
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 精神科急性期治療病棟入院料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)

    109,1146,6 岩手県立南光病院 〒029-0131 精神 （精急１）第4号           平成23年 7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) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1045,7 一般財団法人岩手済生〒020-0807 精神 （精急１）第5号           平成25年 3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:1棟
     病床数:51床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    380,1004,8 独立行政法人国立病院〒025-0033 一般 （精急１）第9号           平成26年 9月 1日
     (80,3004,2) 機構花巻病院 花巻市諏訪５００番地 　　一般    60 病棟数:1棟
     国医4 0198-24-0511  (0198-24-1721) 精神 病床数:60床
     　　精神   144
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1683,5 盛岡観山荘病院 〒020-0114 精神 （精急１）第10号          平成26年10月 1日
     盛医683 盛岡市高松四丁目２０番４０号 　　精神   173 病棟数:1棟
     019-661-2685  (019-662-8955) 病床数:51床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502,1023,2 宮古山口病院 〒027-0063 精神 （精急１）第12号          平成29年 2月 1日
     (02,3016,0) 宮古市山口五丁目３番２０号 　　精神   340
     宮医23 0193-62-3945  (0193-63-7545)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 認知症治療病棟入院料１　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)

    102,1027,3 三陸病院 〒027-0048 精神 （認治１）第3号           平成24年 7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) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:50
     基本料区分:精神入院
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202,1023,2 宮古山口病院 〒027-0063 精神 （認治１）第8号           平成28年 4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) 病棟数:1
     病床数:50
     退院調整加算:無
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:50
     退院調整加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1045,7 一般財団法人岩手済生〒020-0807 精神 （認治１）第10号          平成30年 1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:1
     病床数:54
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[岩手県]

平成30年 2月 1日 ニコチン依存症管理料　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)

    101,1638,9 孝仁病院 〒020-0052 一般 （ニコ）第181号           平成29年 4月 1日
     盛医638 盛岡市中太田泉田２８番地 　　一般   126
     019-656-2888  (019-656-2909) 療養
     　　療養    54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    206,1115,7 日高見中央クリニック〒024-0072 （ニコ）第182号           平成29年 5月 1日
     北医115 北上市北鬼柳２２地割４６番地
     0197-61-0888  (0197-61-0808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1514,2 金子胃腸科内科 〒020-0403 （ニコ）第183号           平成29年 5月 1日
     盛医514 盛岡市乙部１３地割１３５番地３
     019-696-2012  (019-696-2088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    405,1144,9 ささきクリニック 〒025-0053 （ニコ）第184号           平成29年 5月 1日
     花医144 花巻市中北万丁目８３６番
     0198-22-4116  (0198-22-4117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    505,1142,3 石鳥谷駅前クリニック〒028-3101 （ニコ）第185号           平成29年 5月 1日
     花医142 花巻市石鳥谷町好地第７地割２０
     ９番地２
     0198-46-2621  (0198-46-2622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    624,1035,0 佐々木内科小児科医院〒029-5505 一般         4（ニコ）第186号           平成29年 5月 1日
     和医35 和賀郡西和賀町湯本３０地割８０療養         7
     番地８
     0197-84-2352  (0197-82-2473)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    706,1167,8 坂の上野田村太志クリ〒024-0021 （ニコ）第187号           平成29年 5月 1日
     北医167 ニック 北上市上野町４丁目２－１５
     0197-65-1111  (0197-65-1113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    821,1152,9 北上脳神経外科クリニ〒028-4307 （ニコ）第188号           平成29年 5月 1日
     岩医152 ック 岩手郡岩手町大字五日市第１１地
     割７９番地６５
     0195-61-3636  (0195-61-3633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    906,1160,3 茂木内科医院 〒024-0094 （ニコ）第189号           平成29年 5月 1日
     北医160 北上市本通り一丁目７番１２号
     0197-61-0222  (0197-61-0223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,1403,8 盛岡南病院 〒020-0835 療養 （ニコ）第190号           平成29年 5月 1日
     盛医403 盛岡市津志田１３地割１８番地４　　療養   164
     019-638-2020  (019-637-3383)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,1734,6 盛岡さくらクリニック〒020-0122 （ニコ）第191号           平成29年 5月 1日
     盛医734 盛岡市みたけ四丁目３６番３２号
     019-645-3939  (019-645-3905)



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 ニコチン依存症管理料　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)

   1201,1521,7 鎌田内科クリニック 〒020-0866 一般 （ニコ）第192号           平成29年 5月 1日
     盛医521 盛岡市本宮二丁目２０番１号 　　一般     9
     019-636-1725  (019-635-2918) 療養
     　　療養     3
     療養
     　　介護     6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1307,1049,6 しろと内科循環器科ク〒028-0022 （ニコ）第193号           平成29年 5月 1日
     久医49 リニック 久慈市田屋町第１地割３５番地１
     0194-61-3330  (0194-61-3332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1414,1009,6 東八幡平病院 〒028-7303 療養 （ニコ）第194号           平成29年 5月 1日
     (14,3011,6) 八幡平市柏台二丁目８番２号 　　療養   100
     八医9 0195-78-2511  (0195-78-3437) 一般
     　　一般    50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1509,1156,5 医療法人社団杜の希会〒029-0803 （ニコ）第195号           平成29年 6月 1日
     関医156 　千厩ひかりクリニッ一関市千厩町千厩字石堂１３番地
     ク １２
     0191-51-1156  (0191-51-1160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,1678,5 たけ循環器内科クリニ〒020-0857 （ニコ）第196号           平成29年 6月 1日
     盛医678 ック 盛岡市北飯岡一丁目２番７０号
     019-656-5855  (019-656-5856)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1724,1046,7 さわうち協立診療所 〒029-5611 （ニコ）第197号           平成29年 6月 1日
     和医46 和賀郡西和賀町沢内字新町４地割
     １６番地１
     0197-85-3101  (0197-85-2121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1822,1074,3 高宮消化器科内科医院〒028-3603 一般        19（ニコ）第198号           平成29年 6月 1日
     紫医74 紫波郡矢巾町大字西徳田第２地割
     １０６番地３
     019-697-7030  (019-697-8263)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,1614,0 八角医院 〒028-4125 （ニコ）第199号           平成29年 6月 1日
     盛医614 盛岡市好摩字夏間木１０１番地２
     019-682-0007  (019-682-0760)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2015,1045,7 桜井医院 〒023-0054 一般        19（ニコ）第200号           平成29年 6月 1日
     奥医45 奥州市水沢区字吉小路３番地
     0197-23-7151  (0197-25-5757)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2105,1169,6 おばら内科・消化器内〒025-0077 （ニコ）第201号           平成29年 6月 1日
     花医169 科クリニック 花巻市仲町５番８号
     0198-41-3669  (0198-23-7415)



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 ニコチン依存症管理料　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)

   2201,1331,1 岩手県立中央病院 〒020-0066 一般 （ニコ）第202号           平成29年 6月 1日
     (01,3177,2) 盛岡市上田一丁目４番１号 　　一般   685
     盛医331 019-653-1151  (019-653-2528)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2306,1121,5 医療法人優親会　及川〒024-0043 療養 （ニコ）第203号           平成29年 7月 1日
     北医121 放射線科内科医院 北上市立花１０地割２８番地１ 　　療養    12
     0197-65-3811  (0197-65-3813)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2422,1100,6 成田内科胃腸科医院 〒028-3614 （ニコ）第204号           平成29年 7月 1日
     紫医100 紫波郡矢巾町又兵エ新田第８地割
     １０１番地
     019-698-1212  (019-698-1213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,1399,8 川久保病院 〒020-0835 一般 （ニコ）第205号           平成29年 7月 1日
     (01,3211,9) 盛岡市津志田２６地割３０番地１　　一般    60
     盛医399 019-635-1305  (019-635-1619) 療養
     　　療養    60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2609,1143,3 桂島医院 〒021-0867 （ニコ）第206号           平成29年 7月 1日
     関医143 一関市駅前２２番地
     0191-21-8883  (0191-21-8885)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,1677,7 くわた脳神経外科クリ〒020-0857 （ニコ）第207号           平成29年 7月 1日
     盛医677 ニック 盛岡市北飯岡一丁目２番６８号
     019-656-5636  (019-656-5637)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2809,1126,8 菊池内科医院 〒029-0603 （ニコ）第209号           平成29年 7月 1日
     関医126 一関市大東町沖田字八日町３３番
     地
     0191-74-2512  (0191-74-2059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,1639,7 さかもと整形外科 〒020-0881 （ニコ）第210号           平成29年 7月 1日
     盛医639 盛岡市天神町１１番３号
     019-623-8555  (019-623-8553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3006,1151,2 かさい睡眠呼吸器クリ〒024-0011 一般 （ニコ）第211号           平成29年 7月 1日
     北医151 ニック 北上市堤ケ丘一丁目９番３２号北　　一般     4
     良メディカルセンター１階
     0197-61-6590  (0197-61-6595)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3116,1017,4 ゆとりが丘クリニック〒020-0638 （ニコ）第212号           平成29年 7月 1日
     滝医17 滝沢市土沢５４１番地
     019-699-1122  (019-699-1121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3209,1162,3 こいわ耳鼻咽喉科・ア〒021-0053 （ニコ）第213号           平成29年 7月 1日
     関医162 レルギー科クリニック一関市山目字中野１９番１号
     0191-33-2117  (0191-25-6966)



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 ニコチン依存症管理料　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)

   3306,1172,8 医療法人　愛久会　き〒024-0061 （ニコ）第214号           平成29年 7月 1日
     北医172 たかみ駅前内科クリニ北上市大通り１－３－１おでんせ
     ック プラザぐろーぶ２階
     0197-61-3372  (0197-61-3373)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,1623,1 久保田医院 〒020-0147 一般 （ニコ）第215号           平成29年 7月 1日
     盛医623 盛岡市大館町２６番３号 　　一般    11
     019-646-9090  (019-646-9091)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,1364,2 佐藤耳鼻咽喉科医院 〒020-0133 （ニコ）第216号           平成29年 7月 1日
     盛医364 盛岡市青山三丁目６番３号
     019-646-5557  (019-646-0861)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3615,1059,8 内科板倉医院 〒023-0833 （ニコ）第217号           平成29年 7月 1日
     奥医59 奥州市水沢区上姉体六丁目１－８
     0197-28-1117  (0197-28-1118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,1743,7 おおどおり鎌田内科ク〒020-0022 （ニコ）第218号           平成29年 7月 1日
     盛医743 リニック 盛岡市大通二丁目７番２３号
     019-606-5161  (019-625-1080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3805,1078,9 ゆかわ脳外科 〒025-0091 （ニコ）第219号           平成29年 7月 1日
     花医78 花巻市西大通り二丁目２番１０号
     0198-24-2960  (0198-21-3215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3925,1053,0 ありすみ内科クリニッ〒029-4503 （ニコ）第220号           平成29年 7月 1日
     胆医53 ク 胆沢郡金ケ崎町西根町裏６６
     0197-42-2444  (0197-41-2083)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,1740,3 工藤内科ハートクリニ〒020-0871 （ニコ）第221号           平成29年 7月 1日
     盛医740 ック 盛岡市中ノ橋通一丁目７番１３号
     019-653-6811  (019-653-6812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4109,1072,4 田島内科 〒021-0882 （ニコ）第222号           平成29年 7月 1日
     関医72 一関市上大槻街４番３９号
     0191-23-3668  (0191-23-6797)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,1647,0 あべ内科・消化器科ク〒020-0146 （ニコ）第223号           平成29年 7月 1日
     盛医647 リニック 盛岡市長橋町１７番４５号 注１に規定する基準を満たさな
     019-605-5311  (019-605-5312) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,1699,1 かねこ内科クリニック〒020-0121 （ニコ）第224号           平成29年 7月 1日
     盛医699 盛岡市月が丘一丁目１番６３号 注１に規定する基準を満たさな
     019-647-3333  (019-647-5000) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準



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 ニコチン依存症管理料　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)

   4421,1138,8 盛岡医療生活協同組合〒028-4303 （ニコ）第225号           平成29年 7月 1日
     岩医138 　さわやかクリニック岩手郡岩手町江刈内１０地割４７ 注１に規定する基準を満たさな
     番２ い場合には所定点数の100分の7
     0195-62-2043  (0195-62-1358) 0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,1413,7 盛岡赤十字病院 〒020-8560 一般 （ニコ）第226号           平成29年 7月 1日
     盛医413 盛岡市三本柳６地割１番地１ 　　一般   438
     019-637-3111  (019-637-3801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4602,1073,7 宮古市国民健康保険新〒028-2101 （ニコ）第227号           平成29年 7月 1日
     (02,3048,3) 里診療所 宮古市茂市第１地割１１６番地９
     宮医73 0193-72-2016  (0193-72-3575)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4706,1123,1 いとう小児科クリニッ〒024-0084 （ニコ）第228号           平成29年 7月 1日
     北医123 ク 北上市さくら通り１丁目５番１１
     号
     0197-61-5155  (0197-61-5157)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4806,1155,3 ちとせ医院 〒024-0061 （ニコ）第229号           平成29年 7月 1日
     北医155 北上市大通り２丁目１番２２号
     0197-63-3780  (0197-65-0660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4931,1024,9 大関内科医院 〒028-7914 （ニコ）第230号           平成29年 7月 1日
     九医24 九戸郡洋野町種市第２３地割７９ 注１に規定する基準を満たさな
     番地４４ い場合には所定点数の100分の7
     0194-65-2311  (0194-65-2311) 0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5005,1156,3 とみつか脳神経外科ク〒025-0082 （ニコ）第231号           平成29年 7月 1日
     花医156 リニック 花巻市御田屋町１－４１
     0198-23-2100  (0198-23-2103)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5132,1024,7 松井内科医院 〒028-5312 一般        19（ニコ）第232号           平成29年 7月 1日
     二戸医24 二戸郡一戸町一戸字本町５８番地
     0195-33-2201  (0195-32-3299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5222,1101,4 南矢巾ハートクリニッ〒028-3615 （ニコ）第233号           平成29年 7月 1日
     紫医101 ク 紫波郡矢巾町南矢幅第６地割１４
     ３番地３１
     019-698-1010  (019-698-1020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,1724,7 メディケアプラザ中央〒020-0021 （ニコ）第234号           平成29年 7月 1日
     盛医724 通りクリニック 盛岡市中央通３丁目１６－２３
     019-654-3781  (019-654-3783)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5403,1080,0 ちば内科診療所 〒022-0006 （ニコ）第235号           平成29年 7月 1日
     大医80 大船渡市立根町字宮田６４番２
     0192-21-2255  (0192-47-3700)



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 ニコチン依存症管理料　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)

   5515,1112,5 いとう内科医院 〒023-0003 （ニコ）第236号           平成29年 7月 1日
     奥医112 奥州市水沢区佐倉河字東広町８３
     番地１
     0197-25-5311  (0197-25-5312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,1512,6 くどう医院 〒020-0127 （ニコ）第237号           平成29年 7月 1日
     盛医512 盛岡市前九年三丁目１６番１５号
     019-647-3251  (019-647-3356)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,1484,8 二宮内科クリニック 〒020-0013 （ニコ）第238号           平成29年 7月 1日
     盛医484 盛岡市愛宕町２番４７号
     019-621-8181  (019-621-8182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,1377,4 白沢整形外科医院 〒020-0121 （ニコ）第239号           平成29年 7月 1日
     盛医377 盛岡市月が丘三丁目４０番２８号
     019-645-3666  (019-601-4177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5915,1051,5 井筒医院 〒023-0106 一般 （ニコ）第240号           平成29年 7月 1日
     奥医51 奥州市水沢区羽田町久保５番地 　　一般     7
     0197-23-2971  (0197-23-5314) 療養
     　　療養    12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6022,1084,2 川守田医院 〒028-3310 （ニコ）第241号           平成29年 7月 1日
     紫医84 紫波郡紫波町日詰駅前一丁目８番
     ２
     019-676-5553  (019-676-5713)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6113,1031,2 おりそ内科循環器クリ〒028-6101 （ニコ）第242号           平成29年 7月 1日
     二医31 ニック 二戸市福岡字長嶺３５番４号
     0195-22-2251  (0195-23-5600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,1619,9 鈴木内科医院 〒020-0872 （ニコ）第243号           平成29年 7月 1日
     盛医619 盛岡市八幡町２番１７号
     019-623-3038  (019-654-6000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6305,1140,7 菊地内科クリニック 〒025-0067 （ニコ）第244号           平成29年 7月 1日
     花医140 花巻市浅沢８３番３
     0198-22-5900  (0198-22-5905)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6403,1083,4 石倉クリニック 〒022-0002 （ニコ）第245号           平成29年 7月 1日
     大医83 大船渡市大船渡町地ノ森４３－９
     0192-21-2525  (0192-21-2526)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6502,1076,0 おかだ外科内科クリニ〒027-0025 （ニコ）第246号           平成29年 7月 1日
     宮医76 ック 宮古市実田二丁目５番１０号
     0193-71-2622  (0193-71-2626)



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 ニコチン依存症管理料　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)

   6609,1153,2 及川内科胃腸科クリニ〒021-0836 （ニコ）第247号           平成29年 7月 1日
     関医153 ック 一関市字鳴神７４番地
     0191-31-3131  (0191-31-3132)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,1287,5 特定医療法人　盛岡つ〒020-0055 一般 （ニコ）第249号           平成29年 7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
     019-689-2101  (019-689-2104) 結核         2
     療養
     　　療養   120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6815,1124,0 本田胃腸内科外科 〒023-0816 （ニコ）第250号           平成29年 7月 1日
     奥医124 奥州市水沢区西町４－２１
     0197-23-7581  (0197-22-2704)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6905,1100,1 藤巻胃腸科内科クリニ〒025-0016 （ニコ）第251号           平成29年 7月 1日
     花医100 ック 花巻市高木第１５地割１６番地１
     0198ー23ー0051  (0198ー23ー0052)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,1030,9 遠山病院 〒020-0877 一般 （ニコ）第252号           平成29年 7月 1日
     盛医30 盛岡市下ノ橋町６番１４号 　　一般    34
     019-651-2111  (019-624-6060) 療養
     　　療養    36
     療養
     　　介護    66
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7106,1146,2 さくらの内科クリニッ〒024-0091 （ニコ）第253号           平成29年 7月 1日
     北医146 ク 北上市大曲町７番２０号
     0197-61-5060  (0197-61-5061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,1612,4 おおひら内科・循環器〒020-0064 （ニコ）第254号           平成29年 7月 1日
     盛医612 科クリニック 盛岡市梨木町２番２号
     019-606-3765  (019-606-3766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,1704,9 ちだ内科・外科クリニ〒020-0824 （ニコ）第255号           平成29年 7月 1日
     盛医704 ック 盛岡市東安庭一丁目２３番６０号
     019-604-3755  (019-653-5113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7409,1086,4 一関中央クリニック 〒021-0021 一般         9（ニコ）第256号           平成29年 7月 1日
     関医86 一関市中央町二丁目４番２号 療養         8
     0191-21-1222  (0191-23-5150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,1700,7 加賀野消化器内科・内〒020-0881 （ニコ）第257号           平成29年 7月 1日
     盛医700 科クリニック 盛岡市天神町１１番８号
     019-604-1123  (019-604-1118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 ニコチン依存症管理料　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)

   7613,1026,2 二戸市国民健康保険浄〒028-6851 一般 （ニコ）第258号           平成29年 7月 1日
     二医26 法寺診療所 二戸市浄法寺町小池６番地１ 　　一般    12
     0195-38-2021  (0195-38-2022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7706,1171,0 やご内科・循環器クリ〒024-0021 （ニコ）第259号           平成29年 7月 1日
     北医171 ニック 北上市上野町五丁目５番
     0197-72-7717  (0197-72-7718)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,1335,2 西松園内科医院 〒020-0103 （ニコ）第260号           平成29年 7月 1日
     盛医335 盛岡市西松園三丁目２２番１号
     019-662-1622  (019-662-1067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7908,1029,6 遠野市国民健康保険中〒028-0541 （ニコ）第261号           平成29年 7月 1日
     遠医29 央診療所 遠野市松崎町白岩字薬研渕４番地
     １
     0198-62-2277  (0198-62-2526)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,1456,6 さとう胃腸科内科 〒020-0851 （ニコ）第262号           平成29年 7月 1日
     盛医456 盛岡市向中野一丁目１１番２５号
     019-635-0789  (019-656-7211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,1679,3 池田外科・消化器内科〒020-0041 （ニコ）第263号           平成29年 7月 1日
     盛医679 医院 盛岡市境田町５番１８号
     019-648-3200  (019-648-3201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8211,1077,9 平野内科医院 〒026-0021 （ニコ）第264号           平成29年 7月 1日
     釜医77 釜石市只越町３丁目３番地３号
     0193-22-1273  (0193-22-1273)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8315,1114,1 かじかわクリニック 〒023-0003 （ニコ）第265号           平成29年 7月 1日
     奥医114 奥州市水沢区佐倉河字慶徳２６番
     地１
     0197-47-4733  (0197-47-4735)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8405,1107,6 まきた内科ハートクリ〒025-0091 （ニコ）第266号           平成29年 7月 1日
     花医107 ニック 花巻市西大通り二丁目１１番８号
     0198-23-0211  (0198-23-0213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8515,1116,6 千田内科クリニック 〒029-4204 （ニコ）第267号           平成29年 7月 1日
     奥医116 奥州市前沢区向田一丁目１６番地
     ３
     0197-47-4571  (0197-47-4572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8621,1096,8 佐渡医院 〒028-4307 一般         4（ニコ）第268号           平成29年 7月 1日
     岩医96 岩手郡岩手町大字五日市第１０地療養
     割１７５番地１５ 　　介護    15
     0195-62-3211  (0195-62-1164)



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 ニコチン依存症管理料　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)

   8702,1083,6 宮古市国民健康保険田〒027-0325 （ニコ）第269号           平成29年 7月 1日
     宮医83 老診療所 宮古市田老三王一丁目１番３号
     0193-65-7071  (0193-87-2161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,1383,2 臼井循環器呼吸器内科〒020-0107 （ニコ）第270号           平成29年 7月 1日
     盛医383 盛岡市松園二丁目２番１０号
     019-662-9845  (019-663-3633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8907,1031,4 竹下医院 〒028-0066 一般        17（ニコ）第271号           平成29年 7月 1日
     久医31 久慈市中の橋一丁目５番地
     0194-53-0022  (0194-53-0299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9013,1012,2 岩手県立二戸病院 〒028-6105 一般 （ニコ）第272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
     0195-23-2191  (0195-23-2834) 結核        10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,1706,4 医療法人社団恵仁会　〒020-0121 一般        60（ニコ）第273号           平成29年 7月 1日
     盛医706 三愛病院 盛岡市月が丘一丁目２９番１５号
     019-641-6633  (019-641-6632)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,1435,0 江村胃腸科内科医院 〒020-0044 （ニコ）第274号           平成29年 7月 1日
     盛医435 盛岡市城西町７番３３号
     019-623-4035  (019-623-4035)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9309,1157,3 中里クリニック 〒021-0008 （ニコ）第275号           平成29年 7月 1日
     関医157 一関市石畑６番地２９号
     0191-32-5888  (0191-32-5889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9409,1138,3 ひがしやま病院 〒029-0303 一般 （ニコ）第276号           平成29年 7月 1日
     関医138 一関市東山町松川字卯入道１２１　　一般    44
     番地
     0191-48-2666  (0191-48-2777)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9509,1170,6 一関市国民健康保険藤〒029-3405 一般 （ニコ）第277号           平成29年 7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
     ２
     0191-63-5211  (0191-63-5484)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9630,1022,5 社会福祉法人恩賜財団〒027-0501 一般 （ニコ）第278号           平成29年 7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
     地１
     0194-22-2151  (0194-22-4232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9703,1077,6 岩渕内科医院 〒022-0002 （ニコ）第279号           平成29年 7月 1日
     大医77 大船渡市大船渡町字新田４９番地
     ４号
     0192-26-5355  (0192-26-2192)



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 ニコチン依存症管理料　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)

   9880,1006,3 独立行政法人国立病院〒021-0056 一般 （ニコ）第280号           平成29年 7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
     国医6 0191-25-2221  (0191-25-2157)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9980,1001,4 独立行政法人国立病院〒020-0133 一般 （ニコ）第281号           平成29年 7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
     国医1 019-647-2195  (019-646-1195) 結核        10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,1737,9 たぐち脳神経外科クリ〒020-0015 （ニコ）第282号           平成29年 7月 1日
     盛医737 ニック 盛岡市本町通一丁目４番１９号
     019-621-1234  (019-621-1717)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,1711,4 ちば耳鼻咽喉科クリニ〒020-0885 （ニコ）第283号           平成29年 7月 1日
     盛医711 ック 盛岡市紺屋町２番４号
     019-623-3387  (019-623-3375)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10209,1146,6 岩手県立南光病院 〒029-0131 精神 （ニコ）第284号           平成29年 7月 1日
     関医146 一関市狐禅寺字大平１７番地 　　精神   359
     0191-23-3655  (0197-24-8194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10328,1013,8 岩手県立大船渡病院附〒029-2311 一般 （ニコ）第285号           平成29年 7月 1日
     気医13 属住田地域診療センタ気仙郡住田町世田米字大崎２２番　　一般    19
     ー 地１
     0192-46-3121  (0192-46-2876)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10405,1136,5 岩手県立東和病院 〒028-0115 一般（特例） （ニコ）第286号           平成29年 7月 1日
     花医136 花巻市東和町安俵６区７５番地１　　一般    65
     0198-42-2211  (0198-42-4417) 一般（特例）
     　　包括     3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10509,1171,4 岩手県立磐井病院附属〒029-3105 （ニコ）第287号           平成29年 7月 1日
     関医171 花泉地域診療センター一関市花泉町涌津字上原３１番地
     0191-82-5757  (0191-82-5812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10608,1023,9 岩手県立遠野病院 〒028-0541 一般 （ニコ）第288号           平成29年 7月 1日
     遠医23 遠野市松崎町白岩１４地割７４番　　一般   177
     地 一般（感染）
     0198-62-2222  (0198-62-0113) 　　感染     2
     結核        20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10709,1145,8 岩手県立磐井病院 〒029-0131 一般 （ニコ）第289号           平成29年 7月 1日
     (09,3081,9) 一関市狐禅寺字大平１７番地 　　一般   305
     関医145 0191-23-3452  (0191-23-9691) 結核
     　　一般    10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 ニコチン依存症管理料　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)

  10830,1071,2 岩手県立山田病院 〒028-1352 一般 （ニコ）第290号           平成29年 7月 1日
     下医71 下閉伊郡山田町飯岡第１地割２１　　一般    50
     番地１
     0193-82-2111  (0193-82-0074)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10906,1154,6 岩手県立中部病院 〒024-0004 一般 （ニコ）第291号           平成29年 7月 1日
     北医154 北上市村崎野１７地割１０番地 　　一般   414
     0197-71-1511  (0197-71-1414) 結核        20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11009,1134,2 岩手県立千厩病院 〒029-0803 一般 （ニコ）第292号           平成29年 7月 1日
     関医134 一関市千厩町千厩字草井沢３２番　　一般   148
     地１ 一般（感染）
     0191-53-2101  (0191-52-3478) 　　感染     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11107,1035,5 岩手県立久慈病院 〒028-0014 一般 （ニコ）第293号           平成29年 7月 1日
     (07,3023,5) 久慈市旭町第１０地割１番 　　一般   291 注１に規定する基準を満たさな
     久医35 0194ー53ー6131  (0194ー52ー2601) 療養 い場合には所定点数の100分の7
     　　療養    43 0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11215,1042,4 岩手県立胆沢病院 〒023-0864 一般       337（ニコ）第294号           平成29年 7月 1日
     奥医42 奥州市水沢区字龍ヶ馬場６１番地結核         9
     0197-24-4121  (0197-24-8194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11311,1049,8 岩手県立釜石病院 〒026-8550 一般 （ニコ）第295号           平成29年 7月 1日
     釜医49 釜石市甲子町第１０地割４８３番　　一般   272
     地６
     0193-25-2011  (0193-23-9479)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11410,1024,3 陸前高田市国民健康保〒029-2201 一般         4（ニコ）第296号           平成29年 7月 1日
     高医24 険二又診療所 陸前高田市矢作町字愛宕下３１番
     地
     0192-58-2220  (0192-58-2220)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11525,1052,2 花憩庵クリニック 〒029-4503 （ニコ）第297号           平成29年 7月 1日
     胆医52 胆沢郡金ケ崎町西根谷来浦４６番
     地１
     0197-42-5001  (0197-42-5002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11611,1086,0 釜石しょうけいクリニ〒026-0055 （ニコ）第298号           平成29年 7月 1日
     釜医86 ック 釜石市甲子町第１０地割２６８－
     １
     0193-27-8571  (0193-27-8573)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11709,1106,0 阿部内科クリニック 〒021-0027 （ニコ）第299号           平成29年 7月 1日
     関医106 一関市竹山町５番３４号
     0191-23-2918  (0191-23-2933)



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 ニコチン依存症管理料　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)

  11801,1658,7 大浦内科・歯科クリニ〒020-0836 （ニコ）第300号           平成29年 7月 1日
     (01,3394,3) ック 盛岡市津志田西二丁目１３番３号
     盛医658 019-639-3315  (019-639-3316)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,1702,3 医療法人ゆいの杜ゆい〒020-0851 一般         2（ニコ）第301号           平成29年 7月 1日
     盛医702 内科呼吸器科クリニッ盛岡市向中野二丁目５４番１８号
     ク 019-631-1159  (019-631-2259)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,1643,9 吉田消化器科内科 〒020-0832 （ニコ）第302号           平成29年 7月 1日
     盛医643 盛岡市東見前８地割２０番地１６
     019-632-4600  (019-632-4666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,1482,2 医療法人誠心会　真山〒020-0015 （ニコ）第303号           平成29年 7月 1日
     盛医482 池田医院 盛岡市本町通三丁目１９番３２号
     019ー623ー7151  (019ー623ー7153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12209,1159,9 かわさきファミリーク〒029-0202 （ニコ）第304号           平成29年 7月 1日
     関医159 リニック 一関市川崎町薄衣字久伝３８番１
     0191-43-3770  (0191-43-3701)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12306,1156,1 医療法人萩笙会柴田医〒024-0092 （ニコ）第305号           平成29年 7月 1日
     北医156 院 北上市新穀町一丁目６番１０号
     0197-61-5130  (0197-61-5135)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12407,1047,0 金子クリニック 〒028-0021 （ニコ）第306号           平成29年 7月 1日
     久医47 久慈市門前第２地割２６番地
     0194-61-1005  (0194-61-1006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12510,1040,9 岩手県立高田病院 〒029-2206 一般 （ニコ）第307号           平成29年 7月 1日
     高医40 陸前高田市米崎町字野沢３４番地　　一般    41
     １
     0192-54-3221  (0192-55-5241)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,1632,2 かなざわ内科クリニッ〒020-0125 一般         2（ニコ）第308号           平成29年 7月 1日
     盛医632 ク 盛岡市上堂一丁目１８番２４号
     019-647-3057  (019-645-1169)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12721,1156,0 国民健康保険葛巻病院〒028-5402 一般 （ニコ）第310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
     地１ 介護
     0195-66-2311  (0195-66-3343) 　　療養    18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12825,1054,8 金ケ崎町国民健康保険〒029-4503 （ニコ）第311号           平成29年10月10日
     胆医54 金ケ崎診療所 胆沢郡金ケ崎町西根鑓水９８番地
     0197-44-2121  (0197-44-2307)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 ニコチン依存症管理料　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)

  12901,1231,3 照井消化器科内科医院〒020-0015 （ニコ）第312号           平成29年12月 1日
     盛医231 盛岡市本町通一丁目８番９号
     019-651-2150  (019-651-0383)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13009,1179,7 菜の花クリニック千厩〒029-0803 （ニコ）第313号           平成29年12月11日
     関医179 一関市千厩町千厩字東小田９０番
     地
     0191-34-7787  (0191-34-7789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 別添１の「第９」の１の(１)に規定する在宅療養支援診療所　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)

    111,1082,9 釜石ファミリークリニ〒026-0025 （支援診１）第9号         平成28年 4月 1日
     釜医82 ック 釜石市大渡町三丁目１５番２６号
     0193-31-1616  (0193-31-1622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    206,1115,7 日高見中央クリニック〒024-0072 （支援診１）第10号        平成28年 4月 1日
     北医115 北上市北鬼柳２２地割４６番地
     0197-61-0888  (0197-61-0808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 別添１の「第９」の１の(２)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 3月 1日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    105,1142,3 石鳥谷駅前クリニック〒028-3101 （支援診２）第42号        平成28年 4月 1日
     花医142 花巻市石鳥谷町好地第７地割２０
     ９番地２
     0198-46-2621  (0198-46-2622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    206,1165,2 ホームケアクリニック〒024-0031 （支援診２）第44号        平成28年 4月 1日
     北医165 えん 北上市青柳町二丁目５番１５号
     0197-61-5160  (0197-61-5161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309,1086,4 一関中央クリニック 〒021-0021 一般         9（支援診２）第45号        平成29年 4月 1日
     関医86 一関市中央町二丁目４番２号 療養         8
     0191-21-1222  (0191-23-5150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1704,9 ちだ内科・外科クリニ〒020-0824 （支援診２）第46号        平成29年 4月 1日
     盛医704 ック 盛岡市東安庭一丁目２３番６０号
     019-604-3755  (019-653-5113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    516,1022,4 あすみのクリニック 〒020-0617 （支援診２）第48号        平成29年 4月 1日
     滝医22 滝沢市湯舟沢４７９番地２
     019-688-6566  (019-688-6570)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    606,1174,4 むらさきのクリニック〒024-0004 （支援診２）第49号        平成29年 4月 1日
     北医174 北上市村崎野１５地割１５０番地
     １
     0197-71-3555  (0197-66-6861)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    709,1150,8 かげやまクリニック 〒021-0854 （支援診２）第50号        平成29年 4月 1日
     関医150 一関市西沢２８番１
     0191-26-1026  (0191-31-3611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    805,1078,9 ゆかわ脳外科 〒025-0091 （支援診２）第51号        平成29年 4月 1日
     花医78 花巻市西大通り二丁目２番１０号
     0198-24-2960  (0198-21-3215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    905,1114,2 高木丘クリニック 〒025-0016 一般 （支援診２）第52号        平成29年 4月 1日
     花医114 花巻市高木第１８地割６１番地２　　一般    19
     0198-22-0103  (0198-21-3738)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1005,1151,4 恵ライフクリニック 〒025-0037 （支援診２）第53号        平成29年 4月 1日
     花医151 花巻市太田第５１地割２２１番
     0198-39-1133  (0198-39-1134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1105,1144,9 ささきクリニック 〒025-0053 （支援診２）第54号        平成29年 4月 1日
     花医144 花巻市中北万丁目８３６番
     0198-22-4116  (0198-22-4117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 別添１の「第９」の１の(２)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 3月 1日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1206,1146,2 さくらの内科クリニッ〒024-0091 （支援診２）第55号        平成29年 6月 1日
     北医146 ク 北上市大曲町７番２０号
     0197-61-5060  (0197-61-5061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,1623,1 久保田医院 〒020-0147 一般 （支援診２）第56号        平成29年 6月 1日
     盛医623 盛岡市大館町２６番３号 　　一般    11
     019-646-9090  (019-646-9091)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,1753,6 なないろのとびら診療〒020-0861 （支援診２）第57号        平成29年11月 1日
     盛医753 所 盛岡市仙北二丁目１－２０
     019-601-3101  (019-601-3105)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,1754,4 もりおか往診ホームケ〒020-0857 一般 （支援診２）第58号        平成29年11月 1日
     盛医754 アクリニック 盛岡市北飯岡三丁目２０番３号 　　一般    19
     019-614-0133  (019-614-0134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 3月 1日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    107,1031,4 竹下医院 〒028-0066 一般        17（支援診３）第139号       平成28年 6月 1日
     久医31 久慈市中の橋一丁目５番地
     0194-53-0022  (0194-53-0299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    208,1049,4 守口医院 〒028-0521 （支援診３）第140号       平成28年 4月 1日
     遠医49 遠野市材木町２番２５号
     0198-63-2170  (0198-63-2171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1679,3 池田外科・消化器内科〒020-0041 （支援診３）第141号       平成28年 4月 1日
     盛医679 医院 盛岡市境田町５番１８号
     019-648-3200  (019-648-3201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    415,1051,5 井筒医院 〒023-0106 一般 （支援診３）第142号       平成28年 4月 1日
     奥医51 奥州市水沢区羽田町久保５番地 　　一般     7
     0197-23-2971  (0197-23-5314) 療養
     　　療養    12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1639,7 さかもと整形外科 〒020-0881 （支援診３）第143号       平成28年 4月 1日
     盛医639 盛岡市天神町１１番３号
     019-623-8555  (019-623-8553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    606,1151,2 かさい睡眠呼吸器クリ〒024-0011 一般 （支援診３）第144号       平成28年 4月 1日
     北医151 ニック 北上市堤ケ丘一丁目９番３２号北　　一般     4
     良メディカルセンター１階
     0197-61-6590  (0197-61-6595)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    706,1167,8 坂の上野田村太志クリ〒024-0021 （支援診３）第145号       平成28年 4月 1日
     北医167 ニック 北上市上野町４丁目２－１５
     0197-65-1111  (0197-65-1113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1550,6 児島内科小児科医院 〒020-0122 一般         8（支援診３）第146号       平成28年 4月 1日
     盛医550 盛岡市みたけ三丁目１１番３６号
     019-641-3310  (019-641-8917)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1578,7 ブレスト齊藤外科クリ〒020-0866 （支援診３）第147号       平成28年 4月 1日
     盛医578 ニック 盛岡市本宮六丁目１７番６号
     019-631-3770  (019-631-3770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,1697,5 しんたろうクリニック〒020-0866 一般 （支援診３）第148号       平成28年 4月 1日
     盛医697 盛岡市本宮一丁目９番１号 　　一般    11
     019-631-3110  (019-631-3090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,1256,0 いするぎ医院 〒020-0022 （支援診３）第149号       平成28年 4月 1日
     盛医256 盛岡市大通三丁目３番２２号
     019-654-1411  (019-654-6399)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 3月 1日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1201,1482,2 医療法人誠心会　真山〒020-0015 （支援診３）第150号       平成28年 5月 1日
     盛医482 池田医院 盛岡市本町通三丁目１９番３２号
     019ー623ー7151  (019ー623ー7153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1316,1017,4 ゆとりが丘クリニック〒020-0638 （支援診３）第151号       平成28年 4月 1日
     滝医17 滝沢市土沢５４１番地
     019-699-1122  (019-699-1121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,1521,7 鎌田内科クリニック 〒020-0866 一般 （支援診３）第152号       平成28年 4月 1日
     盛医521 盛岡市本宮二丁目２０番１号 　　一般     9
     019-636-1725  (019-635-2918) 療養
     　　療養     3
     療養
     　　介護     6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,1610,8 石井内科消化器科医院〒020-0112 （支援診３）第154号       平成28年 4月 1日
     盛医610 盛岡市東緑が丘２３番２６号
     019-662-1615  (019-663-3640)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,1383,2 臼井循環器呼吸器内科〒020-0107 （支援診３）第155号       平成28年 4月 1日
     盛医383 盛岡市松園二丁目２番１０号
     019-662-9845  (019-663-3633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1709,1154,0 谷藤内科医院 〒029-0803 （支援診３）第156号       平成28年 4月 1日
     関医154 一関市千厩町千厩字町浦１８５番
     地
     0191-51-3355  (0191-51-3351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,1643,9 吉田消化器科内科 〒020-0832 （支援診３）第157号       平成28年 4月 1日
     盛医643 盛岡市東見前８地割２０番地１６
     019-632-4600  (019-632-4666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,1502,7 森谷医院 〒020-0114 （支援診３）第158号       平成28年 4月 1日
     盛医502 盛岡市高松三丁目１１番２９号
     019-663-1247  (019-663-1222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2025,1052,2 花憩庵クリニック 〒029-4503 （支援診３）第159号       平成28年 9月 1日
     胆医52 胆沢郡金ケ崎町西根谷来浦４６番
     地１
     0197-42-5001  (0197-42-5002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2115,1116,6 千田内科クリニック 〒029-4204 （支援診３）第162号       平成29年 1月 1日
     奥医116 奥州市前沢区向田一丁目１６番地
     ３
     0197-47-4571  (0197-47-4572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 3月 1日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2224,1035,0 佐々木内科小児科医院〒029-5505 一般         4（支援診３）第163号       平成29年 2月 1日
     和医35 和賀郡西和賀町湯本３０地割８０療養         7
     番地８
     0197-84-2352  (0197-82-2473)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2324,1046,7 さわうち協立診療所 〒029-5611 （支援診３）第164号       平成29年 2月 1日
     和医46 和賀郡西和賀町沢内字新町４地割
     １６番地１
     0197-85-3101  (0197-85-2121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,1731,2 医療法人　天音会　お〒020-0066 一般 （支援診３）第165号       平成29年 2月 1日
     盛医731 いかわ内科クリニック盛岡市上田１丁目１８－４６ 　　一般     4
     019-622-7400  (019-652-3373)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2524,1040,0 赤坂医院 〒029-5505 （支援診３）第166号       平成29年 3月 1日
     (24,3029,7) 和賀郡西和賀町湯本２９地割６６
     和医40 番地４
     0197-84-2121  (0197-84-2122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2610,1044,1 済生会陸前高田診療所〒029-2204 （支援診３）第167号       平成29年 2月15日
     高医44 陸前高田市気仙町字中井１９４番
     地
     0192-22-7515  (0192-22-7516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2711,1056,3 小泉医院 〒026-0034 （支援診３）第168号       平成29年 3月 1日
     釜医56 釜石市中妻町三丁目６番６号
     0193-23-5157  (0193-25-1430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2806,1121,5 医療法人優親会　及川〒024-0043 療養 （支援診３）第169号       平成29年 4月 1日
     北医121 放射線科内科医院 北上市立花１０地割２８番地１ 　　療養    12
     0197-65-3811  (0197-65-3813)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,1282,6 逢坂医院 〒020-0062 （支援診３）第170号       平成29年 4月 1日
     盛医282 盛岡市長田町１０番３２号
     019-622-6016  (019-622-6360)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3002,1047,1 後藤泌尿器科皮膚科医〒027-0083 一般        13（支援診３）第171号       平成29年 4月 1日
     宮医47 院 宮古市大通一丁目３番２４号 療養         6
     0193-62-3630  (0193-64-1105)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3121,1096,8 佐渡医院 〒028-4307 一般         4（支援診３）第172号       平成29年 4月 1日
     岩医96 岩手郡岩手町大字五日市第１０地療養
     割１７５番地１５ 　　介護    15
     0195-62-3211  (0195-62-1164)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 3月 1日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3211,1086,0 釜石しょうけいクリニ〒026-0055 （支援診３）第173号       平成29年 4月 1日
     釜医86 ック 釜石市甲子町第１０地割２６８－
     １
     0193-27-8571  (0193-27-8573)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3302,1076,0 おかだ外科内科クリニ〒027-0025 （支援診３）第174号       平成29年 4月 1日
     宮医76 ック 宮古市実田二丁目５番１０号
     0193-71-2622  (0193-71-2626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,1703,1 池田内科 〒020-0053 （支援診３）第175号       平成29年 4月 1日
     盛医703 盛岡市上太田弘法清水１０番地３
     019-659-0310  (019-659-1551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3505,1155,5 国民健康保険花巻市石〒028-3163 一般 （支援診３）第176号       平成29年 4月 1日
     花医155 鳥谷医療センター 花巻市石鳥谷町八幡第５地割４７　　一般    19
     番地２
     0198-45-3111  (0198-45-3113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3622,1107,1 なおしま医院 〒028-3441 （支援診３）第177号       平成29年 4月 1日
     紫医107 紫波郡紫波町上平沢字川原田３３
     番地５
     019-673-6967  (019-673-6968)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,1476,4 本間内科医院 〒020-0066 （支援診３）第178号       平成29年 4月 1日
     盛医476 盛岡市上田二丁目２０番１３号
     019-622-5970  (019-622-5970)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3805,1165,4 小原クリニック 〒025-0091 一般         4（支援診３）第179号       平成29年 5月 1日
     花医165 花巻市西大通り二丁目２２番１５療養         6
     号
     0198-22-3833  (0198-22-4480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,1734,6 盛岡さくらクリニック〒020-0122 （支援診３）第180号       平成29年 5月 1日
     盛医734 盛岡市みたけ四丁目３６番３２号
     019-645-3939  (019-645-3905)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4008,1041,1 柏原医院 〒028-0304 （支援診３）第181号       平成29年 6月 1日
     遠医41 遠野市宮守町下宮守２８地割７５
     番地
     0198-67-3016  (0198-67-2070)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,1646,2 かつら内科クリニック〒020-0866 （支援診３）第182号       平成29年 6月 1日
     盛医646 盛岡市本宮字小板小瀬１３番地２
     019-658-1223  (019-658-1226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4203,1077,6 岩渕内科医院 〒022-0002 （支援診３）第183号       平成29年 6月 1日
     大医77 大船渡市大船渡町字新田４９番地
     ４号
     0192-26-5355  (0192-26-2192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,1714,8 なおや脳神経・頭痛ク〒020-0866 （支援診３）第184号       平成29年 6月 1日
     盛医714 リニック 盛岡市本宮字小板小瀬１３番４
     019-656-3708  (019-656-3778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4406,1155,3 ちとせ医院 〒024-0061 （支援診３）第185号       平成29年 6月 1日
     北医155 北上市大通り２丁目１番２２号
     0197-63-3780  (0197-65-0660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,1512,6 くどう医院 〒020-0127 （支援診３）第186号       平成29年 6月 1日
     盛医512 盛岡市前九年三丁目１６番１５号
     019-647-3251  (019-647-3356)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,1435,0 江村胃腸科内科医院 〒020-0044 （支援診３）第187号       平成29年 6月 1日
     盛医435 盛岡市城西町７番３３号
     019-623-4035  (019-623-4035)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 3月 1日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    121,1096,8 佐渡医院 〒028-4307 一般         4（在総）第17号            平成11年 8月 1日
     岩医96 岩手郡岩手町大字五日市第１０地療養
     割１７５番地１５ 　　介護    15
     0195-62-3211  (0195-62-1164)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1256,0 いするぎ医院 〒020-0022 （在総）第51号            平成18年 4月 1日
     盛医256 盛岡市大通三丁目３番２２号
     019-654-1411  (019-654-6399)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303,1059,4 菊池医院 〒022-0002 （在総）第53号            平成18年 4月 1日
     大医59 大船渡市大船渡町字山馬越１８３
     番地５
     0192-21-1620  (0192-21-1621)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1282,6 逢坂医院 〒020-0062 （在総）第54号            平成18年 4月 1日
     盛医282 盛岡市長田町１０番３２号
     019-622-6016  (019-622-6360)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1512,6 くどう医院 〒020-0127 （在総）第56号            平成18年 4月 1日
     盛医512 盛岡市前九年三丁目１６番１５号
     019-647-3251  (019-647-3356)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602,1047,1 後藤泌尿器科皮膚科医〒027-0083 一般        13（在総）第60号            平成18年 4月 1日
     宮医47 院 宮古市大通一丁目３番２４号 療養         6
     0193-62-3630  (0193-64-1105)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    706,1121,5 医療法人優親会　及川〒024-0043 療養 （在総）第62号            平成18年 4月 1日
     北医121 放射線科内科医院 北上市立花１０地割２８番地１ 　　療養    12
     0197-65-3811  (0197-65-3813)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    824,1035,0 佐々木内科小児科医院〒029-5505 一般         4（在総）第63号            平成18年 4月 1日
     和医35 和賀郡西和賀町湯本３０地割８０療養         7
     番地８
     0197-84-2352  (0197-82-2473)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1521,7 鎌田内科クリニック 〒020-0866 一般 （在総）第64号            平成18年 4月 1日
     盛医521 盛岡市本宮二丁目２０番１号 　　一般     9
     019-636-1725  (019-635-2918) 療養
     　　療養     3
     療養
     　　介護     6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1006,1146,2 さくらの内科クリニッ〒024-0091 （在総）第66号            平成18年 4月 3日
     北医146 ク 北上市大曲町７番２０号
     0197-61-5060  (0197-61-5061)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 3月 1日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1101,1435,0 江村胃腸科内科医院 〒020-0044 （在総）第72号            平成18年 4月 1日
     盛医435 盛岡市城西町７番３３号
     019-623-4035  (019-623-4035)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,1482,2 医療法人誠心会　真山〒020-0015 （在総）第73号            平成18年 4月 1日
     盛医482 池田医院 盛岡市本町通三丁目１９番３２号
     019ー623ー7151  (019ー623ー7153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,1526,6 岡田消化器科内科医院〒020-0875 （在総）第74号            平成18年 4月 1日
     盛医526 盛岡市清水町３番５号
     019-622-4266  (019-622-4272)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,1610,8 石井内科消化器科医院〒020-0112 （在総）第76号            平成18年 4月 1日
     盛医610 盛岡市東緑が丘２３番２６号
     019-662-1615  (019-663-3640)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1506,1115,7 日高見中央クリニック〒024-0072 （在総）第77号            平成18年 4月 1日
     北医115 北上市北鬼柳２２地割４６番地
     0197-61-0888  (0197-61-0808)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1609,1086,4 一関中央クリニック 〒021-0021 一般         9（在総）第78号            平成18年 4月 1日
     関医86 一関市中央町二丁目４番２号 療養         8
     0191-21-1222  (0191-23-5150)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1711,1056,3 小泉医院 〒026-0034 （在総）第80号            平成18年 4月 1日
     釜医56 釜石市中妻町三丁目６番６号
     0193-23-5157  (0193-25-1430)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1816,1017,4 ゆとりが丘クリニック〒020-0638 （在総）第82号            平成18年 4月 1日
     滝医17 滝沢市土沢５４１番地
     019-699-1122  (019-699-1121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1908,1041,1 柏原医院 〒028-0304 （在総）第83号            平成18年 4月 1日
     遠医41 遠野市宮守町下宮守２８地割７５
     番地
     0198-67-3016  (0198-67-2070)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,1383,2 臼井循環器呼吸器内科〒020-0107 （在総）第87号            平成18年 4月 1日
     盛医383 盛岡市松園二丁目２番１０号
     019-662-9845  (019-663-3633)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,1476,4 本間内科医院 〒020-0066 （在総）第89号            平成18年 4月 1日
     盛医476 盛岡市上田二丁目２０番１３号
     019-622-5970  (019-622-5970)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 3月 1日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2201,1578,7 ブレスト齊藤外科クリ〒020-0866 （在総）第91号            平成18年 4月 1日
     盛医578 ニック 盛岡市本宮六丁目１７番６号
     019-631-3770  (019-631-3770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2305,1078,9 ゆかわ脳外科 〒025-0091 （在総）第93号            平成18年 4月 1日
     花医78 花巻市西大通り二丁目２番１０号
     0198-24-2960  (0198-21-3215)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2405,1092,0 ゆうきクリニック 〒025-0065 （在総）第94号            平成18年 4月 1日
     花医92 花巻市星が丘二丁目２６番１号
     0198-23-3627  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2511,1061,3 神林医院 〒026-0055 （在総）第101号           平成18年 4月 1日
     釜医61 釜石市甲子町第１０地割４８３番
     地５
     0193-23-6635  (0193-25-1433)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,1623,1 久保田医院 〒020-0147 一般 （在総）第104号           平成18年 5月 1日
     盛医623 盛岡市大館町２６番３号 　　一般    11
     019-646-9090  (019-646-9091)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2716,1007,5 かなもり神経科内科ク〒020-0637 （在総）第108号           平成18年 6月 1日
     滝医7 リニック 滝沢市高屋敷平１１番３９
     019-684-2777  (019-684-2778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2815,1051,5 井筒医院 〒023-0106 一般 （在総）第109号           平成18年 4月 1日
     奥医51 奥州市水沢区羽田町久保５番地 　　一般     7
     0197-23-2971  (0197-23-5314) 療養
     　　療養    12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,1550,6 児島内科小児科医院 〒020-0122 一般         8（在総）第112号           平成18年 9月 1日
     盛医550 盛岡市みたけ三丁目１１番３６号
     019-641-3310  (019-641-8917)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,1632,2 かなざわ内科クリニッ〒020-0125 一般         2（在総）第113号           平成18年 9月 9日
     盛医632 ク 盛岡市上堂一丁目１８番２４号
     019-647-3057  (019-645-1169)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,1502,7 森谷医院 〒020-0114 （在総）第115号           平成18年12月 1日
     盛医502 盛岡市高松三丁目１１番２９号
     019-663-1247  (019-663-1222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,1643,9 吉田消化器科内科 〒020-0832 （在総）第116号           平成19年 3月 1日
     盛医643 盛岡市東見前８地割２０番地１６
     019-632-4600  (019-632-4666)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 3月 1日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3305,1144,9 ささきクリニック 〒025-0053 （在総）第117号           平成19年 2月 1日
     花医144 花巻市中北万丁目８３６番
     0198-22-4116  (0198-22-4117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,1647,0 あべ内科・消化器科ク〒020-0146 （在総）第118号           平成19年 4月 1日
     盛医647 リニック 盛岡市長橋町１７番４５号
     019-605-5311  (019-605-5312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3506,1151,2 かさい睡眠呼吸器クリ〒024-0011 一般 （在総）第120号           平成19年 6月 1日
     北医151 ニック 北上市堤ケ丘一丁目９番３２号北　　一般     4
     良メディカルセンター１階
     0197-61-6590  (0197-61-6595)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3605,1151,4 恵ライフクリニック 〒025-0037 （在総）第122号           平成19年 8月17日
     花医151 花巻市太田第５１地割２２１番
     0198-39-1133  (0198-39-1134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,1658,7 大浦内科・歯科クリニ〒020-0836 （在総）第124号           平成19年12月17日
     (01,3394,3) ック 盛岡市津志田西二丁目１３番３号
     盛医658 019-639-3315  (019-639-3316)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3802,1076,0 おかだ外科内科クリニ〒027-0025 （在総）第125号           平成20年 4月 1日
     宮医76 ック 宮古市実田二丁目５番１０号
     0193-71-2622  (0193-71-2626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3905,1155,5 国民健康保険花巻市石〒028-3163 一般 （在総）第127号           平成20年 7月 1日
     花医155 鳥谷医療センター 花巻市石鳥谷町八幡第５地割４７　　一般    19
     番地２
     0198-45-3111  (0198-45-3113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4005,1114,2 高木丘クリニック 〒025-0016 一般 （在総）第129号           平成20年 8月 1日
     花医114 花巻市高木第１８地割６１番地２　　一般    19
     0198-22-0103  (0198-21-3738)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4105,1142,3 石鳥谷駅前クリニック〒028-3101 （在総）第132号           平成20年 4月 1日
     花医142 花巻市石鳥谷町好地第７地割２０
     ９番地２
     0198-46-2621  (0198-46-2622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,1568,8 むらまつクリニック 〒020-0862 （在総）第133号           平成21年 4月 1日
     盛医568 盛岡市東仙北一丁目３番７号
     019-635-5110  (019-656-5130)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,1674,4 やまだ胃腸内科クリニ〒020-0838 （在総）第135号           平成21年 4月 1日
     盛医674 ック 盛岡市津志田中央二丁目１８番３
     １号
     019-614-0180  (019-614-0181)



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 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 3月 1日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4401,1646,2 かつら内科クリニック〒020-0866 （在総）第137号           平成21年 8月 1日
     盛医646 盛岡市本宮字小板小瀬１３番地２
     019-658-1223  (019-658-1226)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,1679,3 池田外科・消化器内科〒020-0041 （在総）第138号           平成22年 4月 1日
     盛医679 医院 盛岡市境田町５番１８号
     019-648-3200  (019-648-3201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4616,1022,4 あすみのクリニック 〒020-0617 （在総）第140号           平成23年 4月 1日
     滝医22 滝沢市湯舟沢４７９番地２
     019-688-6566  (019-688-6570)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,1697,5 しんたろうクリニック〒020-0866 一般 （在総）第141号           平成23年 4月 1日
     盛医697 盛岡市本宮一丁目９番１号 　　一般    11
     019-631-3110  (019-631-3090)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,1399,8 川久保病院 〒020-0835 一般 （在総）第144号           平成23年 9月 1日
     (01,3211,9) 盛岡市津志田２６地割３０番地１　　一般    60
     盛医399 019-635-1305  (019-635-1619) 療養
     　　療養    60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4909,1154,0 谷藤内科医院 〒029-0803 （在総）第145号           平成24年 2月 1日
     関医154 一関市千厩町千厩字町浦１８５番
     地
     0191-51-3355  (0191-51-3351)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,1703,1 池田内科 〒020-0053 （在総）第146号           平成24年 3月 1日
     盛医703 盛岡市上太田弘法清水１０番地３
     019-659-0310  (019-659-1551)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,1704,9 ちだ内科・外科クリニ〒020-0824 （在総）第147号           平成24年 3月 1日
     盛医704 ック 盛岡市東安庭一丁目２３番６０号
     019-604-3755  (019-653-5113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5211,1082,9 釜石ファミリークリニ〒026-0025 （在総）第148号           平成24年 4月 1日
     釜医82 ック 釜石市大渡町三丁目１５番２６号
     0193-31-1616  (0193-31-1622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5305,1165,4 小原クリニック 〒025-0091 一般         4（在総）第149号           平成24年 4月 1日
     花医165 花巻市西大通り二丁目２２番１５療養         6
     号
     0198-22-3833  (0198-22-4480)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5415,1116,6 千田内科クリニック 〒029-4204 （在総）第151号           平成24年 6月 1日
     奥医116 奥州市前沢区向田一丁目１６番地
     ３
     0197-47-4571  (0197-47-4572)



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 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 3月 1日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5506,1153,8 いわぶち脳神経クリニ〒024-0084 （在総）第154号           平成25年 3月 1日
     北医153 ック 北上市さくら通り二丁目２番２５
     号
     0197-65-3661  (0197-65-3662)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5609,1035,1 昭和病院 〒021-0885 一般 （在総）第155号           平成25年 3月 1日
     関医35 一関市田村町６番３号 　　一般    54
     0191-23-2020  (0191-21-3108)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5709,1068,2 氷室内科医院 〒021-0031 （在総）第156号           平成25年 3月 1日
     関医68 一関市青葉二丁目８番１８号
     0191-23-3185  (0191-23-9733)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5809,1150,8 かげやまクリニック 〒021-0854 （在総）第157号           平成25年 3月 1日
     関医150 一関市西沢２８番１
     0191-26-1026  (0191-31-3611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5909,1164,9 菜の花皮膚科クリニッ〒021-0053 （在総）第158号           平成25年 3月 1日
     関医164 ク 一関市山目字中野６２番地１
     0191-33-2332  (0191-33-2330)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6009,1168,0 阿部医院 〒021-0101 （在総）第159号           平成25年 3月 1日
     (09,3087,6) 一関市厳美町字沖野々１７４
     関医168 0191-29-2020  (0191-29-2020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6106,1165,2 ホームケアクリニック〒024-0031 （在総）第160号           平成25年 4月 1日
     北医165 えん 北上市青柳町二丁目５番１５号
     0197-61-5160  (0197-61-5161)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6203,1077,6 岩渕内科医院 〒022-0002 （在総）第161号           平成25年 4月 1日
     大医77 大船渡市大船渡町字新田４９番地
     ４号
     0192-26-5355  (0192-26-2192)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6308,1049,4 守口医院 〒028-0521 （在総）第162号           平成25年 5月 1日
     遠医49 遠野市材木町２番２５号
     0198-63-2170  (0198-63-2171)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6406,1167,8 坂の上野田村太志クリ〒024-0021 （在総）第163号           平成25年 9月 1日
     北医167 ニック 北上市上野町４丁目２－１５
     0197-65-1111  (0197-65-1113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6522,1107,1 なおしま医院 〒028-3441 （在総）第166号           平成26年 2月 1日
     紫医107 紫波郡紫波町上平沢字川原田３３
     番地５
     019-673-6967  (019-673-6968)



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 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 3月 1日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6611,1086,0 釜石しょうけいクリニ〒026-0055 （在総）第171号           平成27年10月 7日
     釜医86 ック 釜石市甲子町第１０地割２６８－
     １
     0193-27-8571  (0193-27-8573)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,1731,2 医療法人　天音会　お〒020-0066 一般 （在総）第172号           平成27年11月 1日
     盛医731 いかわ内科クリニック盛岡市上田１丁目１８－４６ 　　一般     4
     019-622-7400  (019-652-3373)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,1028,3 一般財団法人岩手済生〒020-0003 一般 （在総）第173号           平成27年12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
     019-662-3252  (019-661-8414)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,1739,5 葛クリニック 〒020-0066 一般 （在総）第174号           平成28年 3月 7日
     盛医739 盛岡市上田四丁目２０－５９ 　　一般    18
     019-651-5433  (019-651-5434)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7006,1174,4 むらさきのクリニック〒024-0004 （在総）第175号           平成29年 4月 1日
     北医174 北上市村崎野１５地割１５０番地
     １
     0197-71-3555  (0197-66-6861)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,1030,9 遠山病院 〒020-0877 一般 （在総）第176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
     019-651-2111  (019-624-6060) 療養
     　　療養    36
     療養
     　　介護    66
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,1124,0 医療法人社団　髙松病〒020-0115 一般 （在総）第177号           平成29年11月 1日
     盛医124 院 盛岡市館向町４番８号 　　一般    40
     019-624-2250  (019-626-2522) 療養
     　　療養    55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,1753,6 なないろのとびら診療〒020-0861 （在総）第178号           平成29年11月 1日
     盛医753 所 盛岡市仙北二丁目１－２０
     019-601-3101  (019-601-3105)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,1754,4 もりおか往診ホームケ〒020-0857 一般 （在総）第180号           平成29年11月 1日
     盛医754 アクリニック 盛岡市北飯岡三丁目２０番３号 　　一般    19
     019-614-0133  (019-614-0134)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 在宅がん医療総合診療料　医科］ 平成30年 3月 1日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7509,1009,6 一関病院 〒021-0884 一般 （在総）第181号           平成30年 2月 1日
     関医9 一関市大手町３番３６号 　　一般   139
     0191-23-2050  (0191-26-4694) 療養
     　　療養    48
     介護
     　　療養    12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


