
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)

    101,1399,8 川久保病院 〒020-0835 一般 （支援病１）第5号         平成26年10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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1028,3 一般財団法人岩手済生〒020-0003 一般 （支援病１）第7号         平成29年 5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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309,1009,6 一関病院 〒021-0884 一般 （支援病１）第8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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

    109,1035,1 昭和病院 〒021-0885 一般 （支援病２）第2号         平成26年10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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

    101,1030,9 遠山病院 〒020-0877 一般 （支援病３）第3号         平成24年12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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1287,5 特定医療法人　盛岡つ〒020-0055 一般 （支援病３）第6号         平成28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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1471,5 松園第二病院 〒020-0103 一般 （支援病３）第8号         平成29年 6月 1日
     盛医471 盛岡市西松園三丁目２２番３号 　　一般    59
     019ー662ー0100  (019ー662ー0124) 療養
     　　療養    30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    409,1121,9 岩手県立大東病院 〒029-0711 一般 （支援病３）第9号         平成29年 6月 1日
     関医121 一関市大東町大原字川内１２８番　　一般    40
     地
     0191-72-2121  (0191-72-2897)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1124,0 医療法人社団　髙松病〒020-0115 一般 （支援病３）第10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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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14の２」の２の(４)在宅療養実績加算２　医科］ 平成30年 3月 1日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1287,5 特定医療法人　盛岡つ〒020-0055 一般 （在病実２）第1号         平成28年10月 1日
     盛医287 なぎ温泉病院 盛岡市繋字尾入野６４番地９ 　　一般    48
     019-689-2101  (019-689-2104) 結核         2
     療養
     　　療養   120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 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)

    101,1352,7 志和眼科 〒020-0066 一般        14（コン１）第166号         平成28年 4月 1日
     盛医352 盛岡市上田一丁目６番４号
     019-654-4511  (019-626-5354)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1498,8 はしもと眼科クリニッ〒020-0133 一般         4（コン１）第167号         平成28年 4月 1日
     盛医498 ク 盛岡市青山二丁目２３番２１号
     019-648-3000  (019-648-4111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1548,0 谷藤眼科医院 〒020-0127 一般 （コン１）第168号         平成28年 5月 1日
     盛医548 盛岡市前九年二丁目２番３８号 　　一般    19
     019-646-2227  (019-645-3811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    415,1047,3 亀井眼科 〒023-0851 （コン１）第169号         平成28年 4月 1日
     奥医47 奥州市水沢区南町２番２５号
     0197-23-5845  (0197-23-5255)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513,1012,2 岩手県立二戸病院 〒028-6105 一般 （コン１）第170号         平成28年 4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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    605,1101,9 社団医療法人ひとみ会〒025-0091 一般        11（コン１）第171号         平成28年 4月 1日
     花医101 　花巻中央眼科 花巻市西大通り二丁目１番１０号
     0198-41-2700  (0198-41-2711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,1350,1 岩手医科大学附属病院〒020-0023 一般 （コン１）第172号         平成28年 4月 1日
     (01,3364,6) 盛岡市内丸１９番１号 　　一般 1,088
     盛医350 019-651-5111  (019-651-6606) 精神
     　　精神    78
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1680,1 むらた眼科クリニック〒020-0122 一般 （コン１）第173号         平成28年 4月 1日
     盛医680 盛岡市みたけ五丁目８番３０号 　　一般     2
     019-648-8571  (019-648-8572)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1331,1 岩手県立中央病院 〒020-0066 一般 （コン１）第174号         平成29年 1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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,1442,6 小笠原眼科クリニック〒020-0114 一般         7（コン１）第175号         平成29年 2月 1日
     盛医442 盛岡市高松三丁目１０番１２号
     019-662-3223  (019-662-7331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1111,1072,0 堀耳鼻咽喉科眼科医院〒026-0021 一般 （コン１）第176号         平成29年 2月 1日
     釜医72 釜石市只越町二丁目５番２４号 　　一般     5
     0193-22-1005  (0193-22-6181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 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)

   1201,1481,4 せいの眼科クリニック〒020-0871 （コン１）第177号         平成29年 2月 1日
     盛医481 盛岡市中ノ橋通一丁目４番２０号
     　水晶堂ビル３階
     019-622-9595  (019-622-9596)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,1611,6 近藤眼科医院 〒020-0875 一般 （コン１）第179号         平成29年 2月 1日
     盛医611 盛岡市清水町４番３０号 　　一般    18
     019-622-2509  (019-622-8402)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1415,1036,6 わたなべ眼科医院 〒023-0822 （コン１）第180号         平成29年 2月 1日
     奥医36 奥州市水沢区東中通り二丁目１番
     ２６号
     0197-23-5557  (0197-23-5913)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1509,1078,1 二宮眼科医院 〒021-0885 一般        12（コン１）第181号         平成29年 2月 1日
     関医78 一関市田村町２番５号
     0191-23-4346  (0191-26-4984)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1605,1141,5 いしどりや眼科 〒028-3101 （コン１）第182号         平成29年 3月 1日
     花医141 花巻市石鳥谷町好地第６地割１番
     地
     0198-45-6110  (0198-45-6114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,1641,3 新津あさくら眼科クリ〒020-0885 （コン１）第183号         平成29年 3月 1日
     盛医641 ニック 盛岡市紺屋町２番１号
     019-624-1068  (019-624-1069)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,1691,8 たかはし眼科 〒020-0866 （コン１）第184号         平成29年 3月 1日
     盛医691 盛岡市本宮字小板小瀬１３番１号
     019-656-3366  (019-656-3388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1903,1060,2 飯塚眼科医院 〒022-0003 （コン１）第185号         平成29年 3月 1日
     大医60 大船渡市盛町字東町５番地５
     0192-21-3012  (0192-21-3013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,1693,4 本町石部眼科クリニッ〒020-0015 （コン１）第186号         平成29年 3月 1日
     盛医693 ク 盛岡市本町通一丁目９番３２号
     019-654-1110  (019-654-1120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,1451,7 都南眼科 〒020-0834 （コン１）第187号         平成29年 3月 1日
     盛医451 盛岡市永井２３地割７番地２
     0196-37-8805  (0196-37-2038)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2221,1119,8 小豆嶋眼科クリニック〒028-4307 （コン１）第188号         平成29年 3月 1日
     岩医119 岩手郡岩手町五日市第１０地割字
     石神下１３０番９号
     0195-61-1117  (0195-62-3939)



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 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)

   2301,1630,6 ちあき眼科クリニック〒020-0004 一般 （コン１）第189号         平成29年 3月 1日
     盛医630 盛岡市山岸二丁目９番２５号 　　一般     2
     019-606-3210  (019-613-6631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,1326,1 玉田眼科 〒020-0861 （コン１）第190号         平成29年 3月 1日
     盛医326 盛岡市仙北二丁目２番３５号
     019-635-8388  (019-635-7033)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,1687,6 みたけ眼科 〒020-0133 （コン１）第191号         平成29年 3月 1日
     盛医687 盛岡市青山四丁目４５番１９号
     019-643-8181  (019-646-9073)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2608,1048,6 とおの宮本眼科 〒028-0515 （コン１）第192号         平成29年 3月 1日
     遠医48 遠野市東舘町８番７号
     0198-62-2035  (0198-62-2035)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2722,1089,1 やはば眼科 〒028-3615 （コン１）第193号         平成29年 3月 1日
     紫医89 紫波郡矢巾町大字南矢幅第９地割
     １９６番地
     019-698-3003  (019-698-3004)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2815,1053,1 青木眼科クリニック 〒023-0827 （コン１）第194号         平成29年 3月 1日
     奥医53 奥州市水沢区太日通り一丁目４番
     ２０号
     0197-23-2371  (0197-23-2397)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2915,1115,8 前沢眼科クリニック 〒029-4204 （コン１）第195号         平成29年 3月 1日
     奥医115 奥州市前沢区向田一丁目２０番地
     １
     0197-41-3888  (0197-56-8055)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3002,1070,3 さかもと眼科クリニッ〒027-0082 一般 （コン１）第196号         平成29年 4月 1日
     宮医70 ク 宮古市向町４番４１号 　　一般    12
     0193-64-2301  (0193-63-9000)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3122,1113,9 紫波中央眼科 〒028-3318 （コン１）第197号         平成29年 4月 1日
     紫医113 紫波郡紫波町紫波中央駅前２丁目
     ３番地３　オガールプラザ東棟１
     階
     019-681-7595  (019-681-7596)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3206,1150,4 大内眼科クリニック 〒024-0083 （コン１）第198号         平成29年 4月 1日
     北医150 北上市柳原町四丁目１７番３９号
     0197-64-0100  (0197-65-6311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 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)

   3301,1443,4 松田眼科クリニック 〒020-0024 一般        11（コン１）第199号         平成29年 4月 1日
     盛医443 盛岡市菜園一丁目５番２３号
     019-623-5155  (019-623-5156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,1491,3 加藤アイクリニック 〒020-0011 （コン１）第200号         平成29年 4月 1日
     盛医491 盛岡市三ツ割五丁目７ー１１
     019-665-0020  (019-665-0021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3515,1033,3 医療法人如水会　鈴木〒023-0054 一般        10（コン１）第201号         平成29年 4月 1日
     奥医33 眼科吉小路 奥州市水沢区吉小路１６番地
     0197-22-2522  (0197-22-3619)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3606,1001,9 社会福祉法人恩賜財団〒024-0035 一般 （コン１）第202号         平成29年 4月 1日
     北医1 済生会北上済生会病院北上市花園町一丁目６番８号 　　一般   299
     0197-64-7722  (0197-64-2666) 一般（感染）
     　　感染     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3721,1148,7 医療法人社団　銀河　〒020-0541 （コン１）第203号         平成29年 4月 1日
     岩医148 雫石大森クリニック 岩手郡雫石町千刈田７９番２
     019-691-2345  (019-691-2266)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3807,1040,5 久慈眼科クリニック 〒028-0041 （コン１）第204号         平成29年 4月 1日
     久医40 久慈市長内町第３２地割１２－４
     0194-61-1530  (0194-61-1531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3915,1073,9 医療法人如水会　すず〒023-1103 （コン１）第205号         平成29年 4月 1日
     奥医73 め眼科江刺 奥州市江刺区西大通り１０番７号
     0197-31-1522  (0197-31-1523)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4015,1037,4 亜理眼科医院 〒023-0816 （コン１）第206号         平成29年 4月 1日
     奥医37 奥州市水沢区西町１３０番１号
     0197-22-3935  (0197-22-3970)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4106,1143,9 藤田眼科医院 〒024-0071 （コン１）第207号         平成29年 4月 1日
     北医143 北上市上江釣子１７地割２０４番
     地
     0197-71-5222  (0197-77-2321)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4209,1103,7 小原眼科 〒021-0883 （コン１）第208号         平成29年 4月 1日
     関医103 一関市新大町４６番地
     0191-32-5151  (0191-32-5252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4313,1028,8 よこもり眼科クリニッ〒028-6105 （コン１）第209号         平成29年 4月 1日
     二医28 ク 二戸市堀野字長瀬４番地７
     0195-22-2230  (0195-22-2010)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 コンタクトレンズ検査料１　医科］ 平成30年 3月 1日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4405,1106,8 医療法人社団　白井眼〒025-0098 （コン１）第210号         平成29年 4月 1日
     花医106 科クリニック 花巻市材木町６番３号
     0198-24-2003  (0198-24-2002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,1413,7 盛岡赤十字病院 〒020-8560 一般 （コン１）第211号         平成29年 4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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4614,1015,3 にしね眼科クリニック〒028-7111 （コン１）第212号         平成29年 4月 1日
     八医15 八幡平市大更第２４地割２９番地
     １
     0195-70-2711  (0195-70-2828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,1733,8 小林眼科 〒020-0816 （コン１）第213号         平成29年 4月 1日
     盛医733 盛岡市中野一丁目９番１２号
     019-624-2611  (019-653-6100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4809,1108,6 くわしま眼科クリニッ〒021-0053 一般 （コン１）第214号         平成29年 4月 1日
     関医108 ク 一関市山目字中野５５番地１ 　　一般     4
     0191-33-2300  (0191-33-2301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,1407,9 盛岡友愛病院 〒020-0834 一般 （コン１）第215号         平成29年 4月 1日
     (01,3215,0) 盛岡市永井１２地割１０番地 　　一般   296
     盛医407 019-638-2222  (019-637-3790) 療養
     　　療養    90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5002,1053,9 山下眼科医院 〒027-0076 一般 （コン１）第216号         平成29年 4月 1日
     宮医53 宮古市栄町１番１４号 　　一般     6
     0193-63-7080  (0193-64-5766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,1399,8 川久保病院 〒020-0835 一般 （コン１）第217号         平成29年 4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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,1505,0 盛岡市立病院 〒020-0866 一般 （コン１）第218号         平成29年 4月 1日
     (01,3311,7) 盛岡市本宮五丁目１５番１号 　　一般   180
     盛医505 019-635-0101  (019-631-1661) 一般（感染）
     　　感染     8
     精神
     　　精神    80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5305,1117,5 ささき眼科 〒025-0064 （コン１）第219号         平成29年 4月 1日
     花医117 花巻市桜台二丁目１３番４号
     0198-22-1144  (0198-22-1156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 コンタクトレンズ検査料１　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)

   5411,1059,7 せいてつ記念病院 〒026-0052 一般 （コン１）第220号         平成29年 4月 1日
     釜医59 釜石市小佐野町四丁目３番７号 　　一般   119
     0193-23-2030  (0193-23-8838)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5511,1074,6 釜石のぞみ病院 〒026-0025 一般 （コン１）第221号         平成29年 4月 1日
     釜医74 釜石市大渡町三丁目１５番２６号　　一般    52
     0193-31-2300  (0193-31-2301) 療養
     　　療養   102
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5606,1091,0 小田島眼科 〒024-0022 一般        13（コン１）第222号         平成29年 4月 1日
     北医91 北上市黒沢尻二丁目２番２３号
     0197-65-5600  (0197-65-5577)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5724,1047,5 町立西和賀さわうち病〒029-5612 一般 （コン１）第223号         平成29年 4月 1日
     (24,3031,3) 院 和賀郡西和賀町沢内字大野１３地　　一般    40
     和医47 割３番地１２
     0197-85-3131  (0197-85-3135)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5815,1062,2 岩手県立江刺病院 〒023-1103 一般 （コン１）第224号         平成29年 4月 1日
     奥医62 奥州市江刺区西大通り５番２３号　　一般   122
     0197-35-2181  (0197-35-0530) 結核        15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5908,1023,9 岩手県立遠野病院 〒028-0541 一般 （コン１）第225号         平成29年 4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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6015,1042,4 岩手県立胆沢病院 〒023-0864 一般       337（コン１）第226号         平成29年 4月 1日
     奥医42 奥州市水沢区字龍ヶ馬場６１番地結核         9
     0197-24-4121  (0197-24-8194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6103,1053,7 岩手県立大船渡病院 〒022-0002 一般 （コン１）第227号         平成29年 4月 1日
     大医53 大船渡市大船渡町字山馬越１０番　　一般   370
     地１ 一般（感染）
     0192-26-1111  (0192-27-9285) 　　感染     4
     結核        10
     精神
     　　精神   105
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6209,1145,8 岩手県立磐井病院 〒029-0131 一般 （コン１）第228号         平成29年 4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 コンタクトレンズ検査料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)

   6301,1587,8 三善眼科医院 〒020-0132 （コン１）第229号         平成29年 6月 1日
     盛医587 盛岡市西青山二丁目１８番４号
     019-601-1800  (019-645-5444)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6416,1013,3 サマリヤ眼科クリニッ〒020-0611 （コン１）第230号         平成29年 6月 1日
     滝医13 ク 滝沢市巣子１１５５番地８
     019-688-8158  (019-688-8168)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,1750,2 森眼科クリニック 〒020-0034 （コン１）第231号         平成29年 9月 1日
     盛医750 盛岡市盛岡駅前通１０－２２
     019-604-1150  (019-624-5511)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 画像診断管理加算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)

    109,1145,8 岩手県立磐井病院 〒029-0131 一般 （画１）第8号             平成18年 8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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    206,1154,6 岩手県立中部病院 〒024-0004 一般 （画１）第17号            平成23年 6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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    302,1058,8 岩手県立宮古病院 〒027-0096 一般 （画１）第20号            平成28年 4月 1日
     宮医58 宮古市崎鍬ケ崎第１地割１１番地　　一般   323
     ２６ 一般（感染）
     0193-62-4011  (0193-63-6941) 　　感染     4
     結核        10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    407,1035,5 岩手県立久慈病院 〒028-0014 一般 （画１）第21号            平成30年 1月 1日
     (07,3023,5) 久慈市旭町第１０地割１番 　　一般   291
     久医35 0194ー53ー6131  (0194ー52ー2601) 療養
     　　療養    43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 画像診断管理加算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)

    101,1331,1 岩手県立中央病院 〒020-0066 一般 （画２）第16号            平成20年 4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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1350,1 岩手医科大学附属病院〒020-0023 一般 （画２）第19号            平成20年 6月 1日
     (01,3364,6) 盛岡市内丸１９番１号 　　一般 1,088
     盛医350 019-651-5111  (019-651-6606) 精神
     　　精神    78
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1638,9 孝仁病院 〒020-0052 一般 （画２）第20号            平成20年 8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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    409,1170,6 一関市国民健康保険藤〒029-3405 一般 （画２）第23号            平成24年 3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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1413,7 盛岡赤十字病院 〒020-8560 一般 （画２）第24号            平成26年 4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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    613,1012,2 岩手県立二戸病院 〒028-6105 一般 （画２）第27号            平成28年 4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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 外来化学療法加算１　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)

    101,1350,1 岩手医科大学附属病院〒020-0023 一般 （外化１）第36号          平成20年 4月 1日
     (01,3364,6) 盛岡市内丸１９番１号 　　一般 1,088 専用病床数:19床
     盛医350 019-651-5111  (019-651-6606) 精神
     　　精神    78
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1413,7 盛岡赤十字病院 〒020-8560 一般 （外化１）第37号          平成20年 4月 1日
     盛医413 盛岡市三本柳６地割１番地１ 　　一般   438 専用病床数:10床
     019-637-3111  (019-637-3801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1505,0 盛岡市立病院 〒020-0866 一般 （外化１）第38号          平成20年 4月 1日
     (01,3311,7) 盛岡市本宮五丁目１５番１号 　　一般   180 専用病床数:6床
     盛医505 019-635-0101  (019-631-1661) 一般（感染）
     　　感染     8
     精神
     　　精神    80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    403,1053,7 岩手県立大船渡病院 〒022-0002 一般 （外化１）第39号          平成20年 4月 1日
     大医53 大船渡市大船渡町字山馬越１０番　　一般   370 専用病床数:10床
     地１ 一般（感染）
     0192-26-1111  (0192-27-9285) 　　感染     4
     結核        10
     精神
     　　精神   105
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    509,1145,8 岩手県立磐井病院 〒029-0131 一般 （外化１）第41号          平成20年 4月 1日
     (09,3081,9) 一関市狐禅寺字大平１７番地 　　一般   305 専用病床数:12床
     関医145 0191-23-3452  (0191-23-9691) 結核
     　　一般    10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    611,1049,8 岩手県立釜石病院 〒026-8550 一般 （外化１）第42号          平成20年 4月 1日
     釜医49 釜石市甲子町第１０地割４８３番　　一般   272 専用病床数:6床
     地６
     0193-25-2011  (0193-23-9479)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    709,1134,2 岩手県立千厩病院 〒029-0803 一般 （外化１）第43号          平成20年 4月 1日
     関医134 一関市千厩町千厩字草井沢３２番　　一般   148 専用病床数:4床
     地１ 一般（感染）
     0191-53-2101  (0191-52-3478) 　　感染     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    815,1042,4 岩手県立胆沢病院 〒023-0864 一般       337（外化１）第45号          平成20年 4月 1日
     奥医42 奥州市水沢区字龍ヶ馬場６１番地結核         9 専用病床数:8床
     0197-24-4121  (0197-24-8194)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 外来化学療法加算１　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)

    902,1058,8 岩手県立宮古病院 〒027-0096 一般 （外化１）第46号          平成20年 4月 1日
     宮医58 宮古市崎鍬ケ崎第１地割１１番地　　一般   323 専用病床数:12床
     ２６ 一般（感染）
     0193-62-4011  (0193-63-6941) 　　感染     4
     結核        10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1013,1012,2 岩手県立二戸病院 〒028-6105 一般 （外化１）第47号          平成20年 4月 1日
     二医12 二戸市堀野字大川原毛３８番地２　　一般   253 専用病床数:7床
     0195-23-2191  (0195-23-2834) 結核        10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1109,1009,6 一関病院 〒021-0884 一般 （外化１）第49号          平成20年 5月 1日
     関医9 一関市大手町３番３６号 　　一般   139 専用病床数:4床
     0191-23-2050  (0191-26-4694) 療養
     　　療養    48
     介護
     　　療養    12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,1331,1 岩手県立中央病院 〒020-0066 一般 （外化１）第50号          平成20年 6月 1日
     (01,3177,2) 盛岡市上田一丁目４番１号 　　一般   685 専用病床数:30床
     盛医331 019-653-1151  (019-653-2528)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1307,1035,5 岩手県立久慈病院 〒028-0014 一般 （外化１）第51号          平成20年 6月 1日
     (07,3023,5) 久慈市旭町第１０地割１番 　　一般   291 専用病床数:6床
     久医35 0194ー53ー6131  (0194ー52ー2601) 療養
     　　療養    43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1415,1001,0 奥州市総合水沢病院 〒023-0053 一般 （外化１）第52号          平成20年10月 1日
     奥医1 奥州市水沢区大手町三丁目１番地　　一般   145 専用病床数:6床
     0197-25-3833  (0197-25-3832) 一般（感染）
     　　感染     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1506,1154,6 岩手県立中部病院 〒024-0004 一般 （外化１）第53号          平成21年 4月 1日
     北医154 北上市村崎野１７地割１０番地 　　一般   414 専用病床数:13床
     0197-71-1511  (0197-71-1414) 結核        20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1615,1062,2 岩手県立江刺病院 〒023-1103 一般 （外化１）第55号          平成22年 4月 1日
     奥医62 奥州市江刺区西大通り５番２３号　　一般   122 専用病床数:4床
     0197-35-2181  (0197-35-0530) 結核        15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1705,1013,6 公益財団法人総合花巻〒025-0075 一般 （外化１）第56号          平成22年 7月 1日
     花医13 病院 花巻市花城町４番２８号 　　一般   284 専用病床数:5床
     0198-23-3311  (0198-24-8163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,1407,9 盛岡友愛病院 〒020-0834 一般 （外化１）第57号          平成24年 4月 1日
     (01,3215,0) 盛岡市永井１２地割１０番地 　　一般   296 専用病床数:6床
     盛医407 019-638-2222  (019-637-3790) 療養
     　　療養    90



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 外来化学療法加算１　医科］ 平成30年 3月 1日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1908,1023,9 岩手県立遠野病院 〒028-0541 一般 （外化１）第59号          平成25年 7月 1日
     遠医23 遠野市松崎町白岩１４地割７４番　　一般   177 専用病床数:3床
     地 一般（感染）
     0198-62-2222  (0198-62-0113) 　　感染     2
     結核        20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 外来化学療法加算２　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)

    103,1046,1 鳥羽整形外科医院 〒022-0003 （外化２）第4号           平成20年 4月 1日
     大医46 大船渡市盛町字舘下４番地１８
     0192-27-1280  (0192-27-1281)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    231,1025,6 岩手県立軽米病院 〒028-6302 一般 （外化２）第7号           平成20年 4月 1日
     九医25 九戸郡軽米町大字軽米第２地割５　　一般    54
     ４番地５ 療養
     0195-46-2411  (0195-46-3681) 　　療養    45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    306,1001,9 社会福祉法人恩賜財団〒024-0035 一般 （外化２）第9号           平成20年 4月 1日
     北医1 済生会北上済生会病院北上市花園町一丁目６番８号 　　一般   299
     0197-64-7722  (0197-64-2666) 一般（感染）
     　　感染     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1538,1 医療法人　杉の子会　〒020-0045 （外化２）第12号          平成20年 4月 1日
     盛医538 マリオス小林内科クリ盛岡市盛岡駅西通二丁目９番１号
     ニック 　マリオス１１階
     019-621-5222  (019-621-5223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    516,1018,2 あべ整形外科医院 〒020-0611 （外化２）第14号          平成20年 4月 1日
     滝医18 滝沢市巣子１１５６番地２２
     019-688-1600  (019-688-1766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    680,1001,4 独立行政法人国立病院〒020-0133 一般 （外化２）第15号          平成20年 4月 1日
     (80,3001,8) 機構盛岡病院 盛岡市青山一丁目２５番１号 　　一般   250
     国医1 019-647-2195  (019-646-1195) 結核        10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,1605,8 吉田整形外科・リウマ〒020-0015 （外化２）第18号          平成20年 6月 1日
     盛医605 チ科クリニック 盛岡市本町通一丁目９番２８号
     019-604-3820  (019-625-6810)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1613,2 八角病院 〒028-4125 一般 （外化２）第20号          平成23年 1月 1日
     盛医613 盛岡市好摩字夏間木７０番地１９　　一般    50
     ０
     019-682-0201  (019-682-0748)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    915,1119,0 さとう整形外科・リウ〒029-4204 （外化２）第21号          平成25年 5月 1日
     奥医119 マチ科クリニック 奥州市前沢区向田１丁目１６番地
     １
     0197-41-3456  (0197-41-3232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,1287,5 特定医療法人　盛岡つ〒020-0055 一般 （外化２）第22号          平成29年 3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


