
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 精神科急性期治療病棟入院料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)

    103-1362-3 医療法人清照会　湊病〒031-0813 療養        50（精急１）第5号           平成22年 7月 1日
     (03-3182-9) 院 八戸市大字新井田字松山下野場７精神       278 病棟種別:精神
     八医362 －１５ 病床区分:精神
     0178-25-0011  (0178-25-6721) 病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-1743-8 芙蓉会病院 〒030-0133 療養        53（精急１）第7号           平成23年 5月 1日
     青医743 青森市雲谷字山吹９３－１ 精神       354 病棟種別:精神
     017-738-2214  (017-738-2249) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:54床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    306-1097-8 高松病院 〒034-0001 精神 （精急１）第8号           平成24年 4月 1日
     十医97 十和田市大字三本木字里ノ沢１－　　精神    49 病棟種別:精神
     ２４９ 精神 病床区分:精神
     0176-23-6540  (0176-24-1954) 　　精神    46 病棟数:1棟
     精神 病床数:49床
     　　精神   144
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    406-1036-6 十和田市立中央病院 〒034-0093 一般       325（精急１）第10号          平成23年 3月 1日
     十医36 十和田市西十二番町１４－８ 精神        50 看護配置加算:有
     0176-23-5121  (0176-23-2999) 一般（感染） 看護補助加算:看護補助加算１
                  4 病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502-1246-0 津軽保健生活協同組合〒036-8373 精神       159（精急１）第11号          平成26年 8月 1日
     弘医246 　藤代健生病院 弘前市藤代二丁目１２－１ 精神        60 看護配置加算:有
     0172-36-5181  (0172-36-2823) 精神        25 病棟種別:精神
     病棟数:1棟
     病床数:53床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602-1002-7 一般財団法人愛成会　〒036-8151 精神        60（精急１）第13号          平成27年 4月 1日
     弘医2 弘前愛成会病院 弘前市大字北園一丁目６－２ 精神        60 病棟種別:精神
     0172-34-7111  (0172-34-7112) 精神        60 病床区分:精神
     精神        50 病棟数:1棟
     精神        55 病床数:55床
     精神        43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科急性期治療病棟入院料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)

    701-1396-5 青森県立つくしが丘病〒038-0031 精神       230（精急１）第16号          平成28年 3月 1日
     (01-3396-9) 院 青森市大字三内字沢部３５３－９ 病棟種別:精神
     青医396 ２ 病床区分:精神
     017-787-2121  (017-788-5086) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     精神科急性期医師配置加算: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

[青森県]

平成30年 5月 1日 認知症治療病棟入院料１　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)

    106-1097-8 高松病院 〒034-0001 精神 （認治１）第10号          平成18年 4月 1日
     十医97 十和田市大字三本木字里ノ沢１－　　精神    49 病棟種別:精神
     ２４９ 精神 病床区分:精神
     0176-23-6540  (0176-24-1954) 　　精神    46 病棟数:1
     精神 病床数:48
     　　精神   144
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    206-1097-8 高松病院 〒034-0001 精神 （認治１）第11号          平成18年 4月 1日
     十医97 十和田市大字三本木字里ノ沢１－　　精神    49 病棟種別:精神
     ２４９ 精神 病床区分:精神
     0176-23-6540  (0176-24-1954) 　　精神    46 病棟数:1
     精神 病床数:48
     　　精神   144
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    306-1097-8 高松病院 〒034-0001 精神 （認治１）第12号          平成18年 4月 1日
     十医97 十和田市大字三本木字里ノ沢１－　　精神    49 病棟種別:精神
     ２４９ 精神 病床区分:精神
     0176-23-6540  (0176-24-1954) 　　精神    46 病棟数:1
     精神 病床数:48
     　　精神   144
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402-1246-0 津軽保健生活協同組合〒036-8373 精神       159（認治１）第23号          平成24年 4月 1日
     弘医246 　藤代健生病院 弘前市藤代二丁目１２－１ 精神        60 病棟種別:精神
     0172-36-5181  (0172-36-2823) 精神        25 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-1743-8 芙蓉会病院 〒030-0133 療養        53（認治１）第26号          平成24年 4月 1日
     青医743 青森市雲谷字山吹９３－１ 精神       354 病棟種別:精神
     017-738-2214  (017-738-2249) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    603-1597-4 東八戸病院 〒031-0833 精神 （認治１）第28号          平成24年 4月 1日
     八医597 八戸市大久保字西ノ平２５－４４　　精神    48 病棟種別:精神
     ０ 病床区分:精神
     0178-32-1551  (0178-32-1550) 病棟数:1
     病床数:48
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算: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

[青森県]

平成30年 5月 1日 認知症治療病棟入院料１　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)

    703-1362-3 医療法人清照会　湊病〒031-0813 療養        50（認治１）第32号          平成24年 5月 1日
     (03-3182-9) 院 八戸市大字新井田字松山下野場７精神       278 病棟種別:精神
     八医362 －１５ 病棟数:1
     0178-25-0011  (0178-25-6721) 病床数:48
     退院調整加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    802-1002-7 一般財団法人愛成会　〒036-8151 精神        60（認治１）第37号          平成28年 2月 1日
     弘医2 弘前愛成会病院 弘前市大字北園一丁目６－２ 精神        60 病棟種別:精神
     0172-34-7111  (0172-34-7112) 精神        60 病棟数:1
     精神        50 病床数:60
     精神        55 退院調整加算:有
     精神        43 認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    903-1134-6 医療法人青仁会　青南〒039-1104 精神       199（認治１）第38号          平成28年 7月 1日
     (03-3134-0) 病院 八戸市大字田面木字赤坂１６－３ 病棟種別:精神
     八医134 0178-27-2016  (0178-70-1564) 病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-1689-3 社団法人慈恵会　青い〒030-0155 精神 （認治１）第40号          平成30年 4月 1日
     青医689 森病院 青森市大字大谷字山ノ内１６－３　　精神   160 病棟種別:精神
     017-729-3330  (017-729-3147) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:50
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1104-1050-2 医療法人社団来蘇圓会〒036-0321 精神 （認治１）第41号          平成30年 4月 1日
     黒医50 　黒石あけぼの病院 黒石市あけぼの町５２ 　　精神   193 病棟種別:精神
     0172-52-2877  (0172-52-2907) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
     病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:40
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算: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

[青森県]

平成30年 5月 1日 認知症治療病棟入院料１　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)

   1201-1445-0 社団法人慈恵会　青森〒038-0021 一般       106（認治１）第42号          平成30年 4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 病棟種別:精神
     017-782-1201  (017-766-7860) 療養       144 病床区分:精神
     病棟数:2
     病床数:82
     基本料区分:精神入院
     認知症夜間対応加算: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

[青森県]

平成30年 5月 1日 ニコチン依存症管理料　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)

    102-1548-9 やまとクリニック　泌〒036-8084 （ニコ）第249号           平成29年 4月 1日
     弘医548 尿器科・内科 弘前市高田４丁目３－１
     0172-88-8720  (0172-88-8721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-1773-5 津軽保健生活協同組合〒038-1311 （ニコ）第250号           平成29年 5月 1日
     青医773 　津軽医院 青森市浪岡大字浪岡字浅井２０５
     0172-62-3101  (0172-62-7434)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303-1642-8 高橋医院 〒031-0031 （ニコ）第251号           平成29年 5月 1日
     八医642 八戸市番町４０番地
     0178-71-3123  (0178-71-3124)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    425-1194-3 六ヶ所村地域家庭医療〒039-3212 一般        19（ニコ）第253号           平成29年 5月 1日
     (25-3111-1) センター 上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附９
     上医194 ８６－４
     0175-73-7122  (0175-72-3266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    506-1103-4 十和田外科内科 〒034-0037 一般        19（ニコ）第254号           平成29年 5月 1日
     十医103 十和田市穂並町１－５
     0176-22-5151  (0176-23-4848)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    621-1103-3 七ツ石内科 〒038-2752 （ニコ）第255号           平成29年 5月 1日
     西医103 西津軽郡鰺ヶ沢町大字七ツ石町２
     ７－１
     0173-72-2879  (0173-82-0733)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    727-1128-7 南部病院 〒039-0105 一般        60（ニコ）第256号           平成29年 6月 1日
     三医128 三戸郡南部町大字沖田面字千刈５
     ２番地２
     0179-34-3131  (0179-34-3130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-1753-7 ゆきた内科クリニック〒030-0813 （ニコ）第257号           平成29年 6月 1日
     青医753 青森市松原一丁目５－１４
     017-775-6650  (017-775-6651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-1780-0 片桐内科医院 〒030-0961 （ニコ）第258号           平成29年 6月 1日
     青医780 青森市浪打一丁目１２－１８
     017-741-2521  (017-741-2522)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1003-1663-4 健　呼吸器内科・アレ〒031-0011 （ニコ）第259号           平成29年 6月 1日
     八医663 ルギー科クリニック 八戸市田向四丁目１３番９号
     0178-51-8520  (0178-51-8521)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1102-1532-3 坂本アレルギー呼吸器〒036-8162 （ニコ）第260号           平成29年 6月 1日
     弘医532 科医院 弘前市大字安原２－１３－１０
     0172-39-6110  (0172-39-6552)



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 ニコチン依存症管理料　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)

   1206-1096-0 えとクリニック 〒034-0012 （ニコ）第261号           平成29年 7月 1日
     十医96 十和田市東一番町２－２３
     0176-25-2525  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1324-1104-5 渡部胃腸科内科 〒038-3661 一般 （ニコ）第262号           平成29年 7月 1日
     北医104 北津軽郡板柳町大字福野田字実田　　一般    19
     ７２番地１３
     0172-73-2217  (0172-73-5110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1406-1082-0 小嶋外科胃腸科医院 〒034-0083 （ニコ）第263号           平成29年 7月 1日
     十医82 十和田市西三番町１５－４１
     0176-23-2666  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-1697-6 木村健一糖尿病・内分〒030-0904 （ニコ）第264号           平成29年 7月 1日
     青医697 泌クリニック 青森市茶屋町１３－９
     0177-65-3100  (0177-65-3110)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-1606-7 神外科胃腸科医院 〒030-0802 一般        19（ニコ）第265号           平成29年 7月 1日
     青医606 青森市本町三丁目２－１９
     017-775-1021  (017-775-1022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1707-1012-5 一般財団法人　仁和会〒033-0001 療養        84（ニコ）第266号           平成29年 7月 1日
     沢医12 　三沢中央病院 三沢市中央町三丁目１１－２
     0176-57-1111  (0176-53-8415)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801-1764-4 石木医院 〒039-3501 （ニコ）第267号           平成29年 7月 1日
     青医764 青森市浅虫字蛍谷６５－３７
     017-752-3015  (017-737-5122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1902-1468-0 城東こどもクリニック〒036-8092 （ニコ）第268号           平成29年 7月 1日
     弘医468 弘前市城東北四丁目４－２０
     0172-29-3111  (0172-29-3112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2003-1594-1 八戸市国民健康保険　〒031-0202 （ニコ）第269号           平成29年 7月 1日
     (03-3594-5) 南郷診療所 八戸市南郷大字島守字梨子ノ久保
     八医594 ２５－３
     0178-82-2211  (0178-82-2151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2105-1099-6 櫛引クリニック 〒037-0033 （ニコ）第270号           平成29年 7月 1日
     五医99 五所川原市字鎌谷町５１６番地１
     ０
     0173-33-1155  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2208-1060-2 村中内科・心療内科医〒035-0051 （ニコ）第271号           平成29年 7月 1日
     市医60 院 むつ市新町１０－４６
     0175-23-0120  (0175-23-0121)



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 ニコチン依存症管理料　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)

   2320-1061-5 外ヶ浜町国民健康保険〒030-1308 一般        44（ニコ）第272号           平成29年 7月 1日
     (20-3061-9) 　外ヶ浜中央病院 東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田４２－
     東医61 １
     0174-22-3450  (0174-22-3344)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2425-1181-0 ケイクリニック 〒039-2187 （ニコ）第273号           平成29年 7月 1日
     上医181 上北郡おいらせ町緑ヶ丘１－５０
     －２０９２
     0176-53-6000  (0176-53-6107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2527-1124-6 かわむら内科クリニッ〒039-0802 （ニコ）第274号           平成29年 7月 1日
     三医124 ク 三戸郡南部町大字苫米地字町中２
     ２
     0178-84-3111  (0178-84-3112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-1832-9 おきだてハートクリニ〒038-0002 （ニコ）第275号           平成29年 7月 1日
     青医832 ック 青森市沖館三丁目１番１８号ベイ
     コートおきだて　１Ｆ
     017-761-1132  (017-761-1153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701-1733-9 三上雅人クリニック 〒038-0015 （ニコ）第276号           平成29年 7月 1日
     青医733 青森市千刈二丁目７－１８
     017-761-6655  (017-761-6688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2802-1528-1 五所の診療所 〒036-1503 （ニコ）第277号           平成29年 7月 1日
     弘医528 弘前市大字五所字野沢３９－１３
     0172-84-2311  (0172-84-3517)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2903-1486-0 八戸クリニック内科 〒031-0081 （ニコ）第278号           平成29年 7月 1日
     八医486 八戸市柏崎一丁目８－３２
     0178-47-2525  (0178-47-2556)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001-1847-7 あおもり睡眠クリニッ〒030-0856 （ニコ）第279号           平成29年 7月 1日
     青医847 ク 青森市西大野五丁目１番４
     017-762-3666  (017-762-3669)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3102-1408-6 青山胃腸科内科クリニ〒036-8103 （ニコ）第280号           平成29年 7月 1日
     弘医408 ック 弘前市大字川先二丁目３－７
     0172-27-2323  (0172-27-2383)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3202-1499-5 恵こどもクリニック 〒036-8051 （ニコ）第281号           平成29年 7月 1日
     弘医499 弘前市宮川一丁目２－２
     0172-36-4152  (0172-36-4151)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3303-1633-7 ひかり内科クリニック〒031-0804 （ニコ）第282号           平成29年 7月 1日
     八医633 八戸市青葉３丁目３１－５
     0178-73-5100  (0178-73-5101)



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 ニコチン依存症管理料　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)

   3405-1132-5 田町小山クリニック 〒037-0041 （ニコ）第283号           平成29年 7月 1日
     五医132 五所川原市田町４－５
     0173-34-3431  (0173-35-0396)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3506-1110-9 村木内科胃腸科医院 〒034-0083 （ニコ）第284号           平成29年 7月 1日
     十医110 十和田市西三番町２０－１７
     0176-22-1010  (0176-25-1165)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3609-1007-1 山内クリニック 〒038-3133 （ニコ）第285号           平成29年 7月 1日
     津医7 つがる市木造末広４５－２４
     0173-42-7171  (0173-42-7172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3725-1196-8 小川原湖クリニック 〒039-2404 （ニコ）第286号           平成29年 7月 1日
     上医196 上北郡東北町上北北一丁目３４－
     ４５
     0176-56-5600  (0176-58-1158)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3827-1110-5 福原胃腸科外科医院 〒039-0201 （ニコ）第287号           平成29年 7月 1日
     三医110 三戸郡田子町大字田子字上野ノ下
     タ９８－７
     0179-32-2338  (0179-32-4659)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901-1603-4 木村文祥内科クリニッ〒038-0031 （ニコ）第288号           平成29年 7月 1日
     青医603 ク 青森市大字三内字沢部４３９－５
     017-782-6812  (017-782-8839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001-1614-1 森山内科クリニック 〒030-0944 （ニコ）第289号           平成29年 7月 1日
     青医614 青森市大字筒井字八ツ橋１３８２
     －１２
     0177-28-1550  (017-728-1908)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101-1673-7 駒井胃腸科内科 〒030-0947 （ニコ）第290号           平成29年 7月 1日
     青医673 青森市浜館四丁目１４－４
     017-765-1500  (017-765-1501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201-1698-4 脳神経外科内科　藤本〒030-0852 （ニコ）第291号           平成29年 7月 1日
     青医698 クリニック 青森市大字大野字片岡３４－３
     017-729-1111  (017-729-1112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301-1712-3 工藤内科クリニック 〒038-0003 （ニコ）第292号           平成29年 7月 1日
     青医712 青森市大字石江字江渡５２－１７
     ６
     017-766-9107  (017-781-3905)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401-1757-8 協立クリニック 〒030-0847 （ニコ）第293号           平成29年 7月 1日
     青医757 青森市東大野二丁目２番地２
     017-762-5511  (017-762-5512)



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 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4502-1401-1 副島胃腸科内科 〒036-8231 一般        19（ニコ）第294号           平成29年 7月 1日
     弘医401 弘前市大字稔町８－１
     0172-38-8080  (0172-38-8088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4602-1531-5 ナルミ医院 〒036-8195 （ニコ）第295号           平成29年 7月 1日
     弘医531 弘前市南川端町１３
     0172-33-1507  (0172-36-1185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4703-1547-9 西村耳鼻咽喉科医院 〒031-0004 （ニコ）第296号           平成29年 7月 1日
     八医547 八戸市南類家二丁目１７－２８
     0178-24-3381  (0178-24-3382)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4803-1632-9 はちのへファミリーク〒031-0072 （ニコ）第297号           平成29年 7月 1日
     八医632 リニック 八戸市城下４丁目１１－１１
     0178-72-3000  (0178-72-3300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4905-1136-6 医療法人　幸生会　と〒037-0202 （ニコ）第298号           平成29年 7月 1日
     五医136 やもり内科小児科クリ五所川原市金木町沢部４６８－１
     ニック 金木タウンセンターノア内
     0173-52-3331  (0173-52-3299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5006-1088-7 医療法人赤心会　十和〒034-0001 一般        60（ニコ）第299号           平成29年 7月 1日
     十医88 田東病院 十和田市大字三本木字里ノ沢１－
     ２４７
     0176-22-5252  (0176-22-0031)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5107-1091-9 岡三沢診療所 〒033-0032 （ニコ）第300号           平成29年 7月 1日
     沢医91 三沢市緑町１丁目２－５
     0176-50-1237  (0176-51-6635)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5210-1022-8 医療法人待陽会櫛引医〒036-0114 （ニコ）第301号           平成29年 7月 1日
     平医22 院 平川市町居山元９５番地３
     0172-43-1277  (0172-43-1278)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5320-1074-8 平内町国民健康保険　〒039-3321 一般        40（ニコ）第302号           平成29年 7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
     １－１
     017-755-2131  (017-755-2233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5420-1077-1 ひきち内科クリニック〒039-3321 （ニコ）第303号           平成29年 7月 1日
     東医77 東津軽郡平内町大字小湊字愛宕９
     ５－２
     0177-58-1155  (0177-58-1156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5521-1095-1 深浦町国民健康保険関〒038-2503 一般         5（ニコ）第304号           平成29年 7月 1日
     西医95 診療所 西津軽郡深浦町大字関字栃沢７８
     －２
     0173-76-2109  (0173-76-3680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5621-1100-9 深浦町国民健康保険岩〒038-2202 （ニコ）第305号           平成29年 7月 1日
     西医100 崎診療所 西津軽郡深浦町大字岩崎字松原４
     ７番地１
     0173-77-3055  (0173-82-0017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5723-1143-5 津軽三育医院 〒038-1141 一般        19（ニコ）第306号           平成29年 7月 1日
     南医143 南津軽郡田舎館村大字川部字上西
     田１３０－１２
     0172-75-3755  (0172-75-5306)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5824-1086-4 今岡医院 〒038-3503 （ニコ）第307号           平成29年 7月 1日
     北医86 北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬２
     ４－４
     0173-22-2027  (0173-22-3079)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5925-1166-1 戸館内科整形外科医院〒039-3131 一般        19（ニコ）第308号           平成29年 7月 1日
     上医166 上北郡野辺地町字野辺地２６１番
     地１
     0175-64-2525  (0175-64-2833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6027-1077-6 国民健康保険　五戸総〒039-1517 一般       167（ニコ）第309号           平成29年 7月 1日
     三医77 合病院 三戸郡五戸町字沢向１７－３
     0178-61-1200  (0178-61-1215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6102-1536-4 消化器内科　中畑クリ〒036-8164 （ニコ）第310号           平成29年 7月 1日
     弘医536 ニック 弘前市大字泉野１丁目５－３
     0172-89-1700  (0172-89-1701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6202-1551-3 ふくだ脳神経・整形外〒036-8087 （ニコ）第311号           平成29年 7月 1日
     弘医551 科クリニック 弘前市大字早稲田一丁目４－４
     0172-27-5601  (0172-27-5602)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6303-1505-7 くば小児科クリニック〒031-0823 （ニコ）第312号           平成29年 7月 1日
     八医505 八戸市湊高台一丁目１２－２６
     0178-32-1198  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6424-1088-0 田中外科内科医院 〒038-3662 （ニコ）第313号           平成29年 7月 1日
     北医88 北津軽郡板柳町大字板柳字土井２
     ００
     0172-73-2525  (0172-73-2558)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6524-1094-8 中泊町国民健康保険小〒037-0512 （ニコ）第314号           平成29年 7月 1日
     (24-3094-2) 泊診療所 北津軽郡中泊町大字小泊字朝間１ 注１に規定する基準を満たさな
     北医94 －２５ い場合には所定点数の100分の7
     0173-64-2117  (0173-64-2116) 0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6625-1187-7 六ヶ所村国民健康保険〒039-3215 （ニコ）第315号           平成29年 7月 1日
     上医187 　千歳平診療所 上北郡六ケ所村大字倉内字笹崎３
     ９８番地１
     0175-74-2301  (0175-74-2339)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6726-1091-9 国民健康保険　大間病〒039-4601 一般        48（ニコ）第316号           平成29年 7月 1日
     下医91 院 下北郡大間町大字大間字大間平２
     ０番地７８
     0175-37-2105  (0175-32-1012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801-1672-9 ひでかず胃腸科内科 〒030-0852 （ニコ）第317号           平成29年 7月 1日
     青医672 青森市大字大野字前田７５－８９
     017-762-1600  (017-762-1601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6923-1135-1 むらさわ内科クリニッ〒038-3802 一般        19（ニコ）第318号           平成29年 7月 1日
     南医135 ク 南津軽郡藤崎町大字藤崎字村井４
     ０－６
     0172-75-6060  (0172-75-6062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7027-1117-0 三戸町国民健康保険　〒039-0141 一般 （ニコ）第319号           平成29年 7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
     －１ 療養
     0179-20-1131  (0179-20-1320) 　　療養    39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7103-1570-1 医療法人　きむらクリ〒031-0023 （ニコ）第320号           平成29年 7月 1日
     八医570 ニック 八戸市是川四丁目２－３
     0178-71-8855  (0178-71-8856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7203-1472-0 西村産婦人科クリニッ〒031-0802 （ニコ）第321号           平成29年 7月 1日
     八医472 ク 八戸市小中野四丁目８－１８
     0178-22-3901  (0178-22-3948)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7308-1072-7 どんぐりこどもクリニ〒035-0073 （ニコ）第322号           平成29年 7月 1日
     市医72 ック むつ市中央二丁目５－５
     0175-24-5656  (0175-24-5658)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401-1852-7 たざわ生活習慣病クリ〒030-0963 （ニコ）第323号           平成29年 7月 1日
     青医852 ニック 青森市中佃２丁目１８番２６号
     017-752-8386  (017-752-8387)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7507-1076-0 ひぐちクリニック 〒033-0031 （ニコ）第324号           平成29年 7月 1日
     沢医76 三沢市桜町三丁目１０－１４
     0176-50-1441  (0176-50-1444)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7603-1618-8 ささクリニック 〒031-0011 （ニコ）第325号           平成29年 7月 1日
     八医618 八戸市田向一丁目６番７号
     0178-73-5541  (0178-24-2212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7703-1126-2 独立行政法人労働者健〒031-8551 一般         6（ニコ）第326号           平成29年 7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
     八医126 病院 0178-33-1551  (0178-33-3277) 一般        68
     一般        46
     一般        47
     一般        52
     一般        49
     一般       100
     一般        50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801-1806-3 内科おひさまクリニッ〒030-0823 （ニコ）第327号           平成29年 7月 1日
     青医806 ク 青森市橋本一丁目９－２６
                   (017-723-0021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7902-1285-8 医療法人弘愛会　弘愛〒036-8051 一般        54（ニコ）第328号           平成29年 7月 1日
     弘医285 会病院 弘前市大字宮川三丁目１－４ 療養        30
     0172-33-2871  (0172-33-8610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8002-1368-2 よしだ耳鼻科・小児科〒036-8155 一般 （ニコ）第329号           平成29年 7月 1日
     弘医368 弘前市大字中野二丁目１－１５ 　　一般     6
     0172-33-2306  (0172-38-6201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8102-1522-4 はせがわ内科クリニッ〒036-1313 （ニコ）第330号           平成29年 7月 1日
     弘医522 ク 弘前市大字賀田１－３－２ 注１に規定する基準を満たさな
     0172-82-1182  (0172-82-2300) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8208-1084-2 みちのくクリニック 〒035-0067 （ニコ）第331号           平成29年 7月 1日
     市医84 むつ市十二林１７番１号
     0175-23-1171  (0175-23-1172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301-1855-0 中野脳神経外科・総合〒038-0003 （ニコ）第332号           平成29年 7月 1日
     青医855 内科クリニック 青森市大字石江字高間１０５番地
     ３
     017-788-7200  (017-788-7212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8403-1602-2 中園内科クリニック 〒031-0011 （ニコ）第333号           平成29年 7月 1日
     八医602 八戸市田向字野堰２－７
     0178-71-1138  (0178-43-1038)



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 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8510-1020-2 花田医院 〒036-0212 （ニコ）第334号           平成29年 7月 1日
     平医20 平川市尾上字栄松２８６
     0172-57-3528  (0172-57-3524)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8627-1126-1 はらだクリニック 〒039-0802 （ニコ）第335号           平成29年 7月 1日
     三医126 三戸郡南部町大字苫米地字白山堂
     １３番２
     0178-60-1661  (0178-84-3839)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8780-1011-4 独立行政法人国立病院〒036-8545 一般        39（ニコ）第336号           平成29年 7月 1日
     (80-3011-8) 機構　弘前病院 弘前市大字富野町１ 一般         3
     弘医11 0172-32-4311  (0172-33-8614) 一般        60
     一般        60
     一般        60
     一般        60
     一般        60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8803-1467-0 きよかわ内科胃・大腸〒031-0081 （ニコ）第337号           平成29年 7月 1日
     八医467 クリニック 八戸市柏崎四丁目１５－４１
     0178-44-0555  (0178-47-2516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8923-1150-0 樽澤医院 〒038-3804 （ニコ）第338号           平成29年 7月 1日
     南医150 南津軽郡藤崎町葛野字前田６１－
     １３
     0172-89-7711  (0172-75-6555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9023-1156-7 藤崎町立藤崎診療所 〒038-3803 （ニコ）第339号           平成29年 7月 1日
     南医156 南津軽郡藤崎町大字西豊田一丁目
     ２
     0172-75-4111  (0172-75-6830)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9125-1139-8 中里医院 〒039-3154 （ニコ）第340号           平成29年 7月 1日
     上医139 上北郡野辺地町字上小中野８
     0175-64-1388  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9225-1175-2 医療法人社団　良風会〒039-2682 一般        53（ニコ）第341号           平成29年 7月 1日
     上医175 　ちびき病院 上北郡東北町字石坂３２－４ 療養        57
     0175-64-5100  (0175-64-2172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9325-1186-9 菜の花クリニック 〒039-4145 （ニコ）第342号           平成29年 7月 1日
     上医186 上北郡横浜町寺下８１番地２
     0175-76-1787  (0175-78-2332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401-1822-0 たく内科クリニック 〒030-0852 （ニコ）第343号           平成29年 7月 1日
     青医822 青森市大字大野字山下１７１番１
     号
     017-752-1192  (017-752-1193)



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 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9501-1537-4 田辺和彦胃腸科内科医〒030-0821 （ニコ）第344号           平成29年 7月 1日
     青医537 院 青森市勝田一丁目１５－１０
     0177-35-1188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9602-1486-2 畑山医院 〒036-8124 一般 （ニコ）第345号           平成29年 7月 1日
     弘医486 弘前市大字石川字春仕内９７－１　　一般    19 注１に規定する基準を満たさな
     0172-92-2115  (0172-92-2124) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9702-1546-3 伊東内科・小児科クリ〒036-8198 （ニコ）第346号           平成29年 7月 1日
     弘医546 ニック 弘前市大字元長町１６番地
     0172-32-0630  (0172-32-9148)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9803-1475-3 黒田内科胃腸科医院 〒031-0081 （ニコ）第347号           平成29年 7月 1日
     八医475 八戸市柏崎三丁目７－１８
     0178-45-7777  (0178-47-8583)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9903-1634-5 はちのへ西脳神経クリ〒039-1101 （ニコ）第348号           平成29年 7月 1日
     八医634 ニック 八戸市尻内町鴨ケ池１５－１
     0178-20-8122  (0178-20-8123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001-1513-5 村上新町病院 〒030-0801 一般        46（ニコ）第349号           平成29年 7月 1日
     青医513 青森市新町二丁目１－１３ 療養        32
     017-723-1111  (017-723-1118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101-1711-5 とよあきクリニック 〒030-0843 一般        12（ニコ）第350号           平成29年 7月 1日
     青医711 青森市浜田二丁目１５番地５
     017-762-3100  (017-762-3131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201-1740-4 福士胃腸科循環器科医〒030-0854 一般        12（ニコ）第351号           平成29年 7月 1日
     青医740 院 青森市千富町１－４－１６ 療養         5 注１に規定する基準を満たさな
     017-776-4558  (017-721-5986) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301-1795-8 わたなべ内科クリニッ〒030-0841 （ニコ）第352号           平成29年 7月 1日
     青医795 ク 青森市奥野３－１２－１７
     017-764-0833  (017-764-0834)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401-1826-1 りょう内科クリニック〒038-0004 （ニコ）第353号           平成29年 7月 1日
     青医826 青森市富田三丁目１６番４号 注１に規定する基準を満たさな
                   (017-761-2327) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10502-1212-2 弘前市立病院 〒036-8004 一般       250（ニコ）第354号           平成29年 7月 1日
     弘医212 弘前市大字大町三丁目８－１
     0172-34-3211  (0172-37-6367)



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 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10602-1342-7 小堀クリニック 〒036-8155 一般        14（ニコ）第355号           平成29年 7月 1日
     弘医342 弘前市大字中野二丁目２－２ 療養         5
     0172-32-7146  (0172-32-7146)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10703-1611-3 坂本内科クリニック 〒031-0003 一般        19（ニコ）第356号           平成29年 7月 1日
     八医611 八戸市吹上三丁目６－１６
     0178-24-5566  (0178-24-5568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10805-1089-7 津軽保健生活協同組合〒037-0016 （ニコ）第357号           平成29年 7月 1日
     五医89 　健生　五所川原診療五所川原市字一ツ谷５０８－７
     所 0173-35-2542  (0173-34-6898)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10907-1071-1 得居泌尿器科医院 〒033-0023 一般         3（ニコ）第358号           平成29年 7月 1日
     沢医71 三沢市下久保三丁目２０番地２号
     0176-50-1333  (0176-50-1331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11024-1103-7 医療法人　洋苑会　井〒037-0307 （ニコ）第360号           平成29年 7月 1日
     北医103 沼洋クリニック 北津軽郡中泊町大字宮野沢字浦島
     ９８－１０
     0173-69-1071  (0173-69-1072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11125-1158-8 公立野辺地病院 〒039-3141 一般       120（ニコ）第361号           平成29年 7月 1日
     (25-3158-2) 上北郡野辺地町字鳴沢９－１２ 療養        31
     上医158 0175-64-3211  (0175-64-5571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11227-1107-1 川守田外科胃腸科 〒039-0612 （ニコ）第362号           平成29年 7月 1日
     三医107 三戸郡南部町大字剣吉字堰合１３
     －２
     0178-75-0898  (05075034470)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11380-1051-0 独立行政法人国立病院〒031-0003 一般 （ニコ）第363号           平成29年 7月 1日
     八医51 機構　八戸病院 八戸市吹上三丁目１３－１ 　　一般   150
     0178-45-6111  (0178-43-7814)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401-1625-7 南内科循環器科医院 〒030-0914 一般         7（ニコ）第364号           平成29年 7月 1日
     青医625 青森市岡造道一丁目１７－８ 療養         3
     017-741-1616  (017-741-1818) 療養         9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501-1681-0 まちだ内科クリニック〒038-0058 一般        19（ニコ）第365号           平成29年 7月 1日
     青医681 青森市大字羽白字沢田３９－４ 注１に規定する基準を満たさな
     017-788-6688  (017-788-3497) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601-1747-9 斉藤内科県庁前クリニ〒030-0861 （ニコ）第366号           平成29年 7月 1日
     青医747 ック 青森市長島二丁目３－４
     017-731-3110  (017-731-3115)



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 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11701-1838-6 あおもり腎透析・泌尿〒030-0856 一般 （ニコ）第367号           平成29年 7月 1日
     青医838 器科クリニック 青森市西大野一丁目１５番地７ 　　一般    12
     017-752-6353  (017-752-6354)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11802-1356-7 医療法人　聖誠会　石〒036-8364 一般         9（ニコ）第368号           平成29年 7月 1日
     弘医356 澤内科胃腸科 弘前市大字新町１５１ 療養
     0172-34-3252  (0172-34-3253) 　　療養    10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11902-1535-6 弘前温泉養生医院 〒036-1323 一般        19（ニコ）第369号           平成29年 7月 1日
     弘医535 弘前市大字真土字勝剣林３３４－
     １
     0172-82-3377  (0172-82-3392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12003-1411-8 ちょうじゃの森内科ク〒031-0022 （ニコ）第370号           平成29年 7月 1日
     八医411 リニック 八戸市大字糠塚字下道７－３２
     0178-43-6516  (0178-45-4189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12106-1132-3 えと内科医院 〒034-0083 （ニコ）第371号           平成29年 7月 1日
     十医132 十和田市西三番町１－２８
     0176-23-2727  (0176-23-4751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12221-1093-6 越前医院 〒038-2761 一般        19（ニコ）第372号           平成29年 7月 1日
     西医93 西津軽郡鯵ヶ沢町大字舞戸町字上
     富田２２０－１
     0173-72-5151  (0173-72-5119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12326-1094-3 一部事務組合　下北医〒039-4222 一般        19（ニコ）第373号           平成29年 7月 1日
     下医94 療センター　東通村診下北郡東通村大字砂子又字里１７
     療所 －２
     0175-28-5111  (0175-28-5601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12402-1346-8 西弘前クリニック 〒036-8155 一般        18（ニコ）第374号           平成29年 7月 1日
     弘医346 弘前市大字中野一丁目９－８
     0172-32-4121  (0172-32-4185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12502-1458-1 工藤医院 〒036-8124 一般        13（ニコ）第375号           平成29年 7月 1日
     弘医458 弘前市大字石川字石川９７ 療養         6
     0172-92-3316  (0172-92-2612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12608-1033-9 むつ総合病院 〒035-0071 一般       380（ニコ）第376号           平成29年 7月 1日
     (08-3033-3) むつ市小川町一丁目２－８ 精神        54
     市医33 0175-22-2111  (0175-22-4439)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12723-1152-6 ゆのかわら医院 〒038-0211 （ニコ）第377号           平成29年 7月 1日
     南医152 南津軽郡大鰐町大鰐字湯野川原９
     ０
     0172-47-6611  (0172-47-6611)



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 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12805-1110-1 鈴木耳鼻咽喉科医院 〒037-0051 （ニコ）第378号           平成29年 7月 1日
     五医110 五所川原市字弥生町２１番地
     0173-35-2775  (0173-39-2799)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12925-1149-7 工藤医院 〒039-2832 一般        16（ニコ）第379号           平成29年 7月 1日
     上医149 上北郡七戸町字道ノ上６３－４ 療養         3
     0176-68-2666  (0176-68-3192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001-1649-7 じん耳鼻咽喉科医院 〒038-0032 （ニコ）第380号           平成29年 7月 1日
     青医649 青森市里見二丁目９－１
     0177-82-8733  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13103-1647-7 医療法人哲心会　伴内〒031-0073 （ニコ）第381号           平成29年 7月 1日
     八医647 科心臓血管クリニック八戸市売市一丁目４番５号
     0178-22-9016  (0178-47-2342)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13203-1627-9 メディカルコート八戸〒039-1103 一般 （ニコ）第382号           平成29年 7月 1日
     八医627 西病院 八戸市長苗代字中坪７７ 　　一般   199
     0178-28-4000  (0178-20-4962)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13303-1466-2 洲﨑耳鼻咽喉科医院 〒031-0075 （ニコ）第383号           平成29年 7月 1日
     八医466 八戸市内丸三丁目２－８
     0178-44-2213  (0178-44-2213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401-1556-4 菊池内科クリニック 〒030-0862 （ニコ）第385号           平成29年 7月 1日
     青医556 青森市古川一丁目９－４
     0177-73-5780  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13506-1036-6 十和田市立中央病院 〒034-0093 一般       325（ニコ）第386号           平成29年 7月 1日
     十医36 十和田市西十二番町１４－８ 精神        50
     0176-23-5121  (0176-23-2999) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13604-1029-6 黒石市国民健康保険　〒036-0541 一般       257（ニコ）第387号           平成29年 7月 1日
     黒医29 黒石病院 黒石市北美町一丁目７０
     0172-52-2121  (0172-52-5682)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701-1765-1 和田クリニック内科・〒030-0823 （ニコ）第388号           平成29年 7月 1日
     青医765 胃腸科 青森市橋本二丁目１４－６
     017-775-1300  (017-775-1303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13827-1122-0 山崎内科医院 〒039-1533 （ニコ）第389号           平成29年 7月 1日
     三医122 三戸郡五戸町字野月１４－１２
     0178-62-5828  (0178-62-3376)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13901-1476-5 青森県立中央病院 〒030-0913 一般       684（ニコ）第390号           平成29年 7月 1日
     (01-3476-9) 青森市東造道二丁目１－１
     青医476 017-726-8111  (017-726-8290)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001-1734-7 青い海公園クリニック〒030-0803 一般 （ニコ）第391号           平成29年 7月 1日
     青医734 青森市安方一丁目１０３－２ 　　一般    19
     017-721-1111  (017-721-1112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14104-1054-4 津軽保健生活協同組合〒036-0356 （ニコ）第392号           平成29年 7月 1日
     黒医54 　健生黒石診療所 黒石市ちとせ三丁目６
     0172-53-3015  (0172-53-5179)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14205-1100-2 増田病院 〒037-0045 療養        67（ニコ）第393号           平成29年 7月 1日
     五医100 五所川原市字新町４１ 療養         8
     0173-35-2726  (0173-33-2251)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14305-1121-8 木村内科医院 〒037-0006 （ニコ）第394号           平成29年 7月 1日
     五医121 五所川原市松島町二丁目８９－４
     0173-35-2815  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14406-1137-2 とわだ循環器内科 〒034-0091 （ニコ）第395号           平成29年 7月 1日
     十医137 十和田市西十一番町４０番３１号
     0176-58-0255  (0176-58-0257)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14523-1155-9 常盤診療所 〒038-1214 （ニコ）第396号           平成29年 7月 1日
     南医155 南津軽郡藤崎町大字常盤字富田２
     １－６
     0172-65-2210  (0172-65-2386)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601-1839-4 あおもりベイクリニッ〒030-0861 （ニコ）第397号           平成29年 7月 1日
     青医839 ク 青森市長島一丁目６番６号クロス
     タワーＡ・ＢＡＹ３Ｆ
     017-718-3622  (017-721-2535)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14702-1333-6 佐藤内科医院 〒036-8204 一般        19（ニコ）第398号           平成29年 7月 1日
     弘医333 弘前市大字覚仙町１５－１
     0172-34-2126  (0172-34-2317)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14806-1102-6 育成会内科小児科 〒034-0083 （ニコ）第399号           平成29年 7月 1日
     十医102 十和田市西三番町１－２８
     0176-23-3821  (0176-23-3833)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14902-1544-8 サンタハウスクリニッ〒036-8311 （ニコ）第400号           平成29年 8月 1日
     弘医544 ク 弘前市大字大川字中桜川１９番地
     １
     0172-99-1799  (0172-99-1798)



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 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15001-1789-1 ミッドライフクリニッ〒030-0801 一般 （ニコ）第401号           平成29年 8月 1日
     青医789 クＡＭＣ 青森市新町１－２－５ 　　一般    19
     017-721-5111  (017-721-5112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15103-1511-5 社会医療法人　松平病〒031-0813 精神       182（ニコ）第402号           平成29年10月 1日
     八医511 院 八戸市大字新井田字出口平１７
     0178-25-3217  (0178-25-7873)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15203-1667-5 麻美レディースクリニ〒039-1166 （ニコ）第403号           平成29年10月 1日
     八医667 ック 青森県八戸市根城五丁目１番２号
     0178-80-7123  (0178-80-7122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15302-1556-2 場崎クリニック 〒036-8001 （ニコ）第404号           平成29年10月 1日
     弘医556 弘前市代官町８６番２号
     0172-38-6600  (0172-38-6601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15405-1148-1 かみむらクリニック泌〒037-0036 （ニコ）第405号           平成29年10月 2日
     五医148 尿器科・内科 青森県五所川原市中央５丁目１１
     ９番地１
     0173-26-1052  (0173-26-1053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15527-1118-8 田中医院 〒039-1511 （ニコ）第406号           平成29年11月 1日
     三医118 三戸郡五戸町字鍛冶屋窪上ミ３３
     －２
     0178-61-1155  (0178-61-1156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15602-1568-7 津軽保健生活協同組合〒036-8104 （ニコ）第408号           平成29年11月 1日
     弘医568 　健生クリニック 青森県弘前市大字扇町二丁目２番
     １２
     0172-55-7707  (0172-55-7708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15702-1565-3 なんば耳鼻咽喉科 〒036-8084 （ニコ）第409号           平成30年 1月 1日
     弘医565 弘前市大字高田五丁目２番地３
     0172-55-8749  (0172-55-8762)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15802-1413-6 桔梗野こどもおとなク〒036-8227 （ニコ）第410号           平成30年 2月 1日
     弘医413 リニック 弘前市大字桔梗野二丁目１３－５
     0172-38-3080  (0172-37-8611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15909-1019-6 ファミリークリニック〒038-3301 （ニコ）第411号           平成30年 1月25日
     津医19 希望 青森県つがる市富萢町山里１－１
     0173-56-2148  (0173-56-2192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16006-1139-8 西十一番クリニック 〒034-0091 （ニコ）第412号           平成30年 4月 1日
     十医139 青森県十和田市西十一番町４０番
     ３８号
     0176-51-3911  (0176-51-3912)



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 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16103-1661-8 うしお内科クリニック〒039-1111 （ニコ）第413号           平成30年 4月 1日
     八医661 八戸市東白山台二丁目３４－１６
     0178-70-1191  (0178-70-1192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 別添１の「第９」の１の(２)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-1849-3 斉藤内科小児科医院 〒030-0811 一般        10（支援診２）第24号        平成28年 4月 1日
     青医849 青森市青柳２丁目６番１７号 療養         9
     017-777-3818  (017-735-6860)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-1625-7 南内科循環器科医院 〒030-0914 一般         7（支援診２）第25号        平成28年 4月 1日
     青医625 青森市岡造道一丁目１７－８ 療養         3
     017-741-1616  (017-741-1818) 療養         9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    302-1356-7 医療法人　聖誠会　石〒036-8364 一般         9（支援診２）第27号        平成28年 8月 1日
     弘医356 澤内科胃腸科 弘前市大字新町１５１ 療養
     0172-34-3252  (0172-34-3253) 　　療養    10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402-1546-3 伊東内科・小児科クリ〒036-8198 （支援診２）第28号        平成28年 9月 1日
     弘医546 ニック 弘前市大字元長町１６番地
     0172-32-0630  (0172-32-9148)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    504-1054-4 津軽保健生活協同組合〒036-0356 （支援診２）第29号        平成29年 4月 1日
     黒医54 　健生黒石診療所 黒石市ちとせ三丁目６
     0172-53-3015  (0172-53-5179)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-1631-5 中部クリニック 〒030-0822 （支援診２）第30号        平成29年 4月 1日
     青医631 青森市中央三丁目１０－２
     017-777-6206  (017-775-1361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-1721-4 安方クリニック 〒030-0803 （支援診２）第31号        平成29年 4月 1日
     青医721 青森市安方一丁目１１－６
     017-732-3955  (017-732-3956)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-1757-8 協立クリニック 〒030-0847 （支援診２）第32号        平成29年 4月 1日
     青医757 青森市東大野二丁目２番地２
     017-762-5511  (017-762-5512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902-1567-9 八幡町クリニック 〒036-8062 （支援診２）第36号        平成29年 7月 1日
     弘医567 青森県弘前市大字青山四丁目２７
     番１０
     0172-31-6188  (0172-31-6189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1002-1568-7 津軽保健生活協同組合〒036-8104 （支援診２）第37号        平成29年10月 1日
     弘医568 　健生クリニック 青森県弘前市大字扇町二丁目２番
     １２
     0172-55-7707  (0172-55-7708)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-1838-6 あおもり腎透析・泌尿〒030-0856 一般 （支援診３）第131号       平成28年 4月 1日
     青医838 器科クリニック 青森市西大野一丁目１５番地７ 　　一般    12
     017-752-6353  (017-752-6354)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-1670-3 嶋中内科循環器科 〒030-0811 （支援診３）第132号       平成28年 4月 1日
     青医670 青森市青柳二丁目９－３８
     017-775-2111  (017-775-2344)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    307-1091-9 岡三沢診療所 〒033-0032 （支援診３）第133号       平成28年 4月 1日
     沢医91 三沢市緑町１丁目２－５
     0176-50-1237  (0176-51-6635)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    427-1118-8 田中医院 〒039-1511 （支援診３）第134号       平成28年 4月 1日
     三医118 三戸郡五戸町字鍛冶屋窪上ミ３３
     －２
     0178-61-1155  (0178-61-1156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-1673-7 駒井胃腸科内科 〒030-0947 （支援診３）第135号       平成28年 4月 1日
     青医673 青森市浜館四丁目１４－４
     017-765-1500  (017-765-1501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602-1528-1 五所の診療所 〒036-1503 （支援診３）第136号       平成28年 4月 1日
     弘医528 弘前市大字五所字野沢３９－１３
     0172-84-2311  (0172-84-3517)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    702-1531-5 ナルミ医院 〒036-8195 （支援診３）第137号       平成28年 4月 1日
     弘医531 弘前市南川端町１３
     0172-33-1507  (0172-36-1185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    807-1086-9 あいざわクリニック 〒033-0022 （支援診３）第138号       平成28年 4月 1日
     沢医86 三沢市大字三沢字堀口１６４－２
     ９８
     0176-58-7370  (0176-58-7371)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902-1520-8 関医院　中津軽診療所〒036-1313 一般        19（支援診３）第139号       平成28年 4月 1日
     弘医520 弘前市大字賀田１－１４－２
     0172-82-3006  (0172-82-3644)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1002-1503-4 ＥＳＴクリニック 〒036-8082 一般        19（支援診３）第141号       平成28年 4月 1日
     弘医503 弘前市福村字新館添２０－１
     0172-29-5500  (0172-29-2299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1102-1362-5 さがらクリニック 〒036-8227 一般        11（支援診３）第142号       平成28年 4月 1日
     弘医362 弘前市大字桔梗野一丁目３－３ 療養         4
     0172-37-2070  (0172-37-2073) 療養         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 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1203-1643-6 やわたクリニック 〒039-1105 （支援診３）第143号       平成28年 4月 1日
     八医643 八戸市大字八幡字下樋田１番地４
     0178-32-7333  (0178-23-3722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-1666-1 あきやま胃腸科内科ク〒030-0965 （支援診３）第144号       平成28年 4月 1日
     青医666 リニック 青森市松森二丁目１０－２１
     017-743-1199  (017-765-1458)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-1767-7 白取医院 〒030-0151 一般 （支援診３）第145号       平成28年 4月 1日
     青医767 青森市高田字川瀬２９４－９ 　　一般     4
     017-739-2342  (017-739-1074)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1525-1149-7 工藤医院 〒039-2832 一般        16（支援診３）第145号       平成28年 4月 1日
     上医149 上北郡七戸町字道ノ上６３－４ 療養         3
     0176-68-2666  (0176-68-3192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1602-1401-1 副島胃腸科内科 〒036-8231 一般        19（支援診３）第146号       平成28年 4月 1日
     弘医401 弘前市大字稔町８－１
     0172-38-8080  (0172-38-8088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1702-1535-6 弘前温泉養生医院 〒036-1323 一般        19（支援診３）第147号       平成28年 4月 1日
     弘医535 弘前市大字真土字勝剣林３３４－
     １
     0172-82-3377  (0172-82-3392)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1803-1632-9 はちのへファミリーク〒031-0072 （支援診３）第148号       平成28年 4月 1日
     八医632 リニック 八戸市城下４丁目１１－１１
     0178-72-3000  (0178-72-3300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1908-1078-4 国民健康保険大畑診療〒039-4401 一般 （支援診３）第149号       平成28年 4月 1日
     市医78 所 むつ市大畑町観音堂２５－１ 　　一般    10
     0175-34-2211  (0175-34-2213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2024-1095-5 野宮医院 〒038-3662 一般        17（支援診３）第150号       平成28年 4月 1日
     北医95 北津軽郡板柳町大字板柳字土井３
     ０２
     0172-73-2256  (0172-73-2256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2127-1119-6 ナンブクリニック 〒039-0105 （支援診３）第151号       平成28年 4月 1日
     三医119 三戸郡南部町沖田面字千刈４７－
     １
     0179-20-6161  (0179-34-2288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2203-1411-8 ちょうじゃの森内科ク〒031-0022 （支援診３）第152号       平成28年 4月 1日
     八医411 リニック 八戸市大字糠塚字下道７－３２
     0178-43-6516  (0178-45-4189)



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 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2323-1135-1 むらさわ内科クリニッ〒038-3802 一般        19（支援診３）第153号       平成28年 7月 1日
     南医135 ク 南津軽郡藤崎町大字藤崎字村井４
     ０－６
     0172-75-6060  (0172-75-6062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401-1672-9 ひでかず胃腸科内科 〒030-0852 （支援診３）第154号       平成28年 8月 1日
     青医672 青森市大字大野字前田７５－８９
     017-762-1600  (017-762-1601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2503-1570-1 医療法人　きむらクリ〒031-0023 （支援診３）第155号       平成28年 8月 1日
     八医570 ニック 八戸市是川四丁目２－３
     0178-71-8855  (0178-71-8856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2602-1486-2 畑山医院 〒036-8124 一般 （支援診３）第156号       平成28年 8月 1日
     弘医486 弘前市大字石川字春仕内９７－１　　一般    19
     0172-92-2115  (0172-92-2124)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2702-1439-1 吉田クリニック 〒036-8035 一般        16（支援診３）第157号       平成28年 8月 1日
     弘医439 弘前市大字百石町４９－１
     0172-37-6300  (0172-37-6303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2826-1094-3 一部事務組合　下北医〒039-4222 一般        19（支援診３）第158号       平成28年 8月 1日
     下医94 療センター　東通村診下北郡東通村大字砂子又字里１７
     療所 －２
     0175-28-5111  (0175-28-5601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901-1841-0 中村豊医院 〒038-0014 （支援診３）第159号       平成28年 9月 1日
     青医841 青森市西滝１丁目１６番３１号
     017-782-6633  (017-782-7704)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3020-1077-1 ひきち内科クリニック〒039-3321 （支援診３）第160号       平成28年 9月 1日
     東医77 東津軽郡平内町大字小湊字愛宕９
     ５－２
     0177-58-1155  (0177-58-1156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3125-1174-5 吉田内科医院 〒039-2661 （支援診３）第161号       平成28年 9月 1日
     上医174 上北郡東北町字上笹橋２３－８
     0175-63-3777  (0175-65-5688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3223-1143-5 津軽三育医院 〒038-1141 一般        19（支援診３）第162号       平成29年 2月 1日
     南医143 南津軽郡田舎館村大字川部字上西
     田１３０－１２
     0172-75-3755  (0172-75-5306)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3302-1460-7 佐藤内科小児科取上医〒036-8171 一般        10（支援診３）第163号       平成29年 3月 1日
     弘医460 院 弘前市大字取上二丁目１７－１ 療養         8
     0172-33-1191  (0172-33-1390)



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 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3402-1458-1 工藤医院 〒036-8124 一般        13（支援診３）第164号       平成29年 4月 1日
     弘医458 弘前市大字石川字石川９７ 療養         6
     0172-92-3316  (0172-92-2612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3502-1532-3 坂本アレルギー呼吸器〒036-8162 （支援診３）第165号       平成29年 4月 1日
     弘医532 科医院 弘前市大字安原２－１３－１０
     0172-39-6110  (0172-39-6552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3602-1548-9 やまとクリニック　泌〒036-8084 （支援診３）第166号       平成29年 4月 1日
     弘医548 尿器科・内科 弘前市高田４丁目３－１
     0172-88-8720  (0172-88-8721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701-1583-8 くぼぞのクリニック 〒030-0812 （支援診３）第167号       平成29年 4月 1日
     青医583 青森市堤町一丁目１０－１１つつ
     みクリニックビル　２階
     017-777-7788  (017-777-7856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801-1740-4 福士胃腸科循環器科医〒030-0854 一般        12（支援診３）第168号       平成29年 4月 1日
     青医740 院 青森市千富町１－４－１６ 療養         5
     017-776-4558  (017-721-5986)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901-1825-3 なかたファミリークリ〒038-0024 （支援診３）第169号       平成29年 4月 1日
     青医825 ニック 青森市浪館前田２丁目４番１７号
     017-752-6262  (017-752-6263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001-1711-5 とよあきクリニック 〒030-0843 一般        12（支援診３）第170号       平成29年 4月 1日
     青医711 青森市浜田二丁目１５番地５
     017-762-3100  (017-762-3131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101-1753-7 ゆきた内科クリニック〒030-0813 （支援診３）第171号       平成29年 4月 1日
     青医753 青森市松原一丁目５－１４
     017-775-6650  (017-775-6651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4225-1171-1 旭日クリニック 〒039-2401 一般 （支援診３）第172号       平成29年 4月 1日
     上医171 上北郡東北町大字上野字南谷地２　　一般    19
     ５８－１
     0176-58-2050  (0176-58-2051)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4302-1342-7 小堀クリニック 〒036-8155 一般        14（支援診３）第173号       平成29年 4月 1日
     弘医342 弘前市大字中野二丁目２－２ 療養         5
     0172-32-7146  (0172-32-7146)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4423-1156-7 藤崎町立藤崎診療所 〒038-3803 （支援診３）第174号       平成29年 4月 1日
     南医156 南津軽郡藤崎町大字西豊田一丁目
     ２
     0172-75-4111  (0172-75-6830)



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 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4501-1764-4 石木医院 〒039-3501 （支援診３）第175号       平成29年 4月 1日
     青医764 青森市浅虫字蛍谷６５－３７
     017-752-3015  (017-737-5122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4603-1453-0 八戸医療生活協同組合〒031-0004 一般         2（支援診３）第176号       平成29年 4月 1日
     八医453 　八戸生協診療所 八戸市南類家一丁目１７－２
     0178-44-0278  (0178-44-0361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4724-1096-3 まちだ内科眼科クリニ〒038-3661 （支援診３）第177号       平成29年 4月 1日
     北医96 ック　いたやなぎ 北津軽郡板柳町大字福野田字実田
     ４４－１
     0172-72-0101  (0172-72-0114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801-1681-0 まちだ内科クリニック〒038-0058 一般        19（支援診３）第178号       平成29年 4月 1日
     青医681 青森市大字羽白字沢田３９－４
     017-788-6688  (017-788-3497)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4903-1358-1 荻生内科医院 〒031-0073 一般        10（支援診３）第179号       平成29年 4月 1日
     八医358 八戸市売市二丁目１１番１２号 療養         9
     0178-24-4613  (0178-45-3491)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001-1840-2 森総合クリニック松原〒030-0841 （支援診３）第180号       平成29年 4月 1日
     青医840 青森市奥野２丁目２０番地２号
     017-776-6299  (017-776-1515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5125-1180-2 のへじクリニック 〒039-3152 一般         2（支援診３）第181号       平成29年 4月 1日
     上医180 上北郡野辺地町下小中野１８－８
     0175-64-7333  (0175-64-7303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5203-1628-7 シルバークリニック 〒039-1161 （支援診３）第182号       平成29年 4月 1日
     八医628 八戸市大字河原木字八太郎山１０
     －４４４
     0178-28-4688  (0178-28-4576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5302-1346-8 西弘前クリニック 〒036-8155 一般        18（支援診３）第183号       平成29年 4月 1日
     弘医346 弘前市大字中野一丁目９－８
     0172-32-4121  (0172-32-4185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401-1765-1 和田クリニック内科・〒030-0823 （支援診３）第184号       平成29年 4月 1日
     青医765 胃腸科 青森市橋本二丁目１４－６
     017-775-1300  (017-775-1303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501-1687-7 北畠外科胃腸科医院 〒030-0812 一般        19（支援診３）第185号       平成29年 4月 1日
     青医687 青森市堤町二丁目１３－６
     017-734-7500  (017-722-6500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5606-1134-9 十和田北クリニック 〒034-0003 一般         1（支援診３）第186号       平成29年 4月 1日
     十医134 十和田市元町東五丁目８番５４号
     0176-21-3741  (0176-21-3751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701-1727-1 菊田クリニック 〒030-0801 （支援診３）第187号       平成29年 4月 1日
     青医727 青森市新町二丁目８－２８
     017-721-3313  (017-721-3303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801-1734-7 青い海公園クリニック〒030-0803 一般 （支援診３）第188号       平成29年 4月 1日
     青医734 青森市安方一丁目１０３－２ 　　一般    19
     017-721-1111  (017-721-1112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901-1773-5 津軽保健生活協同組合〒038-1311 （支援診３）第189号       平成29年 4月 1日
     青医773 　津軽医院 青森市浪岡大字浪岡字浅井２０５
     0172-62-3101  (0172-62-7434)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001-1789-1 ミッドライフクリニッ〒030-0801 一般 （支援診３）第190号       平成29年 4月 1日
     青医789 クＡＭＣ 青森市新町１－２－５ 　　一般    19
     017-721-5111  (017-721-5112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101-1811-3 しんまちクリニック 〒030-0801 一般        19（支援診３）第191号       平成29年 4月 1日
     (01-3811-7) 青森市新町二丁目１番１４号
     青医811 017-735-3111  (017-735-3112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6202-1368-2 よしだ耳鼻科・小児科〒036-8155 一般 （支援診３）第192号       平成29年 4月 1日
     弘医368 弘前市大字中野二丁目１－１５ 　　一般     6
     0172-33-2306  (0172-38-6201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6303-1577-6 なかざわスポーツクリ〒031-0813 一般 （支援診３）第193号       平成29年 4月 1日
     八医577 ニック 八戸市新井田字館下１ 　　一般    19
     0178-30-2020  (0178-30-2022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6403-1626-1 八戸在宅クリニック 〒031-0088 （支援診３）第194号       平成29年 4月 1日
     八医626 八戸市大字岩泉町７
     0178-47-7778  (0178-47-7767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6509-1009-7 尾野医院 〒037-0108 （支援診３）第195号       平成29年 4月 1日
     津医9 つがる市稲垣町吉出鴨泊５－４
     0173-46-2059  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601-1699-2 ＡＭＣクリニック 〒030-0801 一般        19（支援診３）第196号       平成29年 4月 1日
     青医699 青森市新町二丁目２－２２
     017-722-9111  (017-722-9112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 1日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6721-1095-1 深浦町国民健康保険関〒038-2503 一般         5（支援診３）第197号       平成29年 4月 1日
     西医95 診療所 西津軽郡深浦町大字関字栃沢７８
     －２
     0173-76-2109  (0173-76-3680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6804-1076-7 山谷胃腸科内科 〒036-0411 （支援診３）第198号       平成29年 5月 1日
     黒医76 黒石市大字温湯字上川原７－１０
     0172-54-8370  (0172-54-8370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6902-1556-2 場崎クリニック 〒036-8001 （支援診３）第199号       平成29年 6月 1日
     弘医556 弘前市代官町８６番２号
     0172-38-6600  (0172-38-6601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7007-1071-1 得居泌尿器科医院 〒033-0023 一般         3（支援診３）第200号       平成29年 5月 1日
     沢医71 三沢市下久保三丁目２０番地２号
     0176-50-1333  (0176-50-1331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7108-1084-2 みちのくクリニック 〒035-0067 （支援診３）第201号       平成29年 8月 1日
     市医84 むつ市十二林１７番１号
     0175-23-1171  (0175-23-1172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7202-1463-1 たかはし内科胃腸科小〒036-8171 一般        19（支援診３）第202号       平成29年 8月 1日
     弘医463 児科 弘前市大字取上二丁目９－１
     0172-38-2211  (0172-38-2212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7305-1148-1 かみむらクリニック泌〒037-0036 （支援診３）第203号       平成29年10月 2日
     五医148 尿器科・内科 青森県五所川原市中央５丁目１１
     ９番地１
     0173-26-1052  (0173-26-1053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 6月 1日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-1666-1 あきやま胃腸科内科ク〒030-0965 （在総）第255号           平成18年 4月 1日
     青医666 リニック 青森市松森二丁目１０－２１
     017-743-1199  (017-765-1458)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-1583-8 くぼぞのクリニック 〒030-0812 （在総）第256号           平成18年 4月 1日
     青医583 青森市堤町一丁目１０－１１つつ
     みクリニックビル　２階
     017-777-7788  (017-777-7856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-1764-4 石木医院 〒039-3501 （在総）第257号           平成18年 4月 1日
     青医764 青森市浅虫字蛍谷６５－３７
     017-752-3015  (017-737-5122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-1631-5 中部クリニック 〒030-0822 （在総）第258号           平成18年 4月 1日
     青医631 青森市中央三丁目１０－２
     017-777-6206  (017-775-1361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-1711-5 とよあきクリニック 〒030-0843 一般        12（在総）第259号           平成18年 4月 1日
     青医711 青森市浜田二丁目１５番地５
     017-762-3100  (017-762-3131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-1681-0 まちだ内科クリニック〒038-0058 一般        19（在総）第261号           平成18年 4月 1日
     青医681 青森市大字羽白字沢田３９－４
     017-788-6688  (017-788-3497)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-1721-4 安方クリニック 〒030-0803 （在総）第263号           平成18年 4月 1日
     青医721 青森市安方一丁目１１－６
     017-732-3955  (017-732-3956)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    802-1356-7 医療法人　聖誠会　石〒036-8364 一般         9（在総）第265号           平成18年 4月 1日
     弘医356 澤内科胃腸科 弘前市大字新町１５１ 療養
     0172-34-3252  (0172-34-3253) 　　療養    10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902-1351-8 弘前城東医院 〒036-8084 一般         5（在総）第266号           平成18年 4月 1日
     弘医351 弘前市大字高田一丁目１０－７
     0172-27-3321  (0172-27-3324)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1002-1401-1 副島胃腸科内科 〒036-8231 一般        19（在総）第267号           平成18年 4月 1日
     弘医401 弘前市大字稔町８－１
     0172-38-8080  (0172-38-8088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1103-1453-0 八戸医療生活協同組合〒031-0004 一般         2（在総）第268号           平成18年 4月 1日
     八医453 　八戸生協診療所 八戸市南類家一丁目１７－２
     0178-44-0278  (0178-44-0361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 6月 1日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1201-1757-8 協立クリニック 〒030-0847 （在総）第269号           平成18年 4月 1日
     青医757 青森市東大野二丁目２番地２
     017-762-5511  (017-762-5512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1302-1333-6 佐藤内科医院 〒036-8204 一般        19（在総）第271号           平成18年 4月 1日
     弘医333 弘前市大字覚仙町１５－１
     0172-34-2126  (0172-34-2317)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1402-1520-8 関医院　中津軽診療所〒036-1313 一般        19（在総）第273号           平成18年 4月 1日
     弘医520 弘前市大字賀田１－１４－２
     0172-82-3006  (0172-82-3644)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1502-1463-1 たかはし内科胃腸科小〒036-8171 一般        19（在総）第274号           平成18年 4月 1日
     弘医463 児科 弘前市大字取上二丁目９－１
     0172-38-2211  (0172-38-2212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1603-1403-5 一松堂医院 〒031-0087 一般        17（在総）第275号           平成18年 4月 1日
     八医403 八戸市大字朔日町３７
     0178-22-0025  (0178-45-4660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1703-1411-8 ちょうじゃの森内科ク〒031-0022 （在総）第276号           平成18年 4月 1日
     八医411 リニック 八戸市大字糠塚字下道７－３２
     0178-43-6516  (0178-45-4189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1803-1570-1 医療法人　きむらクリ〒031-0023 （在総）第277号           平成18年 4月 1日
     八医570 ニック 八戸市是川四丁目２－３
     0178-71-8855  (0178-71-8856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1904-1076-7 山谷胃腸科内科 〒036-0411 （在総）第280号           平成18年 4月 1日
     黒医76 黒石市大字温湯字上川原７－１０
     0172-54-8370  (0172-54-8370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2026-1094-3 一部事務組合　下北医〒039-4222 一般        19（在総）第282号           平成18年 4月 1日
     下医94 療センター　東通村診下北郡東通村大字砂子又字里１７
     療所 －２
     0175-28-5111  (0175-28-5601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2120-1077-1 ひきち内科クリニック〒039-3321 （在総）第283号           平成18年 4月 1日
     東医77 東津軽郡平内町大字小湊字愛宕９
     ５－２
     0177-58-1155  (0177-58-1156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2224-1095-5 野宮医院 〒038-3662 一般        17（在総）第284号           平成18年 4月 1日
     北医95 北津軽郡板柳町大字板柳字土井３
     ０２
     0172-73-2256  (0172-73-2256)



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 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 6月 1日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2325-1149-7 工藤医院 〒039-2832 一般        16（在総）第285号           平成18年 4月 1日
     上医149 上北郡七戸町字道ノ上６３－４ 療養         3
     0176-68-2666  (0176-68-3192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2424-1096-3 まちだ内科眼科クリニ〒038-3661 （在総）第286号           平成18年 4月 1日
     北医96 ック　いたやなぎ 北津軽郡板柳町大字福野田字実田
     ４４－１
     0172-72-0101  (0172-72-0114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-1673-7 駒井胃腸科内科 〒030-0947 （在総）第288号           平成18年 6月 1日
     青医673 青森市浜館四丁目１４－４
     017-765-1500  (017-765-1501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-1740-4 福士胃腸科循環器科医〒030-0854 一般        12（在総）第290号           平成18年 6月 1日
     青医740 院 青森市千富町１－４－１６ 療養         5
     017-776-4558  (017-721-5986)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701-1625-7 南内科循環器科医院 〒030-0914 一般         7（在総）第291号           平成18年 6月 1日
     青医625 青森市岡造道一丁目１７－８ 療養         3
     017-741-1616  (017-741-1818) 療養         9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2802-1526-5 いわね内科胃腸科医院〒036-8324 （在総）第293号           平成18年 5月 1日
     弘医526 弘前市浜の町西二丁目１－５
     0172-38-0057  (0172-38-0069)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2903-1606-3 安達内科クリニック 〒031-0074 （在総）第295号           平成18年 7月 1日
     八医606 八戸市馬場町１－７
     0178-24-4818  (0178-47-8714)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001-1672-9 ひでかず胃腸科内科 〒030-0852 （在総）第296号           平成18年 7月 1日
     青医672 青森市大字大野字前田７５－８９
     017-762-1600  (017-762-1601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3107-1071-1 得居泌尿器科医院 〒033-0023 一般         3（在総）第297号           平成18年 7月 1日
     沢医71 三沢市下久保三丁目２０番地２号
     0176-50-1333  (0176-50-1331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3203-1611-3 坂本内科クリニック 〒031-0003 一般        19（在総）第303号           平成18年 9月 1日
     八医611 八戸市吹上三丁目６－１６
     0178-24-5566  (0178-24-5568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3302-1531-5 ナルミ医院 〒036-8195 （在総）第304号           平成19年 4月 1日
     弘医531 弘前市南川端町１３
     0172-33-1507  (0172-36-1185)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 6月 1日     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3401-1670-3 嶋中内科循環器科 〒030-0811 （在総）第305号           平成19年10月 1日
     青医670 青森市青柳二丁目９－３８
     017-775-2111  (017-775-2344)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3523-1156-7 藤崎町立藤崎診療所 〒038-3803 （在総）第307号           平成21年 1月 1日
     南医156 南津軽郡藤崎町大字西豊田一丁目
     ２
     0172-75-4111  (0172-75-6830)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3603-1626-1 八戸在宅クリニック 〒031-0088 （在総）第310号           平成21年 6月 1日
     八医626 八戸市大字岩泉町７
     0178-47-7778  (0178-47-7767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3727-1119-6 ナンブクリニック 〒039-0105 （在総）第311号           平成22年 4月 1日
     三医119 三戸郡南部町沖田面字千刈４７－
     １
     0179-20-6161  (0179-34-2288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3823-1097-3 ときわ会病院 〒038-1216 一般        48（在総）第312号           平成22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
     １ 療養        42
     0172-65-3771  (0172-65-3773) 一般        24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3902-1285-8 医療法人弘愛会　弘愛〒036-8051 一般        54（在総）第313号           平成22年 5月 1日
     弘医285 会病院 弘前市大字宮川三丁目１－４ 療養        30
     0172-33-2871  (0172-33-8610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4003-1632-9 はちのへファミリーク〒031-0072 （在総）第315号           平成22年 8月 1日
     八医632 リニック 八戸市城下４丁目１１－１１
     0178-72-3000  (0178-72-3300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4127-1118-8 田中医院 〒039-1511 （在総）第316号           平成22年 9月 1日
     三医118 三戸郡五戸町字鍛冶屋窪上ミ３３
     －２
     0178-61-1155  (0178-61-1156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201-1727-1 菊田クリニック 〒030-0801 （在総）第318号           平成23年 5月 1日
     青医727 青森市新町二丁目８－２８
     017-721-3313  (017-721-3303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301-1825-3 なかたファミリークリ〒038-0024 （在総）第319号           平成24年 2月 1日
     青医825 ニック 青森市浪館前田２丁目４番１７号
     017-752-6262  (017-752-6263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4402-1460-7 佐藤内科小児科取上医〒036-8171 一般        10（在総）第320号           平成24年 4月 1日
     弘医460 院 弘前市大字取上二丁目１７－１ 療養         8
     0172-33-1191  (0172-33-1390)



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 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 6月 1日     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4502-1532-3 坂本アレルギー呼吸器〒036-8162 （在総）第321号           平成24年 4月 1日
     弘医532 科医院 弘前市大字安原２－１３－１０
     0172-39-6110  (0172-39-6552)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4621-1095-1 深浦町国民健康保険関〒038-2503 一般         5（在総）第322号           平成24年 4月 1日
     西医95 診療所 西津軽郡深浦町大字関字栃沢７８
     －２
     0173-76-2109  (0173-76-3680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701-1753-7 ゆきた内科クリニック〒030-0813 （在総）第324号           平成24年10月 1日
     青医753 青森市松原一丁目５－１４
     017-775-6650  (017-775-6651)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4802-1546-3 伊東内科・小児科クリ〒036-8198 （在総）第325号           平成25年 3月 1日
     弘医546 ニック 弘前市大字元長町１６番地
     0172-32-0630  (0172-32-9148)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901-1838-6 あおもり腎透析・泌尿〒030-0856 一般 （在総）第327号           平成25年 6月 1日
     青医838 器科クリニック 青森市西大野一丁目１５番地７ 　　一般    12
     017-752-6353  (017-752-6354)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001-1840-2 森総合クリニック松原〒030-0841 （在総）第328号           平成25年 9月 1日
     青医840 青森市奥野２丁目２０番地２号
     017-776-6299  (017-776-1515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101-1841-0 中村豊医院 〒038-0014 （在総）第329号           平成26年 1月 1日
     青医841 青森市西滝１丁目１６番３１号
     017-782-6633  (017-782-7704)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5207-1086-9 あいざわクリニック 〒033-0022 （在総）第330号           平成26年 2月 1日
     沢医86 三沢市大字三沢字堀口１６４－２
     ９８
     0176-58-7370  (0176-58-7371)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5302-1548-9 やまとクリニック　泌〒036-8084 （在総）第331号           平成26年 3月 1日
     弘医548 尿器科・内科 弘前市高田４丁目３－１
     0172-88-8720  (0172-88-8721)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401-1831-1 村上病院 〒030-0843 一般        80（在総）第332号           平成26年 4月 1日
     青医831 青森市浜田３－３－１４ 療養        40
     017-729-8888  (017-729-8887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5525-1171-1 旭日クリニック 〒039-2401 一般 （在総）第333号           平成26年 4月 1日
     上医171 上北郡東北町大字上野字南谷地２　　一般    19
     ５８－１
     0176-58-2050  (0176-58-2051)



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 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 6月 1日     35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5601-1765-1 和田クリニック内科・〒030-0823 （在総）第334号           平成26年 7月 1日
     青医765 胃腸科 青森市橋本二丁目１４－６
     017-775-1300  (017-775-1303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5706-1134-9 十和田北クリニック 〒034-0003 一般         1（在総）第335号           平成26年 7月 1日
     十医134 十和田市元町東五丁目８番５４号
     0176-21-3741  (0176-21-3751)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5803-1643-6 やわたクリニック 〒039-1105 （在総）第336号           平成26年10月 1日
     八医643 八戸市大字八幡字下樋田１番地４
     0178-32-7333  (0178-23-3722)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5902-1503-4 ＥＳＴクリニック 〒036-8082 一般        19（在総）第338号           平成27年 5月 1日
     弘医503 弘前市福村字新館添２０－１
     0172-29-5500  (0172-29-2299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6025-1180-2 のへじクリニック 〒039-3152 一般         2（在総）第339号           平成27年 7月 1日
     上医180 上北郡野辺地町下小中野１８－８
     0175-64-7333  (0175-64-7303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6102-1439-1 吉田クリニック 〒036-8035 一般        16（在総）第340号           平成28年 8月 1日
     弘医439 弘前市大字百石町４９－１
     0172-37-6300  (0172-37-6303)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6202-1567-9 八幡町クリニック 〒036-8062 （在総）第341号           平成29年 7月 1日
     弘医567 青森県弘前市大字青山四丁目２７
     番１０
     0172-31-6188  (0172-31-6189)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6305-1148-1 かみむらクリニック泌〒037-0036 （在総）第342号           平成29年10月 2日
     五医148 尿器科・内科 青森県五所川原市中央５丁目１１
     ９番地１
     0173-26-1052  (0173-26-1053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


