
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 別添１の「第14の２」の１の(１)に規定する在宅療養支援病院　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)

    123-1097-3 ときわ会病院 〒038-1216 一般        48（支援病１）第1号         平成26年10月 1日
     南医97 南津軽郡藤崎町大字榊字亀田２－一般        35
     １ 療養        42
     0172-65-3771  (0172-65-3773) 一般        24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    226-1091-9 国民健康保険　大間病〒039-4601 一般        48（支援病１）第2号         平成28年 4月 1日
     下医91 院 下北郡大間町大字大間字大間平２
     ０番地７８
     0175-37-2105  (0175-32-1012)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-1831-1 村上病院 〒030-0843 一般        80（支援病１）第3号         平成28年 4月 1日
     青医831 青森市浜田３－３－１４ 療養        40
     017-729-8888  (017-729-8887)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 別添１の「第14の２」の１の(２)に規定する在宅療養支援病院　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)

    101-1462-5 青森保健生活協同組合〒030-0131 精神       140（支援病２）第1号         平成24年 4月 1日
     青医462 生協さくら病院 青森市問屋町一丁目１５－１０
     017-738-2101  (017-738-2136)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202-1285-8 医療法人弘愛会　弘愛〒036-8051 一般        54（支援病２）第2号         平成24年 4月 1日
     弘医285 会病院 弘前市大字宮川三丁目１－４ 療養        30
     0172-33-2871  (0172-33-8610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 別添１の「第14の２」の１の(３)に規定する在宅療養支援病院　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)

    101-1513-5 村上新町病院 〒030-0801 一般        46（支援病３）第3号         平成25年 1月 1日
     青医513 青森市新町二丁目１－１３ 療養        32
     017-723-1111  (017-723-1118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203-1357-3 岸原病院 〒031-0081 一般        42（支援病３）第5号         平成26年 9月 1日
     八医357 八戸市柏崎六丁目２９－６ 療養        49
     0178-45-8111  (0178-45-8107)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    320-1074-8 平内町国民健康保険　〒039-3321 一般        40（支援病３）第7号         平成26年12月 1日
     東医74 平内中央病院 東津軽郡平内町大字小湊字外ノ沢療養        56
     １－１
     017-755-2131  (017-755-2233)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-1769-3 青森市立浪岡病院 〒038-1311 一般        92（支援病３）第8号         平成30年 2月 1日
     青医769 青森市浪岡大字浪岡字平野１８０精神       107
     0172-62-3111  (0172-62-3115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 コンタクトレンズ検査料１　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)

    108-1055-2 中村眼科クリニック 〒035-0033 一般         9（コン１）第129号         平成28年 4月 1日
     市医55 むつ市横迎町二丁目１－９
     0175-22-2512  (0175-22-0081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-1593-7 ごん眼科 〒038-0015 一般         9（コン１）第130号         平成28年 4月 1日
     青医593 青森市千刈二丁目１－３５
     017-766-8877  (017-766-8878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-1627-3 青森眼科皮フ科クリニ〒030-0913 一般        12（コン１）第131号         平成28年 4月 1日
     青医627 ック 青森市東造道一丁目４－３
     017-736-8111  (017-736-3995)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-1713-1 山上きよし眼科 〒030-0813 一般         6（コン１）第132号         平成28年 4月 1日
     青医713 青森市松原三丁目９－５２
     017-721-1160  (017-721-8810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    507-1085-1 むつみ眼科クリニック〒033-0001 （コン１）第133号         平成28年 4月 1日
     沢医85 三沢市中央町三丁目１２－３６
     0176-58-5215  (0176-58-5216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    603-1640-2 山崎眼科 〒039-1169 一般        10（コン１）第134号         平成28年 4月 1日
     八医640 八戸市日計一丁目２－４４
     0178-28-5000  (0178-28-8743)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-1843-6 髙橋眼科 〒030-0812 （コン１）第135号         平成28年 4月 1日
     青医843 青森市堤町２丁目１番２６号
     017-734-4866  (017-734-4869)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    802-1503-4 ＥＳＴクリニック 〒036-8082 一般        19（コン１）第136号         平成28年 4月 1日
     弘医503 弘前市福村字新館添２０－１
     0172-29-5500  (0172-29-2299)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    903-1572-7 中野眼科 〒031-0816 （コン１）第137号         平成28年 4月 1日
     八医572 八戸市新井田西三丁目１９番２号
     0178-30-1515  (0178-25-8826)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1003-1644-4 黒瀧眼科医院 〒031-0075 （コン１）第138号         平成28年 4月 1日
     八医644 八戸市内丸三丁目５番１５号
     0178-51-8400  (0178-51-8401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1104-1070-0 田村眼科 〒036-0301 一般        10（コン１）第139号         平成28年 4月 1日
     黒医70 黒石市一番町１８３
     0172-53-1256  (0172-53-2440)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1202-1467-2 松本眼科 〒036-8153 一般         6（コン１）第140号         平成28年 4月 1日
     弘医467 弘前市三岳町２－３
     0172-31-3211  (0172-31-5225)



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 コンタクトレンズ検査料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)

   1303-1514-9 大島眼科 〒039-1166 （コン１）第141号         平成28年 4月 1日
     八医514 八戸市根城四丁目２０－１
     0178-72-1654  (0178-72-1655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1427-1117-0 三戸町国民健康保険　〒039-0141 一般 （コン１）第142号         平成28年 4月 1日
     三医117 三戸中央病院 三戸郡三戸町大字川守田字沖中９　　一般   103
     －１ 療養
     0179-20-1131  (0179-20-1320) 　　療養    39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1502-1358-3 医療法人　一美会　一〒036-8186 一般         7（コン１）第143号         平成28年 4月 1日
     弘医358 戸眼科医院 弘前市大字富田二丁目９－６
     0172-32-3076  (0172-33-9914)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-1779-2 三戸眼科 〒038-0022 一般 （コン１）第144号         平成28年 4月 1日
     青医779 青森市浪館字志田２４ 　　一般     4
     017-781-2511  (017-781-8211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701-1601-8 やまがみ眼科 〒030-0861 （コン１）第145号         平成28年 4月 1日
     青医601 青森市長島二丁目１－１４青森ク
     リニックビル３階
     0177-75-9220  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1802-1480-5 加藤眼科クリニック 〒036-8054 一般         3（コン１）第146号         平成28年 4月 1日
     弘医480 弘前市大字田町五丁目６－７
     0172-31-3711  (0172-33-3816)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1902-1539-8 たかはし眼科 〒036-8361 （コン１）第147号         平成28年 4月 1日
     弘医539 弘前市大字紺屋町２１番地４
     0172-31-3456  (0172-31-3455)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2003-1623-8 はるみ眼科・循環器内〒039-1102 （コン１）第148号         平成28年 4月 1日
     八医623 科クリニック 八戸市一番町二丁目３－６
     0178-70-1863  (0178-38-8011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101-1684-4 まちだ眼科クリニック〒038-0058 一般         6（コン１）第149号         平成28年 4月 1日
     青医684 青森市大字羽白字沢田３９－４
     0177-88-8611  (017-788-9341)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2203-1571-9 吹上眼科 〒031-0003 一般         3（コン１）第150号         平成28年 4月 1日
     八医571 八戸市吹上二丁目１０－５
     0178-72-3372  (0178-72-3371)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2303-1627-9 メディカルコート八戸〒039-1103 一般 （コン１）第151号         平成28年 4月 1日
     八医627 西病院 八戸市長苗代字中坪７７ 　　一般   199
     0178-28-4000  (0178-20-4962)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 コンタクトレンズ検査料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)

   2427-1119-6 ナンブクリニック 〒039-0105 （コン１）第152号         平成28年 4月 1日
     三医119 三戸郡南部町沖田面字千刈４７－
     １
     0179-20-6161  (0179-34-2288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2506-1036-6 十和田市立中央病院 〒034-0093 一般       325（コン１）第153号         平成28年 4月 1日
     十医36 十和田市西十二番町１４－８ 精神        50
     0176-23-5121  (0176-23-2999) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2602-1378-1 成田眼科クリニック 〒036-8205 （コン１）第154号         平成28年 5月 1日
     弘医378 弘前市大字森町９－１
     0172-35-5155  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2702-1558-8 あらいこどもクリニッ〒036-8093 （コン１）第155号         平成28年 5月 1日
     弘医558 ク／眼科クリニック 弘前市大字城東中央四丁目２－８
     0172-27-2233  (0172-27-2010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2805-1109-3 復明堂眼科医院 〒037-0062 （コン１）第156号         平成28年 8月 1日
     五医109 五所川原市字旭町６５
     0173-33-0010  (0173-33-0013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2905-1146-5 はら眼科 〒037-0036 （コン１）第157号         平成28年 8月 1日
     五医146 五所川原市中央１丁目４０番地２
     0173-26-7171  (0173-26-7172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3002-1212-2 弘前市立病院 〒036-8004 一般       250（コン１）第158号         平成28年 8月 1日
     弘医212 弘前市大字大町三丁目８－１
     0172-34-3211  (0172-37-6367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3102-1436-7 代官町クリニック　吉〒036-8001 （コン１）第159号         平成28年 8月 1日
     弘医436 田眼科 弘前市大字代官町１０８
     0172-38-4141  (0172-38-4143)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3205-1137-4 三上眼科医院 〒037-0062 一般         9（コン１）第160号         平成28年 8月 1日
     五医137 五所川原市字旭町５９
     0173-35-2577  (0173-33-3883)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301-1821-2 みずたに眼科 〒030-0847 （コン１）第161号         平成28年 9月 1日
     青医821 青森市東大野一丁目４－１
                   (017-752-0216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3425-1164-6 医療法人明央会　福田〒033-0071 一般         9（コン１）第162号         平成28年10月 1日
     上医164 眼科医院 上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢
     ５９－１０７
     0176-53-4158  (0176-51-2513)



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 コンタクトレンズ検査料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)

   3503-1592-5 きくち眼科 〒031-0032 （コン１）第163号         平成28年11月 1日
     八医592 八戸市三日町３０－１アクシスビ
     ル２階
     0178-73-6366  (0178-73-6365)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3602-1560-4 のだ眼科・血管内科ク〒036-8061 （コン１）第164号         平成28年11月 1日
     弘医560 リニック 弘前市神田三丁目２－１１
     0172-33-6611  (0172-33-6655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701-1738-8 小堀眼科 〒030-0963 （コン１）第165号         平成29年 2月 1日
     青医738 青森市中佃二丁目７－３４
     017-765-1414  (017-765-2434)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3803-1507-3 熊谷眼科医院 〒031-0802 一般        18（コン１）第166号         平成29年 2月 1日
     八医507 八戸市小中野四丁目１－５３
     0178-72-1111  (0178-47-8300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3903-1569-3 松橋眼科クリニック 〒031-0073 一般        10（コン１）第167号         平成29年 2月 1日
     八医569 八戸市売市二丁目１２番３２号
     0178-73-3315  (0178-73-3317)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4006-1098-6 はし眼科 〒034-0032 一般        19（コン１）第168号         平成29年 2月 1日
     十医98 十和田市東四番町９－７
     0176-25-1184  (0176-25-2660)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4106-1124-0 十和田眼科クリニック〒034-0011 一般         6（コン１）第169号         平成29年 2月 1日
     十医124 十和田市稲生町１５－３６
     0176-23-4488  (0176-23-8801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4203-1322-7 神山眼科医院 〒031-0036 （コン１）第170号         平成29年 3月 1日
     八医322 八戸市大字大工町２６
     0178-44-6695  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4303-1653-5 医療法人　仁樹会　鹿〒039-1166 一般         4（コン１）第171号         平成29年 3月 1日
     八医653 内眼科医院 八戸市大字根城字馬場頭２番地の
     ２
     0178-73-1213  (0178-32-0304)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4403-1546-1 医療法人　浅水眼科　〒031-0074 一般        14（コン１）第172号         平成29年 3月 1日
     八医546 馬場町眼科クリニック八戸市大字馬場町２
     0178-22-3462  (0178-22-1043)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4502-1421-9 おおた眼科 〒036-8003 一般         5（コン１）第173号         平成29年 3月 1日
     弘医421 弘前市大字駅前町１３－１　扶岳
     ビル２Ｆ
     0172-38-2333  (0172-39-6355)



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 コンタクトレンズ検査料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)

   4602-1332-8 伊藤眼科 〒036-8006 一般         3（コン１）第174号         平成29年 3月 1日
     弘医332 弘前市大字南大町二丁目６番地３
     0172-36-6105  (0172-55-0211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4703-1423-3 坂下眼科医院 〒031-0001 （コン１）第175号         平成29年 4月 1日
     八医423 八戸市類家五丁目２－１９
     0178-22-3210  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4802-1237-9 田中眼科医院 〒036-8182 （コン１）第176号         平成29年 4月 1日
     弘医237 弘前市大字土手町２２
     0172-36-7639  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4924-1102-9 瓜田医院 〒038-3503 （コン１）第177号         平成29年 4月 1日
     北医102 北津軽郡鶴田町大字鶴田字相原５
     ５－１
     0173-22-3232  (0173-22-4747)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5003-1126-2 独立行政法人労働者健〒031-8551 一般         6（コン１）第178号         平成29年 4月 1日
     (03-3126-6) 康安全機構　青森労災八戸市大字白銀町字南ヶ丘１ 一般        50
     八医126 病院 0178-33-1551  (0178-33-3277) 一般        68
     一般        50
     一般        47
     一般        48
     一般        49
     一般       100
     一般        50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5103-1445-6 八戸平和病院 〒031-8545 一般       121（コン１）第179号         平成29年 4月 1日
     八医445 八戸市湊高台二丁目４－６
     0178-31-2222  (0178-31-2230)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5205-1141-6 つがる西北五広域連合〒037-0202 一般        60（コン１）第180号         平成29年 4月 1日
     五医141 　かなぎ病院 五所川原市金木町菅原１３番１ 療養        40
     0173-53-3111  (0173-53-2407)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5321-1101-7 つがる西北五広域連合〒038-2761 一般        70（コン１）第181号         平成29年12月 1日
     (21-3101-1) 　鰺ヶ沢病院 西津軽郡鯵ヶ沢町大字舞戸町字蒲一般        30
     西医101 生１０６番地１０
     0173-72-3111  (0173-72-3367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401-1859-2 浜田みやかわ眼科 〒030-0843 （コン１）第182号         平成29年12月 1日
     青医859 青森県青森市大字浜田字玉川３４
     ６番地１
     017-764-6119  (017-764-6036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 画像診断管理加算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)

    102-1514-1 あおもりＰＥＴ画像診〒036-8183 （画１）第15号            平成17年10月 1日
     弘医514 断センター 弘前市品川町３１－３
     0172-32-5210  (0172-32-5250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 画像診断管理加算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)

    102-1063-9 鳴海病院 〒036-8183 一般        73（画２）第21号            平成20年 4月 1日
     弘医63 弘前市大字品川町１９ 療養        43
     0172-32-5211  (0172-34-5588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-1513-5 村上新町病院 〒030-0801 一般        46（画２）第22号            平成20年 4月 1日
     青医513 青森市新町二丁目１－１３ 療養        32
     017-723-1111  (017-723-1118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    380-1011-4 独立行政法人国立病院〒036-8545 一般        39（画２）第23号            平成20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
     弘医11 0172-32-4311  (0172-33-8614) 一般        60
     一般        60
     一般        60
     一般        60
     一般        60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480-1022-1 弘前大学医学部附属病〒036-8203 一般       565（画２）第25号            平成20年 4月 1日
     (80-3022-5) 院 弘前市大字本町５３ 一般        16
     弘医22 0172-33-5111  (0172-39-5189) 一般         6
     一般        10
     一般（感染）
                  6
     精神        41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    580-1004-9 独立行政法人国立病院〒038-1331 一般       300（画２）第27号            平成20年 4月 1日
     (80-3004-3) 機構　青森病院 青森市浪岡大字女鹿沢字平野１５結核        60
     南医4 ５番地１
     0172-62-4055  (0172-62-7289)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-1476-5 青森県立中央病院 〒030-0913 一般       684（画２）第29号            平成27年 4月 1日
     (01-3476-9) 青森市東造道二丁目１－１
     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 外来化学療法加算１　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)

    108-1033-9 むつ総合病院 〒035-0071 一般       380（外化１）第29号          平成20年 4月 1日
     (08-3033-3) むつ市小川町一丁目２－８ 精神        54 専用病床数:8床
     市医33 0175-22-2111  (0175-22-4439)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203-1126-2 独立行政法人労働者健〒031-8551 一般         6（外化１）第31号          平成20年 4月 1日
     (03-3126-6) 康安全機構　青森労災八戸市大字白銀町字南ヶ丘１ 一般        50 専用病床数:7床
     八医126 病院 0178-33-1551  (0178-33-3277) 一般        68
     一般        50
     一般        47
     一般        48
     一般        49
     一般       100
     一般        50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    306-1036-6 十和田市立中央病院 〒034-0093 一般       325（外化１）第32号          平成20年 4月 1日
     十医36 十和田市西十二番町１４－８ 精神        50 専用病床数:10床
     0176-23-5121  (0176-23-2999) 一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    403-1525-5 八戸市立市民病院 〒031-8555 一般       558（外化１）第33号          平成20年 4月 1日
     (03-3525-9) 八戸市田向三丁目１番１号 精神        50 専用病床数:20床
     八医525 0178-72-5111  (0178-72-5115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    525-1158-8 公立野辺地病院 〒039-3141 一般       120（外化１）第34号          平成20年 4月 1日
     (25-3158-2) 上北郡野辺地町字鳴沢９－１２ 療養        31 専用病床数:6床
     上医158 0175-64-3211  (0175-64-5571)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-1476-5 青森県立中央病院 〒030-0913 一般       684（外化１）第35号          平成20年 4月 1日
     (01-3476-9) 青森市東造道二丁目１－１ 専用病床数:30床
     青医476 017-726-8111  (017-726-8290)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    780-1022-1 弘前大学医学部附属病〒036-8203 一般       565（外化１）第36号          平成20年 6月 1日
     (80-3022-5) 院 弘前市大字本町５３ 一般        16 専用病床数:13床
     弘医22 0172-33-5111  (0172-39-5189) 一般         6
     一般        10
     一般（感染）
                  6
     精神        41
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    803-1254-2 八戸赤十字病院 〒039-1104 一般       374（外化１）第37号          平成20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 専用病床数:13床
     八医254 0178-27-3111  (0178-27-3121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902-1212-2 弘前市立病院 〒036-8004 一般       250（外化１）第39号          平成20年 9月 1日
     弘医212 弘前市大字大町三丁目８－１ 専用病床数:11床
     0172-34-3211  (0172-37-6367)



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 外来化学療法加算１　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)

   1001-1216-5 青森市民病院 〒030-0821 一般       538（外化１）第41号          平成20年12月 1日
     (01-3216-9) 青森市勝田一丁目１４－２０ 専用病床数:19床
     青医216 017-734-2171  (017-734-7578)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1104-1029-6 黒石市国民健康保険　〒036-0541 一般       257（外化１）第43号          平成22年 2月 1日
     黒医29 黒石病院 黒石市北美町一丁目７０ 専用病床数:10床
     0172-52-2121  (0172-52-5682)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201-1498-9 一般財団法人双仁会青〒038-0042 療養        55（外化１）第44号          平成22年 9月 1日
     青医498 森厚生病院 青森市大字新城字山田４８８－１一般        59 専用病床数:5床
     017-788-3121  (017-788-3126) 一般        58
     療養        58
     一般        52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1307-1081-0 三沢市立三沢病院 〒033-0022 一般        50（外化１）第46号          平成22年11月 5日
     (07-3081-4) 三沢市大字三沢字堀口１６４番地一般        38 専用病床数:13床
     沢医81 ６５号 一般        32
     0176-53-2161  (0176-52-6023) 一般        51
     一般        49
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1480-1011-4 独立行政法人国立病院〒036-8545 一般        39（外化１）第48号          平成24年 5月 1日
     (80-3011-8) 機構　弘前病院 弘前市大字富野町１ 一般         3 専用病床数:10床
     弘医11 0172-32-4311  (0172-33-8614) 一般        60
     一般        60
     一般        60
     一般        60
     一般        60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1505-1142-4 つがる西北五広域連合〒037-0074 一般 （外化１）第49号          平成26年 4月 1日
     (05-3060-2) つがる総合病院 五所川原市字岩木町１２番地３ 　　一般   390 専用病床数:18床
     五医142 0173-35-3111  (0173-35-0009) 精神
     　　精神    44
     一般（感染）
     　　感染     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1602-1570-3 津軽保健生活協同組合〒036-8511 一般 （外化１）第50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 専用病床数: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 外来化学療法加算２　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)

    101-1797-4 佐藤整形外科・リウマ〒030-0841 （外化２）第2号           平成20年 4月 1日
     青医797 チ科　クリニック 青森市奥野１－５－８
     017-721-3755  (017-721-3756)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202-1063-9 鳴海病院 〒036-8183 一般        73（外化２）第3号           平成20年 4月 1日
     弘医63 弘前市大字品川町１９ 療養        43
     0172-32-5211  (0172-34-5588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-1630-7 あおもり協立病院 〒030-0847 一般        37（外化２）第5号           平成20年 4月 1日
     青医630 青森市東大野二丁目１番地１０ 療養
     017-762-5500  (017-729-3260) 　　特定    48
     一般        50
     一般        46
     療養
     　　特定    42
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402-1285-8 医療法人弘愛会　弘愛〒036-8051 一般        54（外化２）第6号           平成20年 4月 1日
     弘医285 会病院 弘前市大字宮川三丁目１－４ 療養        30
     0172-33-2871  (0172-33-8610)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502-1303-9 弘前記念病院 〒036-8076 一般        72（外化２）第13号          平成20年 4月 1日
     弘医303 弘前市大字境関字西田５９－１ 一般        53
     0172-28-1211  (0172-28-1367) 一般        46
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-1769-3 青森市立浪岡病院 〒038-1311 一般        92（外化２）第22号          平成20年12月 1日
     青医769 青森市浪岡大字浪岡字平野１８０精神       107
     0172-62-3111  (0172-62-3115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    725-1103-4 公立七戸病院 〒039-2523 一般       110（外化２）第23号          平成21年 4月 1日
     上医103 上北郡七戸町字影津内９８－１
     0176-62-2105  (0176-62-6964)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    803-1588-3 室岡整形外科病院 〒031-0021 一般        50（外化２）第24号          平成22年 3月 1日
     八医588 八戸市長者３丁目３－２３
     0178-46-1000  (0178-44-0512)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    923-1070-0 町立大鰐病院 〒038-0212 一般        60（外化２）第25号          平成23年 2月 1日
     南医70 南津軽郡大鰐町大字蔵館字川原田
     ４０－４
     0172-48-2211  (0172-47-5853)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1002-1547-1 弘前中央病院 〒036-8188 一般        54（外化２）第27号          平成24年 1月 4日
     弘医547 弘前市吉野町３番地１ 一般        60
     0172-36-7111  (0172-34-8789) 一般        60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[青森県]

平成30年 2月 1日 外来化学療法加算２　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)

   1102-1470-6 弘前メディカルセンタ〒036-8004 一般        24（外化２）第28号          平成24年 3月 1日
     弘医470 ー 弘前市大字大町二丁目２－９ 一般        17
     0172-35-1511  (0172-33-0677) 一般        28
     一般        28
     療養        20
     療養        20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1205-1141-6 つがる西北五広域連合〒037-0202 一般        60（外化２）第29号          平成24年 4月 1日
     五医141 　かなぎ病院 五所川原市金木町菅原１３番１ 療養        40
     0173-53-3111  (0173-53-2407)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1321-1101-7 つがる西北五広域連合〒038-2761 一般        70（外化２）第32号          平成27年10月 1日
     (21-3101-1) 　鰺ヶ沢病院 西津軽郡鯵ヶ沢町大字舞戸町字蒲一般        30
     西医101 生１０６番地１０
     0173-72-3111  (0173-72-3367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


