院料の注７）: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 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)

    101,1638,9 孝仁病院 〒020-0052 一般 （緩１）第3号             平成20年 6月 1日
     盛医638 盛岡市中太田泉田２８番地 　　一般   126 当該病棟総数病床数①:10床
     019-656-2888  (019-656-2909) 療養 当該病棟の特別の療養環境の提
     　　療養    54 供に係る病床数の割合:20％
     当該病棟の面積１床当たり:82.
     39㎡
     病室部分の面積１床当たり:15.
     43㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    206,1154,6 岩手県立中部病院 〒024-0004 一般 （緩１）第4号             平成21年 5月 1日
     北医154 北上市村崎野１７地割１０番地 　　一般   414 当該病棟総数病床数①:24床
     0197-71-1511  (0197-71-1414) 結核        20 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:41.7％
     当該病棟の面積１床当たり:64.
     04㎡
     病室部分の面積１床当たり:14.
     74㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1413,7 盛岡赤十字病院 〒020-8560 一般 （緩１）第5号             平成21年 7月 1日
     盛医413 盛岡市三本柳６地割１番地１ 　　一般   438 当該病棟総数病床数①:22床
     019-637-3111  (019-637-3801) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:45.5％
     当該病棟の面積１床当たり:71.
     86㎡
     病室部分の面積１床当たり:20.
     85㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    409,1145,8 岩手県立磐井病院 〒029-0131 一般 （緩１）第6号             平成22年 7月 1日
     (09,3081,9) 一関市狐禅寺字大平１７番地 　　一般   305 当該病棟総数病床数①:24床
     関医145 0191-23-3452  (0191-23-9691) 結核 当該病棟の特別の療養環境の提
     　　一般    10 供に係る病床数の割合:29.2％
     当該病棟の面積１床当たり:62.
     53㎡
     病室部分の面積１床当たり:13.
     77㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    515,1012,7 美山病院 〒023-0132 一般 （緩１）第7号             平成23年 5月 1日
     奥医12 奥州市水沢羽田町字水無沢４９５　　一般   112 当該病棟総数病床数①:20床
     番地２ 療養 当該病棟の面積１床当たり:54.
     0197-24-2141  (0197-24-2144) 　　療養   100 22㎡
     病室部分の面積１床当たり:14.
     88㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 緩和ケア病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    601,1407,9 盛岡友愛病院 〒020-0834 一般 （緩１）第67号            平成27年 6月 1日
     (01,3215,0) 盛岡市永井１２地割１０番地 　　一般   296 当該病棟総数病床数①:18床
     盛医407 019-638-2222  (019-637-3790) 療養 当該病棟の特別の療養環境の提
     　　療養    90 供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:40.
     3㎡
     病室部分の面積１床当たり:8.7
     ㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科救急入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1396,4 未来の風せいわ病院 〒020-0401 精神 （精救１）第1号           平成28年 3月 1日
     盛医396 盛岡市手代森９地割７０番地１ 　　精神   333 病棟数:1棟
     019-696-2055  (019-696-2573) 病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


