
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 ハイケアユニット入院医療管理料１　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)

    103-1525-5 八戸市立市民病院 〒031-8555 一般       558（ハイケア１）第2号       平成26年 9月 1日
     (03-3525-9) 八戸市田向三丁目１番１号 精神        50 当該治療室の病床数:4床
     八医525 0178-72-5111  (0178-72-5115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-1216-5 青森市民病院 〒030-0821 一般       538（ハイケア１）第4号       平成27年 8月 1日
     (01-3216-9) 青森市勝田一丁目１４－２０ 当該治療室の病床数:8床
     青医216 017-734-2171  (017-734-7578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303-1254-2 八戸赤十字病院 〒039-1104 一般       374（ハイケア１）第5号       平成28年 6月 1日
     (03-3254-6) 八戸市大字田面木字中明戸２番地精神        60 当該治療室の病床数:8床
     八医254 0178-27-3111  (0178-27-3121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480-1022-1 弘前大学医学部附属病〒036-8203 一般       565（ハイケア１）第6号       平成29年 4月 1日
     (80-3022-5) 院 弘前市大字本町５３ 一般        16 当該治療室の病床数:6床
     弘医22 0172-33-5111  (0172-39-5189) 一般         6
     一般        10
     一般（感染）
                  6
     精神        41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502-1570-3 津軽保健生活協同組合〒036-8511 一般 （ハイケア１）第7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 当該治療室の病床数:8床
     ２
     0172-55-7717  (0172-55-7718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 脳卒中ケアユニット入院医療管理料　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)

    101-1476-5 青森県立中央病院 〒030-0913 一般       684（脳卒中ケア）第2号       平成25年 5月 1日
     (01-3476-9) 青森市東造道二丁目１－１ 当該治療室の病床数:6床
     青医476 017-726-8111  (017-726-8290)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児特定集中治療室管理料２　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)

    180-1011-4 独立行政法人国立病院〒036-8545 一般        39（新２）第1号             平成22年 4月 1日
     (80-3011-8) 機構　弘前病院 弘前市大字富野町１ 一般         3 当該治療室の病床数:3
     弘医11 0172-32-4311  (0172-33-8614) 一般        60 １床当たり床面積:13.01㎡
     一般        60
     一般        60
     一般        60
     一般        60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203-1525-5 八戸市立市民病院 〒031-8555 一般       558（新２）第3号             平成26年10月 1日
     (03-3525-9) 八戸市田向三丁目１番１号 精神        50 当該治療室の病床数:6
     八医525 0178-72-5111  (0178-72-5115) １床当たり床面積:8.7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    380-1022-1 弘前大学医学部附属病〒036-8203 一般       565（新２）第4号             平成27年 6月 1日
     (80-3022-5) 院 弘前市大字本町５３ 一般        16 当該治療室の病床数:6
     弘医22 0172-33-5111  (0172-39-5189) 一般         6 １床当たり床面積:9.4㎡
     一般        10
     一般（感染）
                  6
     精神        41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 総合周産期特定集中治療室管理料　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)

    101-1476-5 青森県立中央病院 〒030-0913 一般       684（周）第7号               平成24年 4月 1日
     (01-3476-9) 青森市東造道二丁目１－１ 総合周産期特定集中治療室管理
     青医476 017-726-8111  (017-726-8290) 料１
     当該治療室の病床数:9
     １床当たり床面積:19.95㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:15
     １床当たり床面積:10.03㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 回復期リハビリテーション病棟入院料１　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)

    101-1630-7 あおもり協立病院 〒030-0847 一般        37（回１）第5号             平成25年10月 1日
     青医630 青森市東大野二丁目１番地１０ 療養 病棟面積のうち１床当たり:19.
     017-762-5500  (017-729-3260) 　　特定    48 96㎡
     一般        50 病室部分の面積のうち１床当た
     一般        46 り:6.7㎡
     療養 病室に隣接する廊下幅:1.85ｍ
     　　特定    42 リハビリテーション充実加算：
     無
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     病棟面積のうち１床当たり:20.
     51㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.7㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.85ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:42床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[青森県]

平成30年 2月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料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)

    202-1511-7 弘前脳卒中・リハビリ〒036-8104 一般        79（回１）第11号            平成27年 1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 体制強化加算:加算１
     弘医511 0172-28-8220  (0172-28-7780) 病棟面積のうち１床当たり:33.
     15㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.79㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.25ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:55床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:32.
     47㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.79㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.25ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:54床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:30.
     62㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.88㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[青森県]

平成30年 2月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料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)

    303-1627-9 メディカルコート八戸〒039-1103 一般 （回１）第12号            平成27年 2月 1日
     八医627 西病院 八戸市長苗代字中坪７７ 　　一般   199 病棟面積のうち１床当たり:46.
     0178-28-4000  (0178-20-4962) 84㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.51㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     病棟面積のうち１床当たり:35.
     52㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.53㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    403-1360-7 総合リハビリ美保野病〒031-0833 療養        39（回１）第15号            平成28年11月 1日
     (03-3360-1) 院 八戸市大字大久保字大山３１－２療養        36 病棟面積のうち１床当たり:23.
     八医360 0178-25-0111  (0178-25-0115) 療養        48 1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:36床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:29.
     7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[青森県]

平成30年 2月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　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)

    501-1831-1 村上病院 〒030-0843 一般        80（回１）第16号            平成29年 4月 1日
     青医831 青森市浜田３－３－１４ 療養        40 体制強化加算:加算１
     017-729-8888  (017-729-8887) 病棟面積のうち１床当たり:39.
     4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:13.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.4ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602-1570-3 津軽保健生活協同組合〒036-8511 一般 （回１）第17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 体制強化加算:加算１
     ２ 病棟面積のうち１床当たり:18.
     0172-55-7717  (0172-55-7718) 97㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.02㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.72ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-1445-0 社団法人慈恵会　青森〒038-0021 一般       106（回１）第19号            平成29年12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 体制強化加算:加算２
     017-782-1201  (017-766-7860) 療養       144 病棟面積のうち１床当たり:16.
     99㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.7㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.72ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     体制強化加算:加算２
     病棟面積のうち１床当たり:16.
     99㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.7㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.73ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[青森県]

平成30年 2月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　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)

    801-1857-6 医療法人雄心会　青森〒038-0003 一般 （回１）第20号            平成30年 2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 病棟面積のうち１床当たり:21.
     青医857 １８ 5㎡
     017-757-8750  (017-788-9901) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.1㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.5ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[青森県]

平成30年 2月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　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)

    123-1097-3 ときわ会病院 〒038-1216 一般        48（回２）第17号            平成22年 4月 1日
     南医97 南津軽郡藤崎町大字榊字亀田２－一般        35 病棟面積のうち１床当たり:27.
     １ 療養        42 8㎡
     0172-65-3771  (0172-65-3773) 一般        24 病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.9㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.48ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:42床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-1756-0 社会福祉法人敬仁会　〒039-3502 療養       120（回２）第20号            平成27年 9月 1日
     青医756 青森敬仁会病院 青森市久栗坂字山辺８９－１０ 病棟面積のうち１床当たり:24.
     017-737-5566  (017-752-2151) 5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[青森県]

平成30年 2月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料３　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)

    101-1857-6 医療法人雄心会　青森〒038-0003 一般 （回３）第25号            平成29年 9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 病棟面積のうち１床当たり:21.
     青医857 １８ 5㎡
     017-757-8750  (017-788-9901) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.1㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.5ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


