
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 2月 1日 ７対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    103-1126-2 独立行政法人労働者健〒031-8551 一般         6（一般入院）第630号       平成28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 病棟種別:一般
     八医126 病院 0178-33-1551  (0178-33-3277) 一般        68 病棟数:5棟
     一般        50 病床数:203床
     一般        47 区分:７対１入院基本料
     一般        48
     一般        49
     一般       100
     一般        50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-1498-9 一般財団法人双仁会青〒038-0042 療養        55（一般入院）第641号       平成28年10月 1日
     青医498 森厚生病院 青森市大字新城字山田４８８－１一般        59 病棟種別:一般
     017-788-3121  (017-788-3126) 一般        58 病床区分:一般
     療養        58 病棟数:2棟
     一般        52 病床数:111床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-1513-5 村上新町病院 〒030-0801 一般        46（一般入院）第643号       平成28年10月 1日
     青医513 青森市新町二丁目１－１３ 療養        32 病棟種別:一般
     017-723-1111  (017-723-1118) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    403-1254-2 八戸赤十字病院 〒039-1104 一般       374（一般入院）第644号       平成28年10月 1日
     (03-3254-6) 八戸市大字田面木字中明戸２番地精神        60 病棟種別:一般
     八医254 0178-27-3111  (0178-27-3121) 病床区分:一般
     病棟数:8棟
     病床数:363床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-1476-5 青森県立中央病院 〒030-0913 一般       684（一般入院）第649号       平成28年10月 1日
     (01-3476-9) 青森市東造道二丁目１－１ 病棟種別:一般
     青医476 017-726-8111  (017-726-8290) 病床区分:一般
     病棟数:13棟
     病床数:633床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602-1063-9 鳴海病院 〒036-8183 一般        73（一般入院）第651号       平成28年10月 1日
     弘医63 弘前市大字品川町１９ 療養        43 病棟種別:一般
     0172-32-5211  (0172-34-5588) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:31床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 2月 1日 ７対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    702-1547-1 弘前中央病院 〒036-8188 一般        54（一般入院）第652号       平成28年10月 1日
     弘医547 弘前市吉野町３番地１ 一般        60 病棟種別:一般
     0172-36-7111  (0172-34-8789) 一般        60 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:154床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    804-1029-6 黒石市国民健康保険　〒036-0541 一般       257（一般入院）第655号       平成28年10月 1日
     黒医29 黒石病院 黒石市北美町一丁目７０ 病棟種別:一般
     0172-52-2121  (0172-52-5682) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:167床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902-1511-7 弘前脳卒中・リハビリ〒036-8104 一般        79（一般入院）第657号       平成28年10月 1日
     (02-3511-1) テーションセンター 弘前市扇町１－２－１ 療養       169 病棟種別:一般
     弘医511 0172-28-8220  (0172-28-7780) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:79床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1003-1525-5 八戸市立市民病院 〒031-8555 一般       558（一般入院）第661号       平成28年10月 1日
     (03-3525-9) 八戸市田向三丁目１番１号 精神        50 病棟種別:一般
     八医525 0178-72-5111  (0178-72-5115) 病床区分:一般
     病棟数:10棟
     病床数:504床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101-1216-5 青森市民病院 〒030-0821 一般       538（一般入院）第664号       平成28年10月 1日
     (01-3216-9) 青森市勝田一丁目１４－２０ 病棟種別:一般
     青医216 017-734-2171  (017-734-7578) 病床区分:一般
     病棟数:8棟
     病床数:414床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1206-1036-6 十和田市立中央病院 〒034-0093 一般       325（一般入院）第665号       平成28年10月 1日
     十医36 十和田市西十二番町１４－８ 精神        50 病棟種別:一般
     0176-23-5121  (0176-23-2999) 一般（感染） 病床区分:一般
                  4 病棟数:6棟
     病床数:283床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 2月 1日 ７対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1303-1445-6 八戸平和病院 〒031-8545 一般       121（一般入院）第666号       平成28年10月 1日
     八医445 八戸市湊高台二丁目４－６ 病棟種別:一般
     0178-31-2222  (0178-31-2230) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:121床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1405-1142-4 つがる西北五広域連合〒037-0074 一般 （一般入院）第668号       平成28年10月 1日
     (05-3060-2) つがる総合病院 五所川原市字岩木町１２番地３ 　　一般   390 病棟種別:一般
     五医142 0173-35-3111  (0173-35-0009) 精神 病床区分:一般
     　　精神    44 病床数:336床
     一般（感染） 区分:７対１入院基本料
     　　感染     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1502-1570-3 津軽保健生活協同組合〒036-8511 一般 （一般入院）第695号       平成29年10月 1日
     弘医570 　健生病院 青森県弘前市大字扇町二丁目２番　　一般   282 病棟種別:一般
     ２ 病棟数:5棟
     0172-55-7717  (0172-55-7718) 病床数:200床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1680-1022-1 弘前大学医学部附属病〒036-8203 一般       565（特定入院）第15号        平成28年10月 1日
     (80-3022-5) 院 弘前市大字本町５３ 一般        16 病棟種別:一般
     弘医22 0172-33-5111  (0172-39-5189) 一般         6 病床区分:一般
     一般        10 病棟数:12棟
     一般（感染） 病床数:524床
                  6 区分:７対１入院基本料
     精神        41 病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:41床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1780-1051-0 独立行政法人国立病院〒031-0003 一般 （障害入院）第41号        平成25年 5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 病棟種別:一般
     0178-45-6111  (0178-43-7814) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:150床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1880-1004-9 独立行政法人国立病院〒038-1331 一般       300（障害入院）第42号        平成25年 5月 1日
     (80-3004-3) 機構　青森病院 青森市浪岡大字女鹿沢字平野１５結核        60 病棟種別:一般
     南医4 ５番地１ 病床区分:一般
     0172-62-4055  (0172-62-7289) 病棟数:7棟
     病床数:300床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 2月 1日 １０対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    106-1088-7 医療法人赤心会　十和〒034-0001 一般        60（一般入院）第583号       平成26年11月 1日
     十医88 田東病院 十和田市大字三本木字里ノ沢１－ 病棟種別:一般
     ２４７ 病床区分:一般
     0176-22-5252  (0176-22-0031) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-1630-7 あおもり協立病院 〒030-0847 一般        37（一般入院）第628号       平成28年 5月 1日
     青医630 青森市東大野二丁目１番地１０ 療養 病棟種別:一般
     017-762-5500  (017-729-3260) 　　特定    48 病床区分:一般
     一般        50 病棟数:3棟
     一般        46 病床数:133床
     療養 区分:１０対１入院基本料
     　　特定    42 看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    323-1097-3 ときわ会病院 〒038-1216 一般        48（一般入院）第631号       平成28年 7月 1日
     南医97 南津軽郡藤崎町大字榊字亀田２－一般        35 病棟種別:一般
     １ 療養        42 病棟数:1棟
     0172-65-3771  (0172-65-3773) 一般        24 病床数:39床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402-1285-8 医療法人弘愛会　弘愛〒036-8051 一般        54（一般入院）第633号       平成28年 9月 1日
     弘医285 会病院 弘前市大字宮川三丁目１－４ 療養        30 病棟種別:一般
     0172-33-2871  (0172-33-8610) 病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    525-1175-2 医療法人社団　良風会〒039-2682 一般        53（一般入院）第635号       平成28年 9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 病棟種別:一般
     0175-64-5100  (0175-64-2172) 病棟数:1棟
     病床数:53床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定: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 2月 1日 １０対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    625-1103-4 公立七戸病院 〒039-2523 一般       110（一般入院）第636号       平成28年10月 1日
     上医103 上北郡七戸町字影津内９８－１ 病棟種別:一般
     0176-62-2105  (0176-62-6964) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:74床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    705-1071-5 医療法人白生会　胃腸〒037-0066 一般        60（一般入院）第640号       平成28年10月 1日
     五医71 病院 五所川原市字中平井町１４２－１療養        54 病棟種別:一般
     0173-34-6111  (0173-34-6114) 療養        56 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    807-1081-0 三沢市立三沢病院 〒033-0022 一般        50（一般入院）第645号       平成28年10月 1日
     (07-3081-4) 三沢市大字三沢字堀口１６４番地一般        38 病棟種別:一般
     沢医81 ６５号 一般        32 病床区分:一般
     0176-53-2161  (0176-52-6023) 一般        51 病棟数:4棟
     一般        49 病床数:169床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    908-1033-9 むつ総合病院 〒035-0071 一般       380（一般入院）第646号       平成28年10月 1日
     (08-3033-3) むつ市小川町一丁目２－８ 精神        54 病棟種別:一般
     市医33 0175-22-2111  (0175-22-4439) 病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:303床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1003-1627-9 メディカルコート八戸〒039-1103 一般 （一般入院）第648号       平成28年10月 1日
     八医627 西病院 八戸市長苗代字中坪７７ 　　一般   199 病棟種別:一般
     0178-28-4000  (0178-20-4962) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:119床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 2月 1日 １０対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1105-1141-6 つがる西北五広域連合〒037-0202 一般        60（一般入院）第659号       平成28年10月 1日
     五医141 　かなぎ病院 五所川原市金木町菅原１３番１ 療養        40 病棟種別:一般
     0173-53-3111  (0173-53-2407) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1227-1077-6 国民健康保険　五戸総〒039-1517 一般       167（一般入院）第660号       平成28年10月 1日
     三医77 合病院 三戸郡五戸町字沢向１７－３ 病棟種別:一般
     0178-61-1200  (0178-61-1215) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:167床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-1831-1 村上病院 〒030-0843 一般        80（一般入院）第662号       平成28年10月 1日
     青医831 青森市浜田３－３－１４ 療養        40 病棟種別:一般
     017-729-8888  (017-729-8887) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:80床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1406-1084-6 十和田第一病院 〒034-0031 一般        60（一般入院）第663号       平成28年10月 1日
     十医84 十和田市東三番町１０－７０ 病棟種別:一般
     0176-22-5511  (0176-22-7766) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1502-1212-2 弘前市立病院 〒036-8004 一般       250（一般入院）第667号       平成28年10月 1日
     弘医212 弘前市大字大町三丁目８－１ 病棟種別:一般
     0172-34-3211  (0172-37-6367) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:165床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 2月 1日 １０対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1627-1117-0 三戸町国民健康保険　〒039-0141 一般 （一般入院）第669号       平成28年10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 病棟種別:一般
     －１ 療養 病床区分:一般
     0179-20-1131  (0179-20-1320) 　　療養    39 病棟数:1棟
     病床数:49床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1727-1128-7 南部病院 〒039-0105 一般        60（一般入院）第675号       平成29年 1月 1日
     三医128 三戸郡南部町大字沖田面字千刈５ 病棟種別:一般
     ２番地２ 病棟数:1棟
     0179-34-3131  (0179-34-3130) 病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1826-1091-9 国民健康保険　大間病〒039-4601 一般        48（一般入院）第679号       平成29年 2月 1日
     下医91 院 下北郡大間町大字大間字大間平２ 病棟種別:一般
     ０番地７８ 病床区分:一般
     0175-37-2105  (0175-32-1012) 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901-1415-3 公益財団法人鷹揚郷　〒038-0003 一般        45（一般入院）第681号       平成29年 2月 1日
     (01-3415-7) 腎研究所　青森病院 青森市大字石江字岡部１０１－１ 病棟種別:一般
     青医415 017-781-9331  (017-766-2129) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2021-1101-7 つがる西北五広域連合〒038-2761 一般        70（一般入院）第682号       平成29年 4月 1日
     (21-3101-1) 　鰺ヶ沢病院 西津軽郡鯵ヶ沢町大字舞戸町字蒲一般        30 病棟種別:一般
     西医101 生１０６番地１０ 病床区分:一般
     0173-72-3111  (0173-72-3367) 病棟数:1棟
     病床数:70床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 2月 1日 １０対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2180-1011-4 独立行政法人国立病院〒036-8545 一般        39（一般入院）第684号       平成29年 5月 1日
     (80-3011-8) 機構　弘前病院 弘前市大字富野町１ 一般         3 病棟種別:一般
     弘医11 0172-32-4311  (0172-33-8614) 一般        60 病床区分:一般
     一般        60 病棟数:6棟
     一般        60 病床数:339床
     一般        60 区分:１０対１入院基本料
     一般        60 看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2224-1067-4 国民健康保険　板柳中〒038-3672 一般        55（一般入院）第687号       平成29年 6月 1日
     北医67 央病院 北津軽郡板柳町大字灰沼字岩井７療養        32 病棟種別:一般
     ４－２ 病床区分:一般
     0172-73-3231  (0172-73-3632) 病棟数:1棟
     病床数:49床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301-1769-3 青森市立浪岡病院 〒038-1311 一般        92（一般入院）第696号       平成29年11月 1日
     青医769 青森市浪岡大字浪岡字平野１８０精神       107 病棟種別:一般
     0172-62-3111  (0172-62-3115) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401-1857-6 医療法人雄心会　青森〒038-0003 一般 （一般入院）第700号       平成29年12月 1日
     (01-3857-0) 新都市病院 青森市大字石江字高間１０９番地　　一般   191 病棟種別:一般
     青医857 １８ 病床区分:一般
     017-757-8750  (017-788-9901) 病棟数:4棟
     病床数:146床
     区分:１０対１入院基本料
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-1445-0 社団法人慈恵会　青森〒038-0021 一般       106（一般入院）第701号       平成30年 1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:一般
     017-782-1201  (017-766-7860) 療養       144 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:84床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 2月 1日 １０対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2625-1061-4 国民健康保険　おいら〒039-2225 一般        78（一般入院）第703号       平成30年 1月 1日
     上医61 せ病院 上北郡おいらせ町上明堂１－１ 病棟種別:一般
     0178-52-3111  (0178-52-3110) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:75床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2727-1127-9 国民健康保険南部町医〒039-0502 一般        26（一般入院）第704号       平成30年 2月 1日
     三医127 療センター 三戸郡南部町大字下名久井字白山療養        40 病棟種別:一般
     ８７番地１ 病床区分:一般
     0178-76-2001  (0178-76-2917) 病棟数:1棟
     病床数:26床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2820-1074-8 平内町国民健康保険　〒039-3321 一般        40（一般入院）第707号       平成30年 2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 病棟種別:一般
     １－１ 病床区分:一般
     017-755-2131  (017-755-2233) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2925-1158-8 公立野辺地病院 〒039-3141 一般       120（一般入院）第708号       平成30年 2月 1日
     (25-3158-2) 上北郡野辺地町字鳴沢９－１２ 療養        31 病棟種別:一般
     上医158 0175-64-3211  (0175-64-5571) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:120床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3080-1004-9 独立行政法人国立病院〒038-1331 一般       300（結核入院）第264号       平成22年 4月 1日
     (80-3004-3) 機構　青森病院 青森市浪岡大字女鹿沢字平野１５結核        60 病棟種別:結核
     南医4 ５番地１ 病棟数:1棟
     0172-62-4055  (0172-62-7289) 病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 2月 1日 １０対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3103-1254-2 八戸赤十字病院 〒039-1104 一般       374（精神入院）第367号       平成28年 4月 1日
     (03-3254-6) 八戸市大字田面木字中明戸２番地精神        60 病棟種別:精神
     八医254 0178-27-3111  (0178-27-3121) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3203-1126-2 独立行政法人労働者健〒031-8551 一般         6（障害入院）第27号        平成18年 4月 1日
     (03-3126-6) 康安全機構　青森労災八戸市大字白銀町字南ヶ丘１ 一般        50 病棟種別:一般
     八医126 病院 0178-33-1551  (0178-33-3277) 一般        68 病床区分:一般
     一般        50 病棟数:1棟
     一般        47 病床数:50床
     一般        48 区分:１０対１入院基本料
     一般        49
     一般       100
     一般        50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3303-1402-7 青森県立はまなす医療〒031-0833 一般（特例） （障害入院）第43号        平成27年 8月 1日
     八医402 療育センター 八戸市大字大久保字大塚１７－７            82 病棟種別:一般
     ２９ 病床区分:一般
     0178-31-5005  (0178-31-4144) 病棟数:2棟
     病床数:82床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 2月 1日 １３対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    103-1425-8 みちのく記念病院 〒031-0802 一般        60（一般入院）第549号       平成25年 9月 1日
     八医425 八戸市小中野一丁目４－２２ 精神       264 病棟種別:一般
     0178-24-1000  (0178-47-5001) 精神       110 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    205-1142-4 つがる西北五広域連合〒037-0074 一般 （精神入院）第355号       平成26年 4月 1日
     (05-3060-2) つがる総合病院 五所川原市字岩木町１２番地３ 　　一般   390 病棟種別:精神
     五医142 0173-35-3111  (0173-35-0009) 精神 病床区分:精神
     　　精神    44 病棟数:1棟
     一般（感染） 病床数:44床
     　　感染     4 区分:１３対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    380-1022-1 弘前大学医学部附属病〒036-8203 一般       565（特定入院）第15号        平成28年10月 1日
     (80-3022-5) 院 弘前市大字本町５３ 一般        16 病棟種別:一般
     弘医22 0172-33-5111  (0172-39-5189) 一般         6 病床区分:一般
     一般        10 病棟数:12棟
     一般（感染） 病床数:524床
                  6 区分:７対１入院基本料
     精神        41 病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:41床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402-1470-6 弘前メディカルセンタ〒036-8004 一般        24（障害入院）第45号        平成28年 5月 1日
     弘医470 ー 弘前市大字大町二丁目２－９ 一般        17 病棟種別:一般
     0172-35-1511  (0172-33-0677) 一般        28 病床区分:一般
     一般        28 病棟数:1棟
     療養        20 病床数:56床
     療養        20 区分:１３対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 2月 1日 １５対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-1024-3 医療法人同仁会　浪打〒030-0902 一般        37（一般入院）第340号       平成18年 4月 1日
     青医24 病院 青森市合浦二丁目１１－２４ 療養        32 病棟種別:一般
     017-741-4341  (017-743-3094) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:37床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202-1303-9 弘前記念病院 〒036-8076 一般        72（一般入院）第344号       平成18年 4月 1日
     弘医303 弘前市大字境関字西田５９－１ 一般        53 病棟種別:一般
     0172-28-1211  (0172-28-1367) 一般        46 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:160床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    320-1061-5 外ヶ浜町国民健康保険〒030-1308 一般        44（一般入院）第353号       平成18年 4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－ 病棟種別:一般
     東医61 １ 病床区分:一般
     0174-22-3450  (0174-22-3344) 病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402-1232-0 公益財団法人鷹揚郷　〒036-8243 一般       109（一般入院）第372号       平成18年 4月 1日
     (02-3232-4) 腎研究所　弘前病院 弘前市大字小沢字山崎９０ 病棟種別:一般
     弘医232 0172-87-1221  (0172-87-1228) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:109床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    503-1337-5 医療法人仁桂会　佐々〒039-1166 一般        44（一般入院）第375号       平成18年 4月 1日
     八医337 木泌尿器科病院 八戸市根城四丁目６－２３ 病棟種別:一般
     0178-47-0007  (0178-43-0655) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    603-1400-1 八戸城北病院 〒039-1165 一般        60（一般入院）第379号       平成18年 4月 1日
     八医400 八戸市石堂一丁目１４－１４ 療養        33 病棟種別:一般
     0178-20-2222  (0178-20-2228) 療養        13 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 2月 1日 １５対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    703-1588-3 室岡整形外科病院 〒031-0021 一般        50（一般入院）第380号       平成18年 4月 1日
     八医588 八戸市長者３丁目３－２３ 病棟種別:一般
     0178-46-1000  (0178-44-0512) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:看護配置加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    804-1065-0 一般財団法人双仁会　〒036-0351 一般        99（一般入院）第381号       平成24年10月 1日
     黒医65 黒石厚生病院 黒石市大字黒石字建石９－１ 療養       114 病棟種別:一般
     0172-52-4121  (0172-52-4124) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:57床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902-1455-7 医療法人元秀会　弘前〒036-8053 一般        46（一般入院）第623号       平成28年 2月 1日
     弘医455 小野病院 弘前市大字和泉二丁目１９－１ 療養        47 病棟種別:一般
     0172-27-1431  (0172-27-1433) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1023-1070-0 町立大鰐病院 〒038-0212 一般        60（一般入院）第698号       平成29年12月 1日
     南医70 南津軽郡大鰐町大字蔵館字川原田 病棟種別:一般
     ４０－４ 病床区分:一般
     0172-48-2211  (0172-47-5853) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1102-1484-7 聖康会病院 〒036-8053 精神        48（精神入院）第302号       平成18年 4月 1日
     弘医484 弘前市和泉二丁目１７－１ 精神        38 病棟種別:精神
     0172-27-4121  (0172-26-3920) 精神         2 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:88床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 2月 1日 １５対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1205-1084-8 布施病院 〒037-0085 精神        60（精神入院）第304号       平成18年 4月 1日
     五医84 五所川原市字芭蕉１８－４ 精神        60 病棟種別:精神
     0173-35-3470  (0173-35-6419) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-1396-5 青森県立つくしが丘病〒038-0031 精神       230（精神入院）第305号       平成18年 4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:一般
     017-787-2121  (017-788-5086) 病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-1751-1 一般社団法人青森精神〒039-3501 精神 （精神入院）第306号       平成18年 4月 1日
     青医751 医学研究所附属　浅虫青森市浅虫字内野２７－２ 　　一般   198 病棟種別:精神
     温泉病院 017-752-3004  (017-752-3194) 病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:198床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1502-1246-0 津軽保健生活協同組合〒036-8373 精神       159（精神入院）第308号       平成18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:2棟
     病床数:106床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1603-1556-0 さくら病院 〒039-1105 精神       142（精神入院）第311号       平成18年 4月 1日
     八医556 八戸市大字八幡字上樋田８－１ 病棟種別:精神
     0178-70-2011  (0178-70-2191) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:142床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 2月 1日 １５対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1703-1511-5 社会医療法人　松平病〒031-0813 精神       182（精神入院）第318号       平成18年 4月 1日
     八医511 院 八戸市大字新井田字出口平１７ 病棟種別:精神
     0178-25-3217  (0178-25-7873) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:182床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1803-1362-3 医療法人清照会　湊病〒031-0813 療養        50（精神入院）第319号       平成18年 4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
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901-1462-5 青森保健生活協同組合〒030-0131 精神       140（精神入院）第325号       平成18年 6月 1日
     青医462 生協さくら病院 青森市問屋町一丁目１５－１０ 病棟種別:精神
     017-738-2101  (017-738-2136) 病床区分:精神
     病棟数:2棟
     病床数:140床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2004-1050-2 医療法人社団来蘇圓会〒036-0321 精神 （精神入院）第332号       平成19年12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棟
     病床数:33床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101-1743-8 芙蓉会病院 〒030-0133 療養        53（精神入院）第333号       平成20年 2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:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2203-1134-6 医療法人青仁会　青南〒039-1104 精神       199（精神入院）第336号       平成20年 6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棟
     病床数:52床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１



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 2月 1日 １５対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2307-1056-2 医療法人聖心会　三沢〒033-0113 精神       140（精神入院）第339号       平成22年 3月 1日
     沢医56 聖心会病院 三沢市淋代三丁目１１１－６ 病棟種別:精神
     0176-54-2016  (0176-54-4178) 病床区分:精神
     病棟数:2棟
     病床数:140床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401-1769-3 青森市立浪岡病院 〒038-1311 一般        92（精神入院）第347号       平成23年12月 1日
     青医769 青森市浪岡大字浪岡字平野１８０精神       107 病棟種別:精神
     0172-62-3111  (0172-62-3115) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:70床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2502-1002-7 一般財団法人愛成会　〒036-8151 精神        60（精神入院）第361号       平成26年11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:60床
     精神        43 区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2606-1011-9 十和田済誠会病院 〒034-0089 精神 （精神入院）第362号       平成27年 4月 1日
     十医11 十和田市西二十三番町１－１ 　　一般   250 病棟種別:精神
     0176-23-6251  (0176-25-3865) 病床区分:精神
     病棟数:5棟
     病床数:250床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2708-1033-9 むつ総合病院 〒035-0071 一般       380（精神入院）第363号       平成27年 4月 1日
     (08-3033-3) むつ市小川町一丁目２－８ 精神        54 病棟種別:精神
     市医33 0175-22-2111  (0175-22-4439) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2803-1525-5 八戸市立市民病院 〒031-8555 一般       558（精神入院）第369号       平成28年12月 1日
     (03-3525-9) 八戸市田向三丁目１番１号 精神        50 病棟種別:精神
     八医525 0178-72-5111  (0178-72-5115) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 2月 1日 １５対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2904-1065-0 一般財団法人双仁会　〒036-0351 一般        99（障害入院）第46号        平成29年 5月 1日
     黒医65 黒石厚生病院 黒石市大字黒石字建石９－１ 療養       114 病棟種別:一般
     0172-52-4121  (0172-52-4124) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 2月 1日 ２０対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    103-1425-8 みちのく記念病院 〒031-0802 一般        60（精神入院）第322号       平成18年 4月 1日
     八医425 八戸市小中野一丁目４－２２ 精神       264 病棟種別:精神
     0178-24-1000  (0178-47-5001) 精神       110 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:185床
     区分:２０対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


