
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[岩手県]

平成30年 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)

    101,1413,7 盛岡赤十字病院 〒020-8560 一般 （一般入院）第1911号      平成28年 9月 1日
     盛医413 盛岡市三本柳６地割１番地１ 　　一般   438 病棟種別:一般
     019-637-3111  (019-637-3801) 病床区分:一般
     病棟数:7棟
     病床数:364床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     看護職員夜間配置加算:12対１ 
     配置加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    215,1042,4 岩手県立胆沢病院 〒023-0864 一般       337（一般入院）第1920号      平成28年10月 1日
     奥医42 奥州市水沢区字龍ヶ馬場６１番地結核         9 病棟種別:一般
     0197-24-4121  (0197-24-8194) 病床区分:一般
     病棟数:6棟
     病床数:337床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309,1145,8 岩手県立磐井病院 〒029-0131 一般 （一般入院）第1921号      平成28年10月 1日
     (09,3081,9) 一関市狐禅寺字大平１７番地 　　一般   305 病棟種別:一般
     関医145 0191-23-3452  (0191-23-9691) 結核 病床区分:一般
     　　一般    10 病棟数:5棟
     病床数:281床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    406,1154,6 岩手県立中部病院 〒024-0004 一般 （一般入院）第1926号      平成28年10月 1日
     北医154 北上市村崎野１７地割１０番地 　　一般   414 病棟種別:一般
     0197-71-1511  (0197-71-1414) 結核        20 病床区分:一般
     病棟数:7棟
     病床数:382床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1331,1 岩手県立中央病院 〒020-0066 一般 （一般入院）第1976号      平成29年 2月 1日
     (01,3177,2) 盛岡市上田一丁目４番１号 　　一般   685 病棟種別:一般
     盛医331 019-653-1151  (019-653-2528) 病床区分:一般
     病棟数:11棟
     病床数:659床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    613,1012,2 岩手県立二戸病院 〒028-6105 一般 （一般入院）第2014号      平成29年 7月 1日
     二医12 二戸市堀野字大川原毛３８番地２　　一般   253 病棟種別:一般
     0195-23-2191  (0195-23-2834) 結核        10 病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:225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

[岩手県]

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)

    715,1042,4 岩手県立胆沢病院 〒023-0864 一般       337（結核入院）第409号       平成24年 4月 1日
     奥医42 奥州市水沢区字龍ヶ馬場６１番地結核         9 病棟種別:結核
     0197-24-4121  (0197-24-8194) 病床数:9床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    806,1154,6 岩手県立中部病院 〒024-0004 一般 （結核入院）第411号       平成24年 4月 1日
     北医154 北上市村崎野１７地割１０番地 　　一般   414 病棟種別:結核
     0197-71-1511  (0197-71-1414) 結核        20 病床数:20床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    909,1145,8 岩手県立磐井病院 〒029-0131 一般 （結核入院）第417号       平成26年 9月 1日
     (09,3081,9) 一関市狐禅寺字大平１７番地 　　一般   305 病棟種別:結核
     関医145 0191-23-3452  (0191-23-9691) 結核 病床数:10床
     　　一般    10 区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1013,1012,2 岩手県立二戸病院 〒028-6105 一般 （結核入院）第422号       平成29年 7月 1日
     二医12 二戸市堀野字大川原毛３８番地２　　一般   253 病棟種別:結核
     0195-23-2191  (0195-23-2834) 結核        10 病床数:10床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,1350,1 岩手医科大学附属病院〒020-0023 一般 （特定入院）第17号        平成28年10月 1日
     (01,3364,6) 盛岡市内丸１９番１号 　　一般 1,088 病棟種別:一般
     盛医350 019-651-5111  (019-651-6606) 精神 病床区分:一般
     　　精神    78 病棟数:17棟
     病床数:951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

[岩手県]

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      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1613,2 八角病院 〒028-4125 一般 （一般入院）第795号       平成24年 4月 1日
     盛医613 盛岡市好摩字夏間木７０番地１９　　一般    50 病棟種別:一般
     ０ 病床区分:一般
     019-682-0201  (019-682-0748) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1226,3 もりおかこども病院 〒020-0102 一般 （一般入院）第1863号      平成27年10月 1日
     (01,3097,2) 盛岡市上田字松屋敷１１番地１４　　一般    64 病棟種別:一般
     盛医226 019-662-5656  (019-662-7185) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:64床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1028,3 一般財団法人岩手済生〒020-0003 一般 （一般入院）第1919号      平成28年10月 1日
     盛医28 医会　中津川病院 盛岡市下米内二丁目４番１２号 　　一般    51 病棟種別:一般
     019-662-3252  (019-661-8414) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:51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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    411,1049,8 岩手県立釜石病院 〒026-8550 一般 （一般入院）第1928号      平成28年10月 1日
     釜医49 釜石市甲子町第１０地割４８３番　　一般   272 病棟種別:一般
     地６ 病床区分:一般
     0193-25-2011  (0193-23-9479) 病棟数:4棟
     病床数:272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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    515,1001,0 奥州市総合水沢病院 〒023-0053 一般 （一般入院）第1929号      平成28年10月 1日
     奥医1 奥州市水沢区大手町三丁目１番地　　一般   145 病棟種別:一般
     0197-25-3833  (0197-25-3832) 一般（感染） 病床区分:一般
     　　感染     4 病棟数:3棟
     病床数:145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
     病棟種別:一般（感染）
     病床区分:感染
     病床数:4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

[岩手県]

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)

    601,1407,9 盛岡友愛病院 〒020-0834 一般 （一般入院）第1934号      平成28年10月 1日
     (01,3215,0) 盛岡市永井１２地割１０番地 　　一般   296 病棟種別:一般
     盛医407 019-638-2222  (019-637-3790) 療養 病床区分:一般
     　　療養    90 病棟数:2棟
     病床数:105床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,1287,5 特定医療法人　盛岡つ〒020-0055 一般 （一般入院）第1935号      平成28年10月 1日
     盛医287 なぎ温泉病院 盛岡市繋字尾入野６４番地９ 　　一般    48 病棟種別:一般
     019-689-2101  (019-689-2104) 結核         2 病床区分:一般
     療養 病棟数:1棟
     　　療養   120 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２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    809,1121,9 岩手県立大東病院 〒029-0711 一般 （一般入院）第1941号      平成28年10月 1日
     関医121 一関市大東町大原字川内１２８番　　一般    40 病棟種別:一般
     地 病床区分:一般
     0191-72-2121  (0191-72-2897) 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１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1399,8 川久保病院 〒020-0835 一般 （一般入院）第1944号      平成28年10月 1日
     (01,3211,9) 盛岡市津志田２６地割３０番地１　　一般    60 病棟種別:一般
     盛医399 019-635-1305  (019-635-1619) 療養 病床区分:一般
     　　療養    60 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

[岩手県]

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)

   1009,1035,1 昭和病院 〒021-0885 一般 （一般入院）第1945号      平成28年10月 1日
     関医35 一関市田村町６番３号 　　一般    54 病棟種別:一般
     0191-23-2020  (0191-21-3108) 病床区分:一般
     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３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1115,1087,9 奥州市国民健康保険ま〒023-0401 一般 （一般入院）第1986号      平成29年 4月 1日
     (15,3004,8) ごころ病院 奥州市胆沢区南都田字大持４０番　　一般    48 病棟種別:一般
     奥医87 地 病床区分:一般
     0197-46-2121  (0197-46-2203) 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1280,1001,4 独立行政法人国立病院〒020-0133 一般 （一般入院）第1990号      平成29年 4月 1日
     (80,3001,8) 機構盛岡病院 盛岡市青山一丁目２５番１号 　　一般   250 病棟種別:一般
     国医1 019-647-2195  (019-646-1195) 結核        10 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:51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
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1305,1136,5 岩手県立東和病院 〒028-0115 一般（特例） （一般入院）第1992号      平成29年 4月 1日
     花医136 花巻市東和町安俵６区７５番地１　　一般    65 病棟種別:一般
     0198-42-2211  (0198-42-4417) 一般（特例） 病床区分:一般
     　　包括     3 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[岩手県]

平成30年 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)

   1401,1505,0 盛岡市立病院 〒020-0866 一般 （一般入院）第2007号      平成29年 7月 1日
     (01,3311,7) 盛岡市本宮五丁目１５番１号 　　一般   180 病棟種別:一般
     盛医505 019-635-0101  (019-631-1661) 一般（感染） 病床区分:一般
     　　感染     8 病棟数:2棟
     精神 病床数:120床
     　　精神    80 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
     病棟種別:一般（感染）
     病床区分:感染
     病床数:8床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1531,1015,7 洋野町国民健康保険種〒028-7914 一般 （一般入院）第2020号      平成29年 8月 1日
     九医15 市病院 九戸郡洋野町種市第２３地割２７　　一般    45 病棟種別:一般
     番地２ 病床区分:一般
     0194-65-2127  (0194-65-3909) 病棟数:1棟
     病床数:45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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1605,1013,6 公益財団法人総合花巻〒025-0075 一般 （一般入院）第2023号      平成29年 9月 1日
     花医13 病院 花巻市花城町４番２８号 　　一般   284 病棟種別:一般
     0198-23-3311  (0198-24-8163) 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２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,1706,4 医療法人社団恵仁会　〒020-0121 一般        60（一般入院）第2025号      平成29年 9月 1日
     盛医706 三愛病院 盛岡市月が丘一丁目２９番１５号 病棟種別:一般
     019-641-6633  (019-641-6632) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,1030,9 遠山病院 〒020-0877 一般 （一般入院）第2034号      平成29年10月 1日
     盛医30 盛岡市下ノ橋町６番１４号 　　一般    34 病棟種別:一般
     019-651-2111  (019-624-6060) 療養 病床区分:一般
     　　療養    36 病棟数:1棟
     療養 病床数:34床
     　　介護    66 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

[岩手県]

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)

   1909,1170,6 一関市国民健康保険藤〒029-3405 一般 （一般入院）第2040号      平成29年11月 1日
     関医170 沢病院 一関市藤沢町藤沢字町裏５２番地　　一般    54 病棟種別:一般
     ２ 病床区分:一般
     0191-63-5211  (0191-63-5484) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2007,1035,5 岩手県立久慈病院 〒028-0014 一般 （一般入院）第2041号      平成29年11月 1日
     (07,3023,5) 久慈市旭町第１０地割１番 　　一般   291 病棟種別:一般
     久医35 0194ー53ー6131  (0194ー52ー2601) 療養 病床区分:一般
     　　療養    43 病棟数:3棟
     病床数:164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
     病棟種別:一般（感染）
     病床区分:感染
     病床数:4床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2132,1029,6 岩手県立一戸病院 〒028-5312 一般 （一般入院）第2044号      平成29年11月 1日
     (32,3021,7) 二戸郡一戸町一戸字砂森６０番地　　一般    48 病棟種別:一般
     二戸医29 １ 療養 病床区分:一般
     0195-33-3101  (0195-32-2171) 　　療養    47 病棟数:1棟
     精神       225 病床数:48床
     一般（感染） 区分:１０対１入院基本料
     　　感染     4 看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     病棟種別:一般（感染）
     病床区分:感染
     病床数:4床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2209,1134,2 岩手県立千厩病院 〒029-0803 一般 （一般入院）第2048号      平成29年12月 1日
     関医134 一関市千厩町千厩字草井沢３２番　　一般   148 病棟種別:一般
     地１ 一般（感染） 病床区分:一般
     0191-53-2101  (0191-52-3478) 　　感染     4 病棟数:2棟
     病床数:113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
     病棟種別:一般（感染）
     病床区分:感染
     病床数:4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

[岩手県]

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)

   2322,1040,4 医療法人社団帰厚堂南〒028-3621 一般 （一般入院）第2049号      平成30年 1月 1日
     紫医40 昌病院 紫波郡矢巾町大字広宮沢第１地割　　一般    97 病棟種別:一般
     ２番１８１ 療養 病床区分:一般
     019-697-5211  (019-697-5215) 　　療養    83 病棟数:1棟
     病床数:37床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2408,1023,9 岩手県立遠野病院 〒028-0541 一般 （一般入院）第2050号      平成30年 1月 1日
     遠医23 遠野市松崎町白岩１４地割７４番　　一般   177 病棟種別:一般
     地 一般（感染） 病床区分:一般
     0198-62-2222  (0198-62-0113) 　　感染     2 病棟数:2棟
     結核        20 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３
     病棟種別:一般（感染）
     病床区分:感染
     病床数:2床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2530,1071,2 岩手県立山田病院 〒028-1352 一般 （一般入院）第2052号      平成30年 1月 1日
     下医71 下閉伊郡山田町飯岡第１地割２１　　一般    50 病棟種別:一般
     番地１ 病床区分:一般
     0193-82-2111  (0193-82-0074) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2606,1001,9 社会福祉法人恩賜財団〒024-0035 一般 （一般入院）第2053号      平成30年 2月 1日
     北医1 済生会北上済生会病院北上市花園町一丁目６番８号 　　一般   299 病棟種別:一般
     0197-64-7722  (0197-64-2666) 一般（感染） 病床区分:一般
     　　感染     4 病棟数:4棟
     病床数:255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
     病棟種別:一般（感染）
     病床区分:感染
     病床数:4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

[岩手県]

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)

   2703,1053,7 岩手県立大船渡病院 〒022-0002 一般 （一般入院）第2054号      平成30年 2月 1日
     大医53 大船渡市大船渡町字山馬越１０番　　一般   370 病棟種別:一般
     地１ 一般（感染） 病床区分:一般
     0192-26-1111  (0192-27-9285) 　　感染     4 病棟数:4棟
     結核        10 病床数:224床
     精神 区分:１０対１入院基本料
     　　精神   105 看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
     病棟種別:一般（感染）
     病床区分:感染
     病床数:4床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2831,1025,6 岩手県立軽米病院 〒028-6302 一般 （一般入院）第2055号      平成30年 2月 1日
     九医25 九戸郡軽米町大字軽米第２地割５　　一般    54 病棟種別:一般
     ４番地５ 療養 病床区分:一般
     0195-46-2411  (0195-46-3681) 　　療養    45 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2915,1062,2 岩手県立江刺病院 〒023-1103 一般 （一般入院）第2056号      平成30年 2月 1日
     奥医62 奥州市江刺区西大通り５番２３号　　一般   122 病棟種別:一般
     0197-35-2181  (0197-35-0530) 結核        15 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:122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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3010,1040,9 岩手県立高田病院 〒029-2206 一般 （一般入院）第2057号      平成30年 2月 1日
     高医40 陸前高田市米崎町字野沢３４番地　　一般    41 病棟種別:一般
     １ 病床区分:一般
     0192-54-3221  (0192-55-5241) 病棟数:1棟
     病床数:41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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[岩手県]

平成30年 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)

   3102,1058,8 岩手県立宮古病院 〒027-0096 一般 （一般入院）第2058号      平成30年 2月 1日
     宮医58 宮古市崎鍬ケ崎第１地割１１番地　　一般   323 病棟種別:一般
     ２６ 一般（感染） 病床区分:一般
     0193-62-4011  (0193-63-6941) 　　感染     4 病棟数:4棟
     結核        10 病床数:226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
     病棟種別:一般（感染）
     病床区分:感染
     病床数:4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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,1287,5 特定医療法人　盛岡つ〒020-0055 一般 （結核入院）第394号       平成19年 4月 1日
     盛医287 なぎ温泉病院 盛岡市繋字尾入野６４番地９ 　　一般    48 病棟種別:結核
     019-689-2101  (019-689-2104) 結核         2 病床数:2床
     療養 区分:１０対１入院基本料
     　　療養   120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3315,1062,2 岩手県立江刺病院 〒023-1103 一般 （結核入院）第395号       平成19年 6月 1日
     奥医62 奥州市江刺区西大通り５番２３号　　一般   122 病棟種別:結核
     0197-35-2181  (0197-35-0530) 結核        15 病床数:15床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3480,1001,4 独立行政法人国立病院〒020-0133 一般 （結核入院）第414号       平成24年11月 1日
     (80,3001,8) 機構盛岡病院 盛岡市青山一丁目２５番１号 　　一般   250 病棟種別:結核
     国医1 019-647-2195  (019-646-1195) 結核        10 病棟数:1棟
     病床数:10床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3502,1058,8 岩手県立宮古病院 〒027-0096 一般 （結核入院）第415号       平成26年 4月 1日
     宮医58 宮古市崎鍬ケ崎第１地割１１番地　　一般   323 病棟種別:結核
     ２６ 一般（感染） 病床数:10床
     0193-62-4011  (0193-63-6941) 　　感染     4 区分:１０対１入院基本料
     結核        10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3603,1053,7 岩手県立大船渡病院 〒022-0002 一般 （結核入院）第424号       平成29年12月 1日
     大医53 大船渡市大船渡町字山馬越１０番　　一般   370 病棟種別:結核
     地１ 一般（感染） 病床数:10床
     0192-26-1111  (0192-27-9285) 　　感染     4 区分:１０対１入院基本料
     結核        10
     精神
     　　精神   105
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[岩手県]

平成30年 2月 1日 １０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)

   3701,1350,1 岩手医科大学附属病院〒020-0023 一般 （特定入院）第19号        平成29年 7月 1日
     (01,3364,6) 盛岡市内丸１９番１号 　　一般 1,088 病棟種別:精神
     盛医350 019-651-5111  (019-651-6606) 精神 病床区分:精神
     　　精神    78 病棟数:1棟
     病床数:78床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3880,1004,8 独立行政法人国立病院〒025-0033 一般 （障害入院）第52号        平成20年10月 1日
     (80,3004,2) 機構花巻病院 花巻市諏訪５００番地 　　一般    60 病棟種別:一般
     国医4 0198-24-0511  (0198-24-1721) 精神 病床区分:一般
     　　精神   144 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3980,1002,2 独立行政法人国立病院〒026-0053 一般 （障害入院）第57号        平成20年10月 1日
     (80,3002,6) 機構釜石病院 釜石市定内町四丁目７番１号 　　一般   180 病棟種別:一般
     国医2 0193-23-7111  (0193-25-1820) 病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:180床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4005,1089,6 岩手医科大学附属花巻〒025-0305 一般 （障害入院）第67号        平成28年 6月 1日
     花医89 温泉病院 花巻市台第２地割８５番１ 　　一般   150 病棟数:1棟
     0198-27-2011  (0198-27-4795) 病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4180,1001,4 独立行政法人国立病院〒020-0133 一般 （障害入院）第68号        平成28年 9月 1日
     (80,3001,8) 機構盛岡病院 盛岡市青山一丁目２５番１号 　　一般   250 病棟種別:一般
     国医1 019-647-2195  (019-646-1195) 結核        10 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:91床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4280,1006,3 独立行政法人国立病院〒021-0056 一般 （障害入院）第71号        平成29年 4月 1日
     (80,3006,7) 機構岩手病院 一関市山目字泥田山下４８番地 　　一般   250 病棟種別:一般
     国医6 0191-25-2221  (0191-25-2157) 病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:240床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,1407,9 盛岡友愛病院 〒020-0834 一般 （障害入院）第72号        平成29年 7月 1日
     (01,3215,0) 盛岡市永井１２地割１０番地 　　一般   296 病棟種別:一般
     盛医407 019-638-2222  (019-637-3790) 療養 病床区分:一般
     　　療養    90 病棟数:2棟
     病床数:103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

[岩手県]

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     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4422,1117,0 岩手県立療育センター〒028-3602 一般 （障害入院）第74号        平成30年 1月 5日
     (22,3068,9) 紫波郡矢巾町藤沢第２地割２９番　　一般    60 病棟種別:一般
     紫医117 地１ 病棟数:1棟
     019-601-2777  (019-697-3900) 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

[岩手県]

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     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    115,1079,6 美希病院 〒029-4201 一般 （一般入院）第1768号      平成26年 4月 1日
     奥医79 奥州市前沢区古城字丑沢上野１０　　一般   149 病棟種別:一般
     ０番地 療養 病床区分:一般
     0197-56-6111  (0197-56-6112) 　　療養   100 病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    209,1051,8 西城病院 〒021-0871 一般 （一般入院）第1859号      平成27年 9月 1日
     関医51 一関市八幡町２番４３号 　　一般    66 病棟種別:一般
     0191-23-3636  (0191-23-3336) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:66床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1098,6 栃内病院 〒020-0878 一般 （一般入院）第1879号      平成28年 1月 1日
     盛医98 盛岡市肴町２番２８号 　　一般   118 病棟種別:一般
     019-623-1316  (019-623-1320) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:118床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    416,1003,4 栃内第二病院 〒020-0778 一般 （一般入院）第1950号      平成28年11月 1日
     滝医3 滝沢市大釜吉水１０３番地１ 　　一般   144 病棟種別:一般
     019-684-1111  (019-684-1114) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:１３対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    516,1023,2 医療法人社団松誠会　〒020-0664 一般        40（一般入院）第2006号      平成29年 7月 1日
     滝医23 滝沢中央病院 滝沢市鵜飼笹森４２番地２ 療養        46 病棟種別:一般
     019-684-1151  (019-684-2458) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１３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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[岩手県]

平成30年 2月 1日 １３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)

    624,1047,5 町立西和賀さわうち病〒029-5612 一般 （一般入院）第2024号      平成29年 9月 1日
     (24,3031,3) 院 和賀郡西和賀町沢内字大野１３地　　一般    40 病棟種別:一般
     和医47 割３番地１２ 病床区分:一般
     0197-85-3131  (0197-85-3135) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,1253,7 内丸病院 〒020-0015 一般 （一般入院）第2026号      平成29年 9月 1日
     盛医253 盛岡市本町通一丁目１２番７号 　　一般    60 病棟種別:一般
     019-654-5331  (019-651-8542) 療養        30 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    814,1003,9 八幡平市国民健康保険〒028-7112 一般 （一般入院）第2031号      平成29年10月 1日
     八医3 西根病院 八幡平市田頭第２２地割７９番地　　一般    60 病棟種別:一般
     １ 病床区分:一般
     0195-76-3111  (0195-76-3113) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1185,1 赤坂病院 〒020-0016 一般 （一般入院）第2038号      平成29年11月 1日
     (01,3134,3) 盛岡市名須川町２９番２号 　　一般    52 病棟種別:一般
     盛医185 019-624-1225  (019-623-1825) 病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1021,1156,0 国民健康保険葛巻病院〒028-5402 一般 （一般入院）第2039号      平成29年 9月 1日
     岩医156 岩手郡葛巻町葛巻第１６地割１番　　一般    42 病棟種別:一般
     地１ 介護 病床区分:一般
     0195-66-2311  (0195-66-3343) 　　療養    18 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     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

[岩手県]

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     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1101,1505,0 盛岡市立病院 〒020-0866 一般 （精神入院）第422号       平成27年11月 1日
     (01,3311,7) 盛岡市本宮五丁目１５番１号 　　一般   180 病棟種別:精神
     盛医505 019-635-0101  (019-631-1661) 一般（感染） 病床区分:精神
     　　感染     8 病棟数:1棟
     精神 病床数:70床
     　　精神    80 区分:１３対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,1638,9 孝仁病院 〒020-0052 一般 （障害入院）第60号        平成21年 9月 1日
     盛医638 盛岡市中太田泉田２８番地 　　一般   126 病棟種別:一般
     019-656-2888  (019-656-2909) 療養 病床区分:一般
     　　療養    54 病棟数:1棟
     病床数:56床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1315,1012,7 美山病院 〒023-0132 一般 （障害入院）第61号        平成23年 8月 1日
     奥医12 奥州市水沢区羽田町字水無沢４９　　一般   112 病棟種別:一般
     ５番地２ 療養 病棟数:1棟
     0197-24-2141  (0197-24-2144) 　　療養   100 病床数:44床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1415,1079,6 美希病院 〒029-4201 一般 （障害入院）第62号        平成23年11月 1日
     奥医79 奥州市前沢区古城字丑沢上野１０　　一般   149 病棟種別:一般
     ０番地 療養 病棟数:2棟
     0197-56-6111  (0197-56-6112) 　　療養   100 病床数:105床
     区分:１３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

[岩手県]

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)

    101,1124,0 医療法人社団　髙松病〒020-0115 一般 （一般入院）第594号       平成24年 4月 1日
     盛医124 院 盛岡市館向町４番８号 　　一般    40 病棟種別:一般
     019-624-2250  (019-626-2522) 療養 病床区分:一般
     　　療養    55 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    211,1059,7 せいてつ記念病院 〒026-0052 一般 （一般入院）第610号       平成18年 4月 1日
     釜医59 釜石市小佐野町四丁目３番７号 　　一般   119 病棟種別:一般
     0193-23-2030  (0193-23-8838) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:119床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    315,1010,1 石川病院 〒023-0851 一般 （一般入院）第651号       平成18年 4月 1日
     奥医10 奥州市水沢区南町８番１０号 　　一般    20 病棟種別:一般
     0197-25-6311  (0197-25-3688) 療養 病床区分:一般
     　　療養    12 病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    409,1138,3 ひがしやま病院 〒029-0303 一般 （一般入院）第718号       平成24年 4月 1日
     関医138 一関市東山町松川字卯入道１２１　　一般    44 病棟種別:一般
     番地 病床区分:一般
     0191-48-2666  (0191-48-2777) 病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:１５対１入院基本料
     
     
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1638,9 孝仁病院 〒020-0052 一般 （一般入院）第731号       平成24年10月 1日
     盛医638 盛岡市中太田泉田２８番地 　　一般   126 病棟種別:一般
     019-656-2888  (019-656-2909) 療養 病床区分:一般
     　　療養    54 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    615,1012,7 美山病院 〒023-0132 一般 （一般入院）第1717号      平成24年10月 1日
     奥医12 奥州市水沢区羽田町字水無沢４９　　一般   112 病棟種別:一般
     ５番地２ 療養 病床区分:一般
     0197-24-2141  (0197-24-2144) 　　療養   100 病棟数:1棟
     病床数:48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



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[岩手県]

平成30年 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)

    711,1074,6 釜石のぞみ病院 〒026-0025 一般 （一般入院）第1771号      平成26年 6月 1日
     釜医74 釜石市大渡町三丁目１５番２６号　　一般    52 病棟種別:一般
     0193-31-2300  (0193-31-2301) 療養 病床区分:一般
     　　療養   102 病棟数:1棟
     病床数:52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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    805,1089,6 岩手医科大学附属花巻〒025-0305 一般 （一般入院）第1896号      平成28年 6月 1日
     花医89 温泉病院 花巻市台第２地割８５番１ 　　一般   150 病棟種別:一般
     0198-27-2011  (0198-27-4795) 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:有
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    905,1147,2 イーハトーブ病院 〒025-0244 一般 （一般入院）第1900号      平成28年 7月 1日
     花医147 花巻市湯口字志戸平１４番地１ 　　一般    50 病棟種別:一般
     0198-38-5656  (0198-38-5666) 療養 病床区分:一般
     　　療養    50 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:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1030,1022,5 社会福祉法人恩賜財団〒027-0501 一般 （一般入院）第1925号      平成28年10月 1日
     下医22 岩手県済生会岩泉病院下閉伊郡岩泉町岩泉字中家１９番　　一般    98 病棟種別:一般
     地１ 病棟数:1棟
     0194-22-2151  (0194-22-4232) 病床数:80床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1129,1032,6 岩手県立大槌病院 〒028-1121 一般 （一般入院）第1953号      平成28年11月 1日
     上医32 上閉伊郡大槌町小鎚第２３地割字　　一般    50 病棟種別:一般
     寺野１番地１ 病床区分:一般
     0193-42-2121  (0193-42-3148) 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: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

[岩手県]

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     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1214,1009,6 東八幡平病院 〒028-7303 療養 （一般入院）第1956号      平成28年12月 1日
     (14,3011,6) 八幡平市柏台二丁目８番２号 　　療養   100 病棟種別:一般
     八医9 0195-78-2511  (0195-78-3437) 一般 病床区分:一般
     　　一般    50 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:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,1471,5 松園第二病院 〒020-0103 一般 （一般入院）第1979号      平成29年 3月 1日
     盛医471 盛岡市西松園三丁目２２番３号 　　一般    59 病棟種別:一般
     019ー662ー0100  (019ー662ー0124) 療養 病床区分:一般
     　　療養    30 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1407,1041,3 久慈恵愛病院 〒028-0011 一般 （一般入院）第2021号      平成29年 8月 1日
     久医41 久慈市湊町第１７地割１００番地　　一般    39 病棟種別:一般
     0194-52-2311  (0194-52-2315) 療養 病床区分:一般
     　　療養    23 病棟数:1棟
     療養 病床数:39床
     　　介護    19 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1505,1130,8 宝陽病院 〒028-3111 一般 （一般入院）第2045号      平成29年12月 1日
     花医130 花巻市石鳥谷町新堀第１５地割２　　一般   112 病棟種別:一般
     ３番地 療養 病床区分:一般
     0198-45-6500  (0198-45-6765) 　　療養    45 病棟数:1棟
     病床数:52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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,1393,1 都南病院 〒020-0832 精神 （精神入院）第352号       平成18年 4月 1日
     盛医393 盛岡市東見前６地割４０番地１ 　　精神   248 病棟種別:精神
     019-638-7311  (019-638-7313) 病棟数:3棟
     病床数:188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

[岩手県]

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     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1703,1053,7 岩手県立大船渡病院 〒022-0002 一般 （精神入院）第359号       平成20年 2月 1日
     大医53 大船渡市大船渡町字山馬越１０番　　一般   370 病棟種別:精神
     地１ 一般（感染） 病棟数:1棟
     0192-26-1111  (0192-27-9285) 　　感染     4 病床数:105床
     結核        10 区分:１５対１入院基本料
     精神
     　　精神   105
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1802,1027,3 三陸病院 〒027-0048 精神 （精神入院）第362号       平成18年 4月 1日
     宮医27 宮古市板屋一丁目６番３６号 　　精神   235 病棟種別:精神
     0193-62-7021  (0193-64-2451) 病棟数:3棟
     病床数:185床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1908,1012,2 医療法人財団　正清会〒028-0502 精神 （精神入院）第366号       平成24年 4月 1日
     遠医12 　六角牛病院 遠野市青笹町中沢５地割５番地１　　精神   147 病棟種別:精神
     0198-62-2026  (0198-62-2027) 病棟数:2棟
     病床数:147床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2005,1077,1 報昌会本舘病院 〒025-0003 精神 （精神入院）第371号       平成18年 4月 1日
     花医77 花巻市東宮野目第１３地割１１２　　精神   161 病棟種別:精神
     番地 病棟数:3棟
     0198-23-5131  (0198-22-5623) 病床数:161床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2122,1071,9 平和台病院 〒028-3311 精神 （精神入院）第395号       平成24年 4月 1日
     紫医71 紫波郡紫波町犬渕字南谷地１１０　　精神   289 病棟種別:精神
     番地５ 病床区分:精神
     019-672-2266  (019-672-2544) 病棟数:3棟
     病床数:289床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2207,1050,4 北リアス病院 〒028-0015 精神 （精神入院）第418号       平成27年 5月 1日
     久医50 久慈市源道第１２地割１１１番 　　精神   210 病棟種別:精神
     0194-53-2323  (0194-53-9085) 病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:210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

[岩手県]

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     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2301,1730,4 ひめかみ病院 〒028-4134 精神 （精神入院）第419号       平成27年 6月 1日
     盛医730 盛岡市下田陣場４１－１０ 　　精神   123 病棟種別:精神
     019-683-2121  (019-683-2123) 病床区分:精神
     病棟数:2棟
     病床数:123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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2480,1004,8 独立行政法人国立病院〒025-0033 一般 （精神入院）第420号       平成27年 4月 1日
     (80,3004,2) 機構花巻病院 花巻市諏訪５００番地 　　一般    60 病棟種別:精神
     国医4 0198-24-0511  (0198-24-1721) 精神 病床区分:精神
     　　精神   144 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,1683,5 盛岡観山荘病院 〒020-0114 精神 （精神入院）第421号       平成27年10月 1日
     盛医683 盛岡市高松四丁目２０番４０号 　　精神   173 病棟種別:精神
     019-661-2685  (019-662-8955) 病床区分:精神
     病棟数:2棟
     病床数:122床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2602,1023,2 宮古山口病院 〒027-0063 精神 （精神入院）第424号       平成28年 3月 1日
     (02,3016,0) 宮古市山口五丁目３番２０号 　　精神   340 病棟種別:精神
     宮医23 0193-62-3945  (0193-63-7545) 病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:180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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2710,1037,5 希望ヶ丘病院 〒029-2205 精神 （精神入院）第425号       平成28年 8月 1日
     高医37 陸前高田市高田町字大隅８番地６　　精神    93 病棟種別:精神
     0192-53-1019  (0192-55-6360) 療養 病床区分:精神
     　　療養    60 病棟数:2棟
     病床数:93床
     区分:１５対１入院基本料
     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

[岩手県]

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     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2832,1029,6 岩手県立一戸病院 〒028-5312 一般 （精神入院）第428号       平成29年 1月 1日
     (32,3021,7) 二戸郡一戸町一戸字砂森６０番地　　一般    48 病棟種別:精神
     二戸医29 １ 療養 病床区分:精神
     0195-33-3101  (0195-32-2171) 　　療養    47 病棟数:3棟
     精神       225 病床数:167床
     一般（感染） 区分:１５対１入院基本料
     　　感染     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,1396,4 未来の風せいわ病院 〒020-0401 精神 （精神入院）第429号       平成29年 4月 1日
     盛医396 盛岡市手代森９地割７０番地１ 　　精神   369 病棟種別:精神
     019-696-2055  (019-696-4185) 病床区分:精神
     病棟数:5棟
     病床数:259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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,1045,7 一般財団法人岩手済生〒020-0807 精神 （精神入院）第431号       平成29年11月 1日
     盛医45 医会　三田記念病院 盛岡市加賀野三丁目１４番１号 　　精神   277 病棟種別:精神
     019-624-3251  (019-623-6711) 病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:172床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3106,1021,7 花北病院 〒024-0004 精神 （精神入院）第432号       平成29年12月 1日
     北医21 北上市村崎野１６地割８９番地１　　精神   124 病棟種別:精神
     0197-66-2311  (0197-66-2312) 病床区分:精神
     病棟数:2棟
     病床数:124床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3209,1146,6 岩手県立南光病院 〒029-0131 精神 （精神入院）第433号       平成30年 1月 1日
     関医146 一関市狐禅寺字大平１７番地 　　精神   359 病棟種別:精神
     0191-23-3655  (0197-24-8194) 病棟数:5棟
     病床数:261床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3305,1130,8 宝陽病院 〒028-3111 一般 （障害入院）第73号        平成29年12月 1日
     花医130 花巻市石鳥谷町新堀第１５地割２　　一般   112 病棟種別:一般
     ３番地 療養 病床区分:一般
     0198-45-6500  (0198-45-6765) 　　療養    45 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

[岩手県]

平成30年 2月 1日 １８対１入院基本料　医科］ 平成30年 3月 1日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    111,1013,4 釜石厚生病院 〒026-0054 精神 （精神入院）第364号       平成24年 4月 1日
     釜医13 釜石市野田町一丁目１６番３２号　　精神   204 病棟種別:精神
     0193-23-5105  (0193-23-5106) 病棟数:3棟
     病床数:204床
     区分:１８対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    215,1008,5 医療法人社団創生会　〒023-0003 精神 （精神入院）第427号       平成28年 9月 1日
     奥医8 胆江病院 奥州市水沢区佐倉河字慶徳２７番　　精神   274 病棟種別:精神
     地１ 病棟数:4棟
     0197-24-4148  (0197-22-5441) 病床数:274床
     区分:１８対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


