
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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 療養病棟入院基本料　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･1426･7 飯川病院 〒010-0001 療養        40（療養入院）第96号        平成18年 7月 1日
     秋田市中通六丁目１番２１号 病棟種別:療養
     018-833-2535  (018-833-2552) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･1257･6 社会医療法人明和会　〒010-0001 療養       220（療養入院）第115号       平成18年 8月 1日
     中通リハビリテーショ秋田市中通６丁目１番５８号 病棟種別:療養
     ン病院 018-833-1131  (018-833-5713) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:110床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    304･1099･6 医療法人光智会　西大〒017-0878 療養        10（療養入院）第118号       平成18年10月 1日
     館病院 大館市川口字上野６番地１２５ 病棟種別:療養
     0186-49-3211  (0186-49-3213) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:10床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401･1233･7 細谷病院 〒010-0014 療養       107（療養入院）第126号       平成18年10月 1日
     秋田市南通宮田３番１０号 病棟種別:療養
     018-833-3455  (018-833-3767) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:107床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501･1007･5 医療法人運忠会　土崎〒011-0946 一般        68（療養入院）第128号       平成18年11月 1日
     (01･3379･2) 病院 秋田市土崎港中央４丁目４番２６療養        42 病棟種別:療養
     号 病床区分:療養
     018-845-4121  (018-845-4124) 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602･1082･6 能代病院 〒016-0805 療養        40（療養入院）第129号       平成18年12月 1日
     能代市大手町４番１号 病棟種別:療養
     0185-52-6331  (0185-54-2819) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院基本料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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 療養病棟入院基本料　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)

    701･1475･4 医療法人　小泉病院 〒010-0001 一般        27（療養入院）第131号       平成19年 2月 1日
     秋田市中通四丁目１番２８号 療養        43 病棟種別:療養
     018-833-6371  (018-836-4035) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801･1291･5 外旭川病院 〒010-0802 一般        34（療養入院）第135号       平成19年 5月 1日
     秋田市外旭川字三後田１４２番地療養       207 病棟種別:療養
     018-868-5511  (018-868-5577) 病床区分:療養
     病棟数:4棟
     病床数:207床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    908･1134･2 社会医療法人明和会　〒014-0062 一般        60（療養入院）第144号       平成20年 9月27日
     大曲中通病院 大仙市大曲上栄町６番４号 療養        46 病棟種別:療養
     0187-63-2131  (0187-63-3901) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1008･1137･5 秋田県立リハビリテー〒019-2413 一般        50（療養入院）第147号       平成21年 4月 1日
     (08･3058･7) ション・精神医療セン大仙市協和上淀川字五百刈田３５療養        50 病棟種別:療養
     ター ２番地 精神       200 病床区分:療養
     018-892-3751  (018-892-3757) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1105･1066･2 由利本荘医師会病院 〒015-0885 一般       100（療養入院）第148号       平成21年 5月 1日
     由利本荘市水林４５６番地４ 療養        50 病棟種別:療養
     0184-22-0054  (0184-22-6738) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1210･1001･9 杉山病院 〒018-1401 療養 （療養入院）第150号       平成21年 8月 1日
     潟上市昭和大久保字北野出戸道脇　　療養   144 病棟種別:療養
     ４１番地 精神 病床区分:療養
     018-877-6141  (018-877-2853) 　　精神   136 病棟数:3棟
     病床数:144床
     区分:入院基本料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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 療養病棟入院基本料　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･1134･3 市立大森病院 〒013-0525 一般       100（療養入院）第151号       平成21年11月 1日
     横手市大森町菅生田２４５番地２療養        50 病棟種別:療養
     ０５ 病床区分:療養
     0182-26-2141  (0182-26-2974) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1408･1057･5 医療法人あけぼの会　〒014-0055 療養        50（療養入院）第153号       平成22年 5月 1日
     花園病院 大仙市大曲あけぼの町９番２６号 病棟種別:療養
     0187-63-3100  (0187-66-2450) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1504･1006･1 医療法人健永会　大館〒017-0044 一般        20（療養入院）第159号       平成24年 9月 1日
     (04･3001･6) 記念病院 大館市御成町３丁目２番３号 療養        32 病棟種別:療養
     0186-42-2305  (0186-42-0591) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:32床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1604･1111･9 大館市立扇田病院 〒018-5701 一般        62（療養入院）第164号       平成26年10月 1日
     大館市比内町扇田字本道端７番地療養        42 病棟種別:療養
     １ 病床区分:療養
     0186-55-1255  (0186-55-1028) 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1709･1044･1 医療法人恵愛会　鹿角〒018-5201 療養        44（療養入院）第169号       平成28年 5月 1日
     (09･3022･1) 中央病院 鹿角市花輪字六月田９７番地 病棟種別:療養
     0186-23-4131  (0186-23-3330) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1809･1047･4 大湯リハビリ温泉病院〒018-5421 療養       109（療養入院）第171号       平成28年10月 1日
     鹿角市十和田大湯字湯ノ岱１６番 病棟種別:療養
     地２ 病床区分:療養
     0186-37-3511  (0186-37-3483) 病棟数:2棟
     病床数:64床
     区分:入院基本料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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 療養病棟入院基本料　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)

   1908･1110･2 協和病院 〒019-2413 療養        57（療養入院）第172号       平成28年11月 1日
     大仙市協和上淀川字五百刈田２７精神       120 病棟種別:療養
     ７番地１ 病床区分:療養
     018-892-2881  (018-892-2888) 病棟数:1棟
     病床数:57床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2022･1027･9 医療法人双山会　森岳〒018-2303 療養       152（療養入院）第174号       平成29年 1月 1日
     (22･3020･8) 温泉病院 山本郡三種町森岳字木戸沢１９９ 病棟種別:療養
     番地 病床区分:療養
     0185-83-5111  (0185-83-5511) 病棟数:2棟
     病床数:114床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2102･1058･6 能代山本医師会病院 〒016-0151 一般       165（療養入院）第175号       平成29年 3月 1日
     (02･3063･0) 能代市檜山字新田沢１０５番地の療養        35 病棟種別:療養
     １１ 病床区分:療養
     0185-58-3311  (0185-58-5051) 病棟数:1棟
     病床数:35床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201･1214･7 御野場病院 〒010-1424 療養       122（療養入院）第176号       平成29年 5月 1日
     秋田市御野場２丁目１４番１号 一般        30 病棟種別:療養
     018-839-6141  (018-839-5025) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:入院基本料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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 超急性期脳卒中加算　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)

    101･1120･6 社会医療法人明和会　〒010-8577 一般       450（超急性期）第2号         平成20年 4月 1日
     (01･3427･9) 中通総合病院 秋田市南通みその町３番１５号
     018-833-1122  (018-831-9418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･1409･3 秋田赤十字病院 〒010-1495 一般 （超急性期）第3号         平成20年 4月 1日
     秋田市上北手猿田字苗代沢２２２　　一般   445
     番地１号
     018-829-5000  (018-829-5255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301･1643･7 市立秋田総合病院 〒010-0933 一般 （超急性期）第4号         平成26年 4月 1日
     (01･3429･5) 秋田市川元松丘町４番３０号 　　一般   374
     018-823-4171  (018-866-7026) 結核        22
     精神
     　　精神    60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480･1004･6 秋田大学医学部附属病〒010-0041 一般 （超急性期）第5号         平成29年 9月 1日
     (80･3003･2) 院 秋田市広面字蓮沼４４－２ 　　一般   577
     018-834-1111  (018-884-6560) 精神        36
     一般
     　　感染     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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 医師事務作業補助体制加算１　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)

    102･1068･5 能代厚生医療センター〒016-0014 一般       392（事補１）第15号          平成26年10月 1日
     能代市落合字上前田地内 精神        60 一般病床数:396床
     0185-52-3111  (0185-55-0123) 一般（感染） 一般病床配置基準:１５対１補
                  4 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･1579･3 秋田県立脳血管研究セ〒010-0874 一般       169（事補１）第20号          平成27年 5月 1日
     ンター 秋田市千秋久保田町６番１０号 一般病床数:169床
     018-833-0115  (018-833-0158) 一般病床配置基準:１５対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309･1057･3 かづの厚生病院 〒018-5201 一般 （事補１）第21号          平成27年 5月 1日
     鹿角市花輪字向畑１８番地 　　一般   262 一般病床数:207床
     0186-23-2111  (0186-23-3653) 一般病床配置基準:１５対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401･1442･4 秋田厚生医療センター〒011-0948 一般       477（事補１）第24号          平成28年 2月 1日
     秋田市飯島西袋一丁目１番１号 一般（感染） 一般病床数:479床
     018-880-3000  (018-880-3040)              2 一般病床配置基準:２０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501･1643･7 市立秋田総合病院 〒010-0933 一般 （事補１）第27号          平成28年 4月 1日
     (01･3429･5) 秋田市川元松丘町４番３０号 　　一般   374 一般病床数:374床
     018-823-4171  (018-866-7026) 結核        22 一般病床配置基準:２０対１補
     精神 助体制加算
     　　精神    60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    623･1017･8 湖東厚生病院 〒018-1605 一般       100（事補１）第28号          平成28年 4月 1日
     南秋田郡八郎潟町川崎字貝保９８ 一般病床数:100床
     番１ 一般病床配置基準:２０対１補
     0188-75-2100  (0188-75-5277) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    710･1009･2 藤原記念病院 〒010-0201 一般       140（事補１）第29号          平成28年 4月 1日
     潟上市天王字上江川４７番地 一般病床数:140床
     018-878-3131  (018-878-6900) 一般病床配置基準:３０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    880･1004･6 秋田大学医学部附属病〒010-0041 一般 （事補１）第34号          平成29年 1月 1日
     (80･3003･2) 院 秋田市広面字蓮沼４４－２ 　　一般   577 特定機能病院入院基本料算定病
     018-834-1111  (018-884-6560) 精神        36 床数:613床
     一般 特定機能病院入院基本料算定病
     　　感染     2 床配置基準:１００対１補助体
     制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902･1083･4 独立行政法人地域医療〒016-0851 一般       167（事補１）第36号          平成29年 4月 1日
     機能推進機構　秋田病能代市緑町５番２２号 一般病床数:167床
     院 0185-52-3271  (0185-54-7892) 一般病床配置基準:２０対１補
     助体制加算



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 医師事務作業補助体制加算１　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)

   1001･1409･3 秋田赤十字病院 〒010-1495 一般 （事補１）第37号          平成29年 4月 1日
     秋田市上北手猿田字苗代沢２２２　　一般   445 一般病床数:445床
     番地１号 一般病床配置基準:１５対１補
     018-829-5000  (018-829-5255) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1128･1046･6 羽後町立羽後病院 〒012-1131 一般       114（事補１）第38号          平成29年 5月 1日
     雄勝郡羽後町西馬音内字大戸道４療養        54 一般病床数:114床
     ４－５ 一般病床配置基準:３０対１補
     0183-62-1111  (0183-62-3174) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1205･1054･8 本荘第一病院 〒015-0834 一般       158（事補１）第41号          平成29年 9月 1日
     由利本荘市岩渕下１１０番地 一般病床数:158床
     0184-22-0111  (0184-22-0120) 一般病床配置基準:２０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1308･1148･2 大曲厚生医療センター〒014-0027 一般 （事補１）第42号          平成29年 9月 1日
     (08･3064･5) 大仙市大曲通町８番６５号 　　一般   433 一般病床数:437床
     0187-63-2111  (0187-63-5406) 一般（感染） 一般病床配置基準:１５対１補
     　　感染     4 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1404･1011･1 独立行政法人労働者健〒018-5604 一般       250（事補１）第43号          平成29年10月 1日
     (04･3002･4) 康安全機構　秋田労災大館市軽井沢字下岱３０番地 一般病床数:250床
     病院 0186-52-3131  (0186-52-3137) 一般病床配置基準:５０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1503･1127･7 市立横手病院 〒013-8602 一般 （事補１）第44号          平成29年11月 1日
     横手市根岸町５－３１ 　　一般   225 一般病床数:229床
     0182-32-5001  (0182-36-1782) 一般（感染） 一般病床配置基準:２０対１補
                  4 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1602･1058･6 能代山本医師会病院 〒016-0151 一般       165（事補１）第45号          平成30年 1月 1日
     (02･3063･0) 能代市檜山字新田沢１０５番地の療養        35 一般病床数:165床
     １１ 一般病床配置基準:２５対１補
     0185-58-3311  (0185-58-5051) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 医師事務作業補助体制加算２　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)

    103･1134･3 市立大森病院 〒013-0525 一般       100（事補２）第23号          平成22年 4月 1日
     横手市大森町菅生田２４５番地２療養        50 一般病床数:100床
     ０５ 一般病床配置基準:５０対１補
     0182-26-2141  (0182-26-2974) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･1120･6 社会医療法人明和会　〒010-8577 一般       450（事補２）第61号          平成24年 5月 1日
     (01･3427･9) 中通総合病院 秋田市南通みその町３番１５号 一般病床数:450床
     018-833-1122  (018-831-9418) 一般病床配置基準:１５対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    307･1080･9 雄勝中央病院 〒012-0055 一般 （事補２）第80号          平成26年 6月 1日
     (07･3042･3) 湯沢市山田字勇ヶ岡２５ 　　一般   376 一般病床数:312床
     0183-73-5000  (0183-73-3749) 一般（感染） 一般病床配置基準:１５対１補
                  4 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    405･1060･5 由利組合総合病院 〒015-8511 一般       465（事補２）第82号          平成26年 7月 1日
     (05･3030･2) 由利本荘市川口字家後３８番地 一般（感染） 一般病床数:465床
     0184-27-1200  (0184-27-1277)              4 一般病床配置基準:１５対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    503･1138･4 平鹿総合病院 〒013-8610 一般 （事補２）第85号          平成27年 5月 1日
     (03･3073･7) 横手市前郷字八ツ口３番１ 　　一般   580 一般病床数:527床
     0182-32-5121  (0182-33-3200) 結核         6 一般病床配置基準:１５対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    604･1019･4 大館市立総合病院 〒017-0885 一般       375（事補２）第88号          平成28年 6月 1日
     (04･3012･3) 大館市豊町３番１号 一般（感染） 一般病床数:375床
     0186-42-5370  (0186-42-2055)              2 一般病床配置基準:１５対１補
     結核         6 助体制加算
     精神        60 精神病棟入院基本料算定病床数
     :60床
     精神病棟入院基本料算定病床配
     置基準:７５対１補助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    708･1137･5 秋田県立リハビリテー〒019-2413 一般        50（事補２）第91号          平成28年11月 1日
     (08･3058･7) ション・精神医療セン大仙市協和上淀川字五百刈田３５療養        50 一般病床数:50床
     ター ２番地 精神       200 一般病床配置基準:７５対１補
     018-892-3751  (018-892-3757) 助体制加算
     療養病棟入院基本料算定病床数
     :50床
     療養病棟入院基本料算定病床配
     置基準:７５対１補助体制加算
     精神病棟入院基本料算定病床数
     :160床
     精神病棟入院基本料算定病床配
     置基準:７５対１補助体制加算



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 医師事務作業補助体制加算２　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)

    811･1030･6 北秋田市民病院 〒018-4221 一般       224（事補２）第93号          平成29年12月 1日
     (11･3019･3) 北秋田市下杉字上清水沢１６番２一般（感染） 一般病床数:170床
     ９号              4 一般病床配置基準:２５対１補
     0186-62-7001  (0186-78-9500) 結核         4 助体制加算
     精神        40
     療養        48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 急性期看護補助体制加算　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)

    104･1111･9 大館市立扇田病院 〒018-5701 一般        62（急性看補）第15号        平成22年 7月 1日
     大館市比内町扇田字本道端７番地療養        42 急性期看護補助体制加算の区分
     １ :75対1
     0186-55-1255  (0186-55-1028) 急性期看護補助体制加算の届出
     区分:75対１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202･1058･6 能代山本医師会病院 〒016-0151 一般       165（急性看補）第46号        平成27年 1月 1日
     (02･3063･0) 能代市檜山字新田沢１０５番地の療養        35 急性期看護補助体制加算の区分
     １１ :50対1
     0185-58-3311  (0185-58-5051) 急性期看護補助体制加算の届出
     区分:50対１
     夜間急性期看護補助体制加算の
     届出区分:夜間100対１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    307･1080･9 雄勝中央病院 〒012-0055 一般 （急性看補）第55号        平成24年 7月 1日
     (07･3042･3) 湯沢市山田字勇ヶ岡２５ 　　一般   376 急性期看護補助体制加算の区分
     0183-73-5000  (0183-73-3749) 一般（感染） :25対1（看護補助者５割未満）
                  4 急性期看護補助体制加算の届出
     区分:25対１（看護補助者５割
     未満）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    403･1138･4 平鹿総合病院 〒013-8610 一般 （急性看補）第73号        平成25年 3月 1日
     (03･3073･7) 横手市前郷字八ツ口３番１ 　　一般   580 急性期看護補助体制加算の区分
     0182-32-5121  (0182-33-3200) 結核         6 :50対1
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:50対１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    504･1019･4 大館市立総合病院 〒017-0885 一般       375（急性看補）第87号        平成25年12月 1日
     (04･3012･3) 大館市豊町３番１号 一般（感染） 急性期看護補助体制加算の区分
     0186-42-5370  (0186-42-2055)              2 :50対1
     結核         6 急性期看護補助体制加算の届出
     精神        60 区分:50対１
     夜間急性期看護補助体制加算の
     届出区分:夜間100対１
     看護配置加算:無
     看護職員夜間配置加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601･1643･7 市立秋田総合病院 〒010-0933 一般 （急性看補）第96号        平成26年 4月 1日
     (01･3429･5) 秋田市川元松丘町４番３０号 　　一般   374 急性期看護補助体制加算の区分
     018-823-4171  (018-866-7026) 結核        22 :50対1
     精神 急性期看護補助体制加算の届出
     　　精神    60 区分:50対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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 急性期看護補助体制加算　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)

    702･1068･5 能代厚生医療センター〒016-0014 一般       392（急性看補）第132号       平成27年 8月 1日
     能代市落合字上前田地内 精神        60 急性期看護補助体制加算の区分
     0185-52-3111  (0185-55-0123) 一般（感染） :50対1
                  4 急性期看護補助体制加算の届出
     区分:50対１
     看護配置加算:無
     看護職員夜間配置加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    810･1009･2 藤原記念病院 〒010-0201 一般       140（急性看補）第134号       平成27年10月 1日
     潟上市天王字上江川４７番地 急性期看護補助体制加算の区分
     018-878-3131  (018-878-6900) :25対1（看護補助者５割未満）
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:25対１（看護補助者５割
     未満）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    903･1127･7 市立横手病院 〒013-8602 一般 （急性看補）第137号       平成28年 4月 1日
     横手市根岸町５－３１ 　　一般   225 夜間看護体制加算:有
     0182-32-5001  (0182-36-1782) 一般（感染） 急性期看護補助体制加算の区分
                  4 :25対1（看護補助者５割以上）
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     夜間急性期看護補助体制加算の
     届出区分:夜間100対１
     看護職員夜間配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1003･1134･3 市立大森病院 〒013-0525 一般       100（急性看補）第138号       平成28年 4月 1日
     横手市大森町菅生田２４５番地２療養        50 夜間看護体制加算:有
     ０５ 急性期看護補助体制加算の区分
     0182-26-2141  (0182-26-2974) :25対1（看護補助者５割以上）
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     夜間急性期看護補助体制加算の
     届出区分:夜間50対１
     看護配置加算:無
     看護職員夜間配置加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1104･1011･1 独立行政法人労働者健〒018-5604 一般       250（急性看補）第139号       平成28年 4月 1日
     (04･3002･4) 康安全機構　秋田労災大館市軽井沢字下岱３０番地 夜間看護体制加算:無
     病院 0186-52-3131  (0186-52-3137) 急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:50対１
     看護職員夜間配置加算: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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 急性期看護補助体制加算　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)

   1228･1046･6 羽後町立羽後病院 〒012-1131 一般       114（急性看補）第140号       平成28年 4月 1日
     雄勝郡羽後町西馬音内字大戸道４療養        54 夜間看護体制加算:有
     ４－５ 急性期看護補助体制加算の区分
     0183-62-1111  (0183-62-3174) :25対1（看護補助者５割以上）
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     夜間急性期看護補助体制加算の
     届出区分:夜間50対１
     看護配置加算:無
     看護職員夜間配置加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1306･1052･0 男鹿みなと市民病院 〒010-0511 一般       145（急性看補）第147号       平成28年 9月 1日
     男鹿市船川港船川字海岸通り１号 急性期看護補助体制加算の区分
     ８番地６ :50対1
     0185-23-2221  (0185-23-2033) 急性期看護補助体制加算の届出
     区分:50対１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1423･1017･8 湖東厚生病院 〒018-1605 一般       100（急性看補）第151号       平成29年 1月 1日
     南秋田郡八郎潟町川崎字貝保９８ 急性期看護補助体制加算の区分
     番１ :25対1（看護補助者５割未満）
     0188-75-2100  (0188-75-5277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1509･1057･3 かづの厚生病院 〒018-5201 一般 （急性看補）第154号       平成29年 2月 1日
     鹿角市花輪字向畑１８番地 　　一般   262 急性期看護補助体制加算の区分
     0186-23-2111  (0186-23-3653) :25対1（看護補助者５割未満）
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:25対１（看護補助者５割
     未満）
     看護配置加算:無
     看護職員夜間配置加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601･1442･4 秋田厚生医療センター〒011-0948 一般       477（急性看補）第156号       平成29年 3月 1日
     秋田市飯島西袋一丁目１番１号 一般（感染） 急性期看護補助体制加算の区分
     018-880-3000  (018-880-3040)              2 :50対1
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:50対１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701･1579･3 秋田県立脳血管研究セ〒010-0874 一般       169（急性看補）第158号       平成29年 4月 1日
     ンター 秋田市千秋久保田町６番１０号 急性期看護補助体制加算の区分
     018-833-0115  (018-833-0158) :25対1（看護補助者５割以上）
     看護職員夜間配置加算: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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 急性期看護補助体制加算　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)

   1812･1023･9 市立角館総合病院 〒014-0394 一般 （急性看補）第161号       平成29年 4月 1日
     (12･3019･1) 仙北市角館町岩瀬３番地 　　一般   170 夜間看護体制加算:無
     0187-54-2111  (0187-54-2715) 精神 急性期看護補助体制加算の区分
     　　精神    36 :50対1
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:50対１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1902･1083･4 独立行政法人地域医療〒016-0851 一般       167（急性看補）第162号       平成29年 5月 1日
     機能推進機構　秋田病能代市緑町５番２２号 急性期看護補助体制加算の区分
     院 0185-52-3271  (0185-54-7892) :25対1（看護補助者５割以上）
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     看護配置加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2005･1054･8 本荘第一病院 〒015-0834 一般       158（急性看補）第169号       平成29年 9月 1日
     由利本荘市岩渕下１１０番地 急性期看護補助体制加算の区分
     0184-22-0111  (0184-22-0120) :25対1（看護補助者５割以上）
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2105･1060･5 由利組合総合病院 〒015-8511 一般       465（急性看補）第170号       平成29年 9月 1日
     (05･3030･2) 由利本荘市川口字家後３８番地 一般（感染） 急性期看護補助体制加算の区分
     0184-27-1200  (0184-27-1277)              4 :50対1
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:50対１
     看護職員夜間配置加算の届出区
     分：16対１ 配置加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2208･1148･2 大曲厚生医療センター〒014-0027 一般 （急性看補）第171号       平成29年10月 1日
     (08･3064･5) 大仙市大曲通町８番６５号 　　一般   433 急性期看護補助体制加算の区分
     0187-63-2111  (0187-63-5406) 一般（感染） :50対1
     　　感染     4 急性期看護補助体制加算の届出
     区分:50対１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301･1120･6 社会医療法人明和会　〒010-8577 一般       450（急性看補）第172号       平成29年10月 1日
     (01･3427･9) 中通総合病院 秋田市南通みその町３番１５号 急性期看護補助体制加算の区分
     018-833-1122  (018-831-9418) :25対1（看護補助者５割未満）
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:25対１（看護補助者５割
     未満）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 急性期看護補助体制加算　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)

   2411･1030･6 北秋田市民病院 〒018-4221 一般       224（急性看補）第173号       平成29年10月 1日
     (11･3019･3) 北秋田市下杉字上清水沢１６番２一般（感染） 急性期看護補助体制加算の区分
     ９号              4 :50対1
     0186-62-7001  (0186-78-9500) 結核         4 急性期看護補助体制加算の届出
     精神        40 区分:50対１
     療養        48 看護配置加算:無
     看護職員夜間配置加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2580･1004･6 秋田大学医学部附属病〒010-0041 一般 （急性看補）第175号       平成29年12月 1日
     (80･3003･2) 院 秋田市広面字蓮沼４４－２ 　　一般   577 急性期看護補助体制加算の区分
     018-834-1111  (018-884-6560) 精神        36 :50対1
     一般 急性期看護補助体制加算の届出
     　　感染     2 区分:50対１
     看護配置加算:無
     看護職員夜間配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601･1409･3 秋田赤十字病院 〒010-1495 一般 （急性看補）第176号       平成30年 1月 1日
     秋田市上北手猿田字苗代沢２２２　　一般   445 急性期看護補助体制加算の区分
     番地１号 :25対1（看護補助者５割以上）
     018-829-5000  (018-829-5255) 急性期看護補助体制加算の届出
     区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 栄養サポートチーム加算　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)

    105･1054･8 本荘第一病院 〒015-0834 一般       158（栄養チ）第1号           平成23年 5月 1日
     由利本荘市岩渕下１１０番地
     0184-22-0111  (0184-22-0120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    204･1019･4 大館市立総合病院 〒017-0885 一般       375（栄養チ）第6号           平成25年 8月 1日
     (04･3012･3) 大館市豊町３番１号 一般（感染）
     0186-42-5370  (0186-42-2055)              2
     結核         6
     精神        60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301･1442･4 秋田厚生医療センター〒011-0948 一般       477（栄養チ）第9号           平成26年12月 1日
     秋田市飯島西袋一丁目１番１号 一般（感染）
     018-880-3000  (018-880-3040)              2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401･1120･6 社会医療法人明和会　〒010-8577 一般       450（栄養チ）第10号          平成27年 5月 1日
     (01･3427･9) 中通総合病院 秋田市南通みその町３番１５号
     018-833-1122  (018-831-9418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    580･1004･6 秋田大学医学部附属病〒010-0041 一般 （栄養チ）第12号          平成27年10月 1日
     (80･3003･2) 院 秋田市広面字蓮沼４４－２ 　　一般   577
     018-834-1111  (018-884-6560) 精神        36
     一般
     　　感染     2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    603･1134･3 市立大森病院 〒013-0525 一般       100（栄養チ）第13号          平成28年12月 1日
     横手市大森町菅生田２４５番地２療養        50
     ０５
     0182-26-2141  (0182-26-2974)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    705･1060･5 由利組合総合病院 〒015-8511 一般       465（栄養チ）第14号          平成29年 8月 1日
     (05･3030･2) 由利本荘市川口字家後３８番地 一般（感染）
     0184-27-1200  (0184-27-1277)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    802･1068･5 能代厚生医療センター〒016-0014 一般       392（栄養チ）第15号          平成29年11月 1日
     能代市落合字上前田地内 精神        60
     0185-52-3111  (0185-55-0123) 一般（感染）
                  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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 医療安全対策加算１　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)

    105･1054･8 本荘第一病院 〒015-0834 一般       158（医療安全１）第27号      平成20年 4月 1日
     由利本荘市岩渕下１１０番地 届出区分：医療安全対策加算１
     0184-22-0111  (0184-22-0120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    280･1004･6 秋田大学医学部附属病〒010-0041 一般 （医療安全１）第28号      平成20年 4月 1日
     (80･3003･2) 院 秋田市広面字蓮沼４４－２ 　　一般   577 届出区分：医療安全対策加算１
     018-834-1111  (018-884-6560) 精神        36
     一般
     　　感染     2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301･1442･4 秋田厚生医療センター〒011-0948 一般       477（医療安全１）第29号      平成20年 4月 1日
     秋田市飯島西袋一丁目１番１号 一般（感染） 届出区分：医療安全対策加算１
     018-880-3000  (018-880-3040)              2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402･1068･5 能代厚生医療センター〒016-0014 一般       392（医療安全１）第30号      平成20年 4月 1日
     能代市落合字上前田地内 精神        60 届出区分：医療安全対策加算１
     0185-52-3111  (0185-55-0123) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    503･1138･4 平鹿総合病院 〒013-8610 一般 （医療安全１）第31号      平成20年 4月 1日
     (03･3073･7) 横手市前郷字八ツ口３番１ 　　一般   580 届出区分：医療安全対策加算１
     0182-32-5121  (0182-33-3200) 結核         6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    605･1060･5 由利組合総合病院 〒015-8511 一般       465（医療安全１）第32号      平成20年 4月 1日
     (05･3030･2) 由利本荘市川口字家後３８番地 一般（感染） 届出区分：医療安全対策加算１
     0184-27-1200  (0184-27-1277)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    707･1080･9 雄勝中央病院 〒012-0055 一般 （医療安全１）第33号      平成20年 4月 1日
     (07･3042･3) 湯沢市山田字勇ヶ岡２５ 　　一般   376 届出区分：医療安全対策加算１
     0183-73-5000  (0183-73-3749) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801･1120･6 社会医療法人明和会　〒010-8577 一般       450（医療安全１）第39号      平成20年 4月 1日
     (01･3427･9) 中通総合病院 秋田市南通みその町３番１５号 届出区分：医療安全対策加算１
     018-833-1122  (018-831-9418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901･1409･3 秋田赤十字病院 〒010-1495 一般 （医療安全１）第40号      平成20年 4月 1日
     秋田市上北手猿田字苗代沢２２２　　一般   445 届出区分：医療安全対策加算１
     番地１号
     018-829-5000  (018-829-5255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1003･1127･7 市立横手病院 〒013-8602 一般 （医療安全１）第41号      平成20年 4月 1日
     横手市根岸町５－３１ 　　一般   225 届出区分：医療安全対策加算１
     0182-32-5001  (0182-36-1782) 一般（感染）
                  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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 医療安全対策加算１　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)

   1104･1011･1 独立行政法人労働者健〒018-5604 一般       250（医療安全１）第42号      平成20年 4月 1日
     (04･3002･4) 康安全機構　秋田労災大館市軽井沢字下岱３０番地 届出区分：医療安全対策加算１
     病院 0186-52-3131  (0186-52-3137)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1280･1003･8 独立行政法人国立病院〒018-1393 一般       334（医療安全１）第43号      平成20年 4月 1日
     (80･3004･0) 機構あきた病院 由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢結核         6 届出区分：医療安全対策加算１
     ８４番地４０
     0184-73-2002  (0184-73-2370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1304･1019･4 大館市立総合病院 〒017-0885 一般       375（医療安全１）第46号      平成20年 5月 1日
     (04･3012･3) 大館市豊町３番１号 一般（感染） 届出区分：医療安全対策加算１
     0186-42-5370  (0186-42-2055)              2
     結核         6
     精神        60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1408･1137･5 秋田県立リハビリテー〒019-2413 一般        50（医療安全１）第47号      平成21年 4月 1日
     (08･3058･7) ション・精神医療セン大仙市協和上淀川字五百刈田３５療養        50 届出区分：医療安全対策加算１
     ター ２番地 精神       200
     018-892-3751  (018-892-3757)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1502･1083･4 独立行政法人地域医療〒016-0851 一般       167（医療安全１）第48号      平成21年10月 1日
     機能推進機構　秋田病能代市緑町５番２２号 届出区分：医療安全対策加算１
     院 0185-52-3271  (0185-54-7892)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1611･1030･6 北秋田市民病院 〒018-4221 一般       224（医療安全１）第51号      平成22年 4月 1日
     (11･3019･3) 北秋田市下杉字上清水沢１６番２一般（感染） 届出区分：医療安全対策加算１
     ９号              4
     0186-62-7001  (0186-78-9500) 結核         4
     精神        40
     療養        48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1709･1057･3 かづの厚生病院 〒018-5201 一般 （医療安全１）第53号      平成22年 5月 1日
     鹿角市花輪字向畑１８番地 　　一般   262 届出区分：医療安全対策加算１
     0186-23-2111  (0186-23-3653)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801･1579･3 秋田県立脳血管研究セ〒010-0874 一般       169（医療安全１）第55号      平成22年11月 1日
     ンター 秋田市千秋久保田町６番１０号 届出区分：医療安全対策加算１
     018-833-0115  (018-833-0158)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901･1643･7 市立秋田総合病院 〒010-0933 一般 （医療安全１）第61号      平成26年 4月 1日
     (01･3429･5) 秋田市川元松丘町４番３０号 　　一般   374 届出区分：医療安全対策加算１
     018-823-4171  (018-866-7026) 結核        22
     精神
     　　精神    60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 医療安全対策加算１　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)

   2008･1148･2 大曲厚生医療センター〒014-0027 一般 （医療安全１）第62号      平成26年 5月 1日
     (08･3064･5) 大仙市大曲通町８番６５号 　　一般   433 届出区分：医療安全対策加算１
     0187-63-2111  (0187-63-5406) 一般（感染）
     　　感染     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101･1291･5 外旭川病院 〒010-0802 一般        34（医療安全１）第63号      平成28年 7月 1日
     秋田市外旭川字三後田１４２番地療養       207 届出区分：医療安全対策加算１
     018-868-5511  (018-868-5577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2212･1023･9 市立角館総合病院 〒014-0394 一般 （医療安全１）第64号      平成29年 4月 1日
     (12･3019･1) 仙北市角館町岩瀬３番地 　　一般   170 届出区分：医療安全対策加算１
     0187-54-2111  (0187-54-2715) 精神
     　　精神    36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 医療安全対策加算２　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)

    110･1009･2 藤原記念病院 〒010-0201 一般       140（医療安全２）第58号      平成24年 4月 1日
     潟上市天王字上江川４７番地
     018-878-3131  (018-878-6900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･1214･7 御野場病院 〒010-1424 療養       122（医療安全２）第59号      平成24年 4月 1日
     秋田市御野場２丁目１４番１号 一般        30
     018-839-6141  (018-839-5025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    304･1006･1 医療法人健永会　大館〒017-0044 一般        20（医療安全２）第60号      平成24年 9月 1日
     (04･3001･6) 記念病院 大館市御成町３丁目２番３号 療養        32
     0186-42-2305  (0186-42-0591)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    423･1017･8 湖東厚生病院 〒018-1605 一般       100（医療安全２）第61号      平成26年 6月 1日
     南秋田郡八郎潟町川崎字貝保９８
     番１
     0188-75-2100  (0188-75-5277)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    506･1052･0 男鹿みなと市民病院 〒010-0511 一般       145（医療安全２）第63号      平成29年 6月 1日
     男鹿市船川港船川字海岸通り１号
     ８番地６
     0185-23-2221  (0185-23-2033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 ハイリスク分娩管理加算　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)

    101･1442･4 秋田厚生医療センター〒011-0948 一般       477（ハイ分娩）第13号        平成20年 4月 1日
     秋田市飯島西袋一丁目１番１号 一般（感染）
     018-880-3000  (018-880-3040)              2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202･1068･5 能代厚生医療センター〒016-0014 一般       392（ハイ分娩）第14号        平成20年 4月 1日
     能代市落合字上前田地内 精神        60
     0185-52-3111  (0185-55-0123) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303･1138･4 平鹿総合病院 〒013-8610 一般 （ハイ分娩）第15号        平成20年 4月 1日
     (03･3073･7) 横手市前郷字八ツ口３番１ 　　一般   580
     0182-32-5121  (0182-33-3200) 結核         6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    405･1060･5 由利組合総合病院 〒015-8511 一般       465（ハイ分娩）第16号        平成20年 4月 1日
     (05･3030･2) 由利本荘市川口字家後３８番地 一般（感染）
     0184-27-1200  (0184-27-1277)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501･1120･6 社会医療法人明和会　〒010-8577 一般       450（ハイ分娩）第19号        平成20年 4月 1日
     (01･3427･9) 中通総合病院 秋田市南通みその町３番１５号
     018-833-1122  (018-831-9418)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601･1409･3 秋田赤十字病院 〒010-1495 一般 （ハイ分娩）第20号        平成20年 4月 1日
     秋田市上北手猿田字苗代沢２２２　　一般   445
     番地１号
     018-829-5000  (018-829-5255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    704･1019･4 大館市立総合病院 〒017-0885 一般       375（ハイ分娩）第22号        平成20年 9月 1日
     (04･3012･3) 大館市豊町３番１号 一般（感染）
     0186-42-5370  (0186-42-2055)              2
     結核         6
     精神        60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    880･1004･6 秋田大学医学部附属病〒010-0041 一般 （ハイ分娩）第25号        平成22年 8月 1日
     (80･3003･2) 院 秋田市広面字蓮沼４４－２ 　　一般   577
     018-834-1111  (018-884-6560) 精神        36
     一般
     　　感染     2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901･1643･7 市立秋田総合病院 〒010-0933 一般 （ハイ分娩）第26号        平成26年 4月 1日
     (01･3429･5) 秋田市川元松丘町４番３０号 　　一般   374
     018-823-4171  (018-866-7026) 結核        22
     精神
     　　精神    60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[秋田県]

平成30年 2月 1日 ハイリスク分娩管理加算　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)

   1008･1148･2 大曲厚生医療センター〒014-0027 一般 （ハイ分娩）第29号        平成26年 5月 1日
     (08･3064･5) 大仙市大曲通町８番６５号 　　一般   433
     0187-63-2111  (0187-63-5406) 一般（感染）
     　　感染     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


