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（１）日本年金機構が行う滞納処分等の認可 

認可件数（令和２年４月から令和３年３月までの認可状況） 

区 分 申請件数（注５）
 認可件数（注５） 

厚生年金保険  

通 常 分（注２） 73,595件      73,595件      

随 時 分（注３）       5件            5件      

緊 急 分（注４）     297件          297件      

小 計 73,897件      73,897件      

国 民 年 金 

通 常 分（注２） 0件      0件      

緊 急 分（注４）   135件        135件      

小 計   135件        135件      

 合 計 74,032件      74,032件      

（注１） 厚生年金保険は船員保険及び基金分を含む。 

（注２） 「通常分」は、日本年金機構本部において督促状発行内訳データにより未納金額が発生しているものについ

て、毎月一定時期を定め、認可申請が行われる。 

（注３） 「随時分」は、会計検査院から指摘された徴収不足保険料等、随時に保険料等の調査決定を行ったものにつ 

いて、督促状発行の都度認可申請が行われる。 

（注４） 「緊急分」は、通常分とは別に、事業廃止や破産といった繰上徴収等に該当する場合に、督促状発行の都度 

認可申請が行われる。 

（注５） 申請件数及び認可件数は、厚生年金保険については事業所数、国民年金については被保険者数を記載。 

 

（２）日本年金機構が行った滞納処分等の実施結果報告 

令和２年４月から令和３年３月までの実施件数 

 厚生年金保険（事業所） 国民年金（被保険者） 

差 押 147件 0件 

差 押 解 除  104件 16件 

参 加 差 押  6件 0件 

参加差押解除 3件 0件 

交 付 要 求  208件 107件 

交付要求解除 13件 5件 

換 価 10件 0件 

取 立 600件 26件 

配 当 事 務  738件 58件 

捜 索 0件 0件 

換 価 猶 予  3,428件 0件 

執 行 停 止  784件 0件 

計 6,041件  212件  

 

 

 

 

 

 

 

（注１） 
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（３）日本年金機構が行う立入検査等の実施に係る認可 

① 認可件数（令和２年４月から令和３年３月までの認可状況） 

区 分 申請件数（注１） 認可件数（注１） 

通 常 分  35,736件      35,736件      

緊  急  分   276件      276件     

受給権者等調査 3件      3件      

計 36,015件      36,015件      

（注１）申請件数及び認可件数は、立入検査等については事業所数、受給権者等に関する調査等については受給権者数及び

被保険者数を記載。 

 

② 認可申請の事由別件数（令和２年４月から令和３年３月までの認可状況） 

申 請 事 由 申請件数（注１） 認可件数（注１） 

未適用事業所への加入指導、立入検査 8,621件    8,621件    

適用事業所への調査 27,193件    27,193件    

情報提供による未適用事業所への加入指導、立入検査 24件    24件    

情報提供による適用事業所へ調査 174件    174件    

受給権者等調査 3件    3件    

計 36,015件    36,015件    

（注１）申請件数及び認可件数は、立入検査等については事業所数、受給権者等に関する調査等については受給権者数及び

被保険者数を記載。 

 

（４）日本年金機構が行った立入検査等（受給権者及び被保険者等を含む）に係る調査結果

報告 

① 立入検査等（令和２年４月から令和３年３月までの報告件数） 

認可件数 実施件数 実施不能件数 未実施件数 

36,375件  21,421件 267件  14,675件  

（注） 認可後1年（認可有効期限）経過した日の属する月の翌月に実施報告となることから、平成31年3月認可分から令和2

年2月認可分の実施件数を計上。また、報告件数は、認可事業所の所在地変更（管轄外）により12件減となっている

ことから、報告件数の足し上げと不一致。 

 

② 受給権者、被保険者に関する調査等（令和２年４月から令和３年３月までの報告件数） 

認可件数 
 調査件数 

未実施件数 
 重婚的内縁関係 健在確認 不正受給（疑） 

0件  0件   0件    0件  0件 0件 

（注１）件数は受給権者数及び被保険者数である。 

（注２）上記認可件数は、平成31（令和元）年度に認可し、令和2年度に報告されたものである。 
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（５）社会保険労務士会の会員数 （令和３年３月31日現在 各県社会保険労務士会調べ） 

県名  

会  員  数  

特定社会 

保険労務士 

（注1） 

社会保険 

労務士 

法人数 

（注2） 

 

「街角」 

開設 

（注3） 

  開業 
法人の 

社員 
勤務 その他 

青森県 203人 159人 ６人 27人 11人 77人 4法人 １箇所 

岩手県 205人 137人 19人 28人 21人 84人 15法人 １箇所 

宮城県 578人 368人 41人 138人 31人 184人 33法人 １箇所 

秋田県 170人 131人 9人 23人 7人 72人 6法人 １箇所 

山形県 226人 170人 14人 42人 0人 82人 10法人 １箇所 

福島県 338人 256人 30人 38人 14人 100人 20法人 １箇所 

合計 1,720人 1,221人 119人 296人 84人 599人 88法人 ６箇所 

（注1）特定社会保険労務士とは 

    紛争解決手続代行業務を行うことの出来る社会保険労務士をいう。特別研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合

格した後に、連合会に備える名簿に特定社会保険労務士であることを付記することが必要。 

（注2）社会保険労務士法人とは 

    ２名以上の社会保険労務士が無限責任社員となって設立する法人をいう。定款の作成・認証を行った後、法務局にて設

立の登記を行い、設立届出書を都道府県社労士会を経由して連合会に提出することが必要。 

（注3）「街角」開設とは 

全国社会保険労務士連合会が、日本年金機構から委託を受けて全国41都道府県80か所で運営する「街角の年金相談セン

ター」を指す。都道府県社会保険労務士会と社会保険労務士の協力を得て運営。 

 

（６）年金委員県別委員数 （令和３年３月31日現在） 

 

（注）年金委員は日本年金機構法に基づき、厚生年金保険の適用事業所の事業主の推薦（以下、「職域型」という。） 

または市町村長等の推薦（以下、「地域型」という。）によって、厚生労働大臣が委嘱。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県名 
令和２年度末 

職域型 地域型 合計 

青森県 1,445人 75人 1,520人 

岩手県 2,256人 85人 2,341人 

宮城県 2,795人 113人 2,908人 

秋田県 1,528人 125人 1,653人 

山形県 1,752人 102人 1,854人 

福島県 2,265人 94人 2,359人 

合計 12,041人 594人 12,635人 
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（７）令和２年度年金委員功労者厚生労働大臣表彰者県別数 

県名 受賞者数 

青森県 １人 

岩手県 ２人 

宮城県 １人 

秋田県 １人 

山形県 １人 

福島県 ２人 

合計 ８人 

 

（８）学生納付特例事務法人（令和３年３月31日現在） 

① 学生納付特例事務取扱教育施設一覧（12施設） 

県名 確認年月日 名   称 所在地 

青森県 H23.01.24 青森県立盲学校 青森市 

岩手県 H20.05.01 岩手県立産業技術短期大学校 矢巾町 

H22.12.16 岩手県立久慈高等学校 久慈市 

H24.01.13 岩手県立産業技術短期大学校水沢校 奥州市 

宮城県 H24.12.04 宮城障害者職業能力開発校 仙台市 

H30.03.15 気仙沼市立病院附属看護専門学校 気仙沼市 

秋田県 H20.04.22 秋田県立視覚支援学校 秋田市 

H23.12.08 秋田県立養護学校天王みどり学園 潟上市 

H27.10.29 秋田県立衛生看護学院 横手市 

山形県 H20.04.15 山形県立産業技術短期大学校 山形市 

H20.04.22 山形県立山形職業能力開発専門校 山形市 

H22.12.14 酒田市立酒田看護専門学校 酒田市 

 

② 学生納付特例事務法人一覧（41法人） 

県名 指定年月日 名   称 所在地 備  考 

青森県 

 

 

 

 

 

H22.12.16 学校法人弘前厚生学院 弘前市   

H23.02.15 学校法人東奥学園 青森市 ・東奥保育・福祉専門学院 

H23.03.10 学校法人弘前城東学園 弘前市 
・弘前医療福祉大学 

・弘前医療福祉大学短期大学部 

H23.12.08 学校法人あずま学園 八戸市 ・八戸歯科衛生士専門学校 

H24.10.29 学校法人三和会 青森市 
・青森歯科衛生士専門学校 

・青森歯科技工士専門学校 

H26.10.15 学校法人青森山田学園 青森市 

・青森大学 

・青森山田高等学校 自動車専攻科 

・青森県ヘアアーチスト専門学校 
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H29.02.06 学校法人 光星学院 八戸市 
・八戸学院大学 

・八戸学院大学短期大学部 

R02.08.01 学校法人 柴田学園 弘前市 

・東北女子大学 

・東北女子短期大学 

・東北栄養専門学校 

 

 

H20.06.02 学校法人富士大学 花巻市   

H23.01.24 一般財団法人岩手済生医会 盛岡市 

・岩手看護専門学校 

・岩手看護高等専修学校 

・岩手リハビリテーション学院 

H23.12.19 学校法人関城学院 一関市 ・東北ヘアーモード学院 

H25.11.25 
一般財団法人北日本カレッ

ジ 
盛岡市 

・北日本ヘア・スタイリストカレッジ  

・北日本ハイテクニカルクッキング 

カレッジ 

・北日本医療福祉専門学校 

H31.01.30 学校法人 二戸学園 盛岡市 ・岩手保険医療大学 

宮城県 H20.08.01 国立大学法人東北大学 仙台市 
 

H23.01.04 学校法人東北柔専 仙台市 ・仙台接骨医療専門学校 

H25.05.21 学校法人仙台ＹＭＣＡ学園 仙台市 ・仙台YMCA国際ホテル専門学校 

H26.06.04 学校法人赤門宏志学院 仙台市 ・赤門鍼灸柔整専門学校 

H27.03.23 学校法人三島学園 仙台市 
・東北生活文化大学 

・東北生活文化大学短期大学部 

H28.04.18 学校法人健生学園 仙台市 ・東日本医療専門学校 

H28.11.11 学校法人東北工業大学 仙台市  

H29.01.12 国立大学法人宮城教育大学 仙台市  

H29.12.14 学校法人孔明学園 仙台市 ・東北愛犬専門学院 

H30.04.01 学校法人東北学院 仙台市 

・東北学院大学土樋キャンパス 

・東北学院大学多賀城キャンパス 

・東北学院大学泉キャンパス 

H30.04.01 学校法人曳地学園 仙台市 ・東洋国際文化アカデミー 

H30.04.01 学校法人聖和学園 仙台市 ・聖和学園短期大学 

H31.04.01 学校法人誠真学園 大崎市 ・宮城誠真短期大学 

H31.04.01 学校法人栴檀学園 仙台市 ・東北福祉大学 

H31.04.01 学校法人東北文化学園大学 仙台市 
・東北文化学園大学 

・東北文化学園専門学校 

R02.04.01 学校法人 菅原学園 仙台市 ・至誠館大学 

R02.12.01 学校法人 仙都学園 仙台市 ・専門学校東北動物看護学院 

山形県 
H20.07.02 学校法人東北公益文科大学 酒田市   

-107-



H24.11.01 医療法人篠田好生会 山形市 ・篠田看護専門学校 

H25.03.11 国立学校法人山形大学 山形市   

H25.12.19 
公立大学法人 

山形県立保健医療大学 
山形市 ・山形県立保健医療大学 

福島県 
H23.12.08 

職業訓練法人いわき情報処
理開発財団 

いわき市 ・いわきコンピュータ・カレッジ 

H23.12.08 学校法人博愛心学院 郡山市 ・東北医療福祉専門学校 

H25.11.25 準学校法人郡山学院 郡山市 ・ケイセンビジネス公務員カレッジ 

H26.08.28 学校法人こおりやま東都学園 郡山市 ・郡山健康科学専門学校 

H29.10.13 学校法人尚志学園 郡山市 ・学校法人尚志学園専修学校 

H29.11.14 公益社団法人会津若松医師会 会津若松市 

・公益社団法人会津若松医師会附属 

会津准看護高等専修学校 

R02.12.01 
公益社団法人 福島明星厚生

学院 
福島市 ・福島看護専門学校 

（注）令和２年度は、４法人（６校）を指定。 

 

（９）保険料納付確認団体（３団体）（令和３年３月31日現在） 

① 岩手県歯科医師会 

② 福島県薬剤師会 

③ 岩手県社会保険労務士会 

 

（10）国民年金等事務費交付金交付額 （令和２年度交付額） 

① 法定受託事務（基礎年金・老齢福祉年金・特別障害給付金等）      

 
市町村数 

交付決定額 

（A） 

概算交付額 

（B） 

精算交付額 

（C）（(A)-(B))  

青森県 40 2億9,649万円 1億2,658万円 1億6,990万円 

岩手県 33 2億6,947万円 1億228万円 1億6,718万円 

宮城県 35 4億5,924万円 2億164万円 2億5,760万円 

秋田県 25 1億8,458万円 7,834万円 1億624万円 

山形県 35 1億9,151万円 8,673万円 1億478万円 

福島県 59 3億5,787万円 1億6,450万円 1億9,337万円 

   計 227 17億5,919万円 7億6,009万円 9億9,909万円 

（注）金額は一万円未満を切り捨てた数値。 

（注）金額について一万円未満を切り捨てていることから計が不一致。 
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② 協力・連携事務                         

 
市町村数 

交付決定額 

（A） 

概算交付額 

（B） 

精算交付額 

（C）（(A)-(B)) 

青森県 40 4,666万円 1,756万円 2,910万円 

岩手県 33 4,019万円 1,248万円 2,771万円 

宮城県 35 5,970万円 2,146万円 3,823万円 

秋田県 25 2,059万円 793万円 1,265万円 

山形県 35 3,384万円 1,277万円 2,107万円 

福島県 59 4,634万円 1,954万円 2,679万円 

計 227 2億4,734万円 9,177万円 1億5,557万円 

（注）金額は一万円未満を切り捨てた数値。 

（注）金額について一万円未満を切り捨てていることから計が不一致。 

 

 

（11）年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金額 （令和２年度交付額） 

 
市町村数 

交付決定額 

（①＋②＋③） 

内訳①  

法定受託事務 

内訳② 

協力・連携事務 

内訳③ 

特別事情分 

青森県 40 928万円 588万円 147万円 193万円 

岩手県 33 1,643万円 670万円 74万円 897万円 

宮城県 35 1,094万円 731万円 90万円 273万円 

秋田県 25 762万円 507万円 48万円 206万円 

山形県 35 859万円 530万円 59万円 269万円 

福島県 59 1,125万円 781万円 109万円 233万円 

合計 227 6,413万円 3,809万円 529万円 2,074万円 

（注） 金額は一万円未満を切り捨てた数値。 
（注） 金額について一万円未満を切り捨てていることから計が不一致。 
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２ 健康福祉課関係 
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令和3年3月31日現在

県・市名 施　設　名 所　　　在　　　地 電話番号 種別 運営方式

山形県 山形県立泉荘 長井市今泉1812 0238-88-9211 救護施設 公設民営

山形県 山形県立みやま荘 西村山郡河北町大字吉田字馬場11 0237-72-3181 救護施設 公設民営

いわき市 内郷授産場 いわき市内郷綴町大木下18 0246-26-2485 授産施設 公設公営

（１）保護施設一覧

・救護施設：身体上又は著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うこ
  とを目的とした施設

・授産施設：身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して就労又は技能
  の習得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とした施設
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令和3年3月31日現在

県　名 医療機関名 所在地
指定期間満了

年月日

1 青森県 独立行政法人国立病院機構弘前病院 弘前市大字富野町1 令和５年７月31日

2 青森県 独立行政法人国立病院機構青森病院 青森市浪岡大字女鹿沢字平野155-1 令和５年６月30日

3 青森県 独立行政法人国立病院機構八戸病院 八戸市吹上3-13-1 令和５年８月31日

4 青森県 弘前大学医学部附属病院 弘前市本町53 令和６年１月31日

5 青森県 独立行政法人労働者健康安全機構青森労災病院 八戸市白銀町字南ヶ丘 1 令和４年２月28日

6 青森県 国立療養所松丘保養園 青森市大字石江字平山 19 令和４年５月14日

7 岩手県 独立行政法人国立病院機構盛岡医療センター 盛岡市青山1-25-1 令和５年８月31日

8 岩手県 独立行政法人国立病院機構岩手病院 一関市山目字泥田山下48 令和６年８月31日

9 岩手県 独立行政法人国立病院機構花巻病院 花巻市諏訪500 令和５年８月31日

10 岩手県 独立行政法人国立病院機構釜石病院 釜石市定内町4-7-1 令和５年８月31日

11 宮城県 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 仙台市宮城野区宮城野2-11-12 令和７年４月30日

12 宮城県 独立行政法人国立病院機構宮城病院 亘理郡山元町高瀬字合戦原100 令和５年８月31日

13 宮城県 独立行政法人国立病院機構仙台西多賀病院 仙台市太白区鈎取本町2-11-11 令和５年８月31日

14 宮城県 独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院 仙台市青葉区台原4-3-21 令和５年８月31日

15 宮城県 国立療養所東北新生園 登米市迫町新田字上葉ノ木沢1 令和４年１月31日

16 宮城県 東北大学病院 仙台市青葉区星陵町1-1 令和４年12月31日

17 宮城県 東北大学診療所 宮城県仙台市宮城野区安養寺３丁目15-18 令和８年6月30日

18 宮城県 独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院 仙台市青葉区堤町3-16-1 令和６年９月30日

19 宮城県 独立行政法人地域医療機能推進機構仙台南病院 仙台市太白区中田町字前沖143 令和４年３月31日

20 秋田県 独立行政法人国立病院機構あきた病院 由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢 84-40 令和５年６月30日

21 秋田県 独立行政法人労働者健康安全機構秋田労災病院 大館市軽井沢字下岱30 令和５年９月30日

22 秋田県 秋田大学医学部附属病院 秋田市広面字蓮沼44-2 令和５年４月30日

23 秋田県 独立行政法人地域医療機能推進機構秋田病院 能代市緑町5番22号 令和５年４月30日

24 山形県 独立行政法人国立病院機構米沢病院 米沢市大字三沢26100-1 令和５年６月30日

25 山形県 独立行政法人国立病院機構山形病院 山形市行才126-2 令和４年９月30日

26 山形県 山形大学医学部附属病院 山形市飯田西2-2-2 令和５年５月31日

27 福島県 独立行政法人国立病院機構福島病院 須賀川市芦田塚13 令和５年８月31日

28 福島県 独立行政法人国立病院機構いわき病院 いわき市小名浜野田字八合88-1 令和７年１月31日

29 福島県 独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院 いわき市内郷綴町沼尻3 令和５年８月31日

30 福島県 独立行政法人地域医療機能推進機構二本松病院 二本松市成田町1-553 令和５年８月31日

（２－１）生活保護指定医療機関一覧（東北厚生局管内で国が開設するもの）
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令和3年3月31日現在

県　名 介護機関名 所在地

1 秋田県
独立行政法人地域医療機能推進機構
秋田病院附属介護老人保健施設

能代市緑町５－４７

2 宮城県
独立行政法人地域医療機能推進機構
仙台南病院附属介護老人保健施設

仙台市太白区中田町字前沖143番地

3 福島県
独立行政法人地域医療機能推進機構
二本松病院附属介護老人保健施設

二本松市成田町1-867

（２－２）生活保護指定介護機関一覧　(東北厚生局管内で国が開設するもの）
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１　あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設 令和3年3月31日現在

№ 県名 名　　　　　　　　　　称 設　置　者 養成施設等の種別 年限 所　　在　　地

1 宮城 赤門鍼灸柔整専門学校 鍼灸指圧科
学校法人
赤門宏志学院

あん摩マッサー
ジ指圧師、はり
師、きゅう師

3 仙台市青葉区荒巻青葉33-1

２　管理栄養士（栄養士）養成施設 令和3年3月31日現在

№ 県名 名　　　　　　　　　　称 設　置　者 養成施設等の種別 年限 所　　在　　地

1 青森 青森県立保健大学 健康科学部栄養学科
公立大学法人
青森県立保健大学

管理栄養士
(栄養士）

4 青森市大字浜館字間瀬58-1

2 青森 東北女子大学　家政学部　健康栄養学科
学校法人
柴田学園

管理栄養士
(栄養士）

4 弘前市大字清原1-1-16

3 岩手 盛岡大学　栄養科学部　栄養科学科
学校法人
盛岡大学

管理栄養士
（栄養士）

4 滝沢市砂込808

4 宮城
尚絅学院大学 総合人間科学部
健康栄養学科

学校法人
尚絅学院

管理栄養士
(栄養士）

4 名取市ゆりが丘4-10-1

5 宮城
宮城学院女子大学 生活科学部
食品栄養学科

学校法人
宮城学院

管理栄養士
(栄養士）

4 仙台市青葉区桜ヶ丘9-1-1

6 宮城
仙台白百合女子大学 人間学部
健康栄養学科　管理栄養専攻

学校法人
白百合学園

管理栄養士
(栄養士）

4 仙台市泉区本田町6-1

7 宮城
東北生活文化大学 家政学部
家政学科　健康栄養学専攻

学校法人
三島学園

管理栄養士
(栄養士）

4 仙台市泉区虹の丘1-18-2

8 山形
山形県立米沢栄養大学 健康栄養学部
健康栄養学科

山形県公立大学法人
管理栄養士
(栄養士）

4 米沢市通町6-15-1

9 福島 郡山女子大学 家政学部　食物栄養学科
学校法人
郡山開成学園

管理栄養士
(栄養士）

4 郡山市開成3-25-2

３　栄養士養成施設 令和3年3月31日現在

№ 県名 名　　　　　　　　　　称 設　置　者 養成施設等の種別 年限 所　　在　　地

1 青森 東北栄養専門学校 本科
学校法人
柴田学園

栄養士 2 弘前市大字上瓦ヶ町25

2 青森 東北女子短期大学 生活科
学校法人
柴田学園

栄養士 2 弘前市大字上瓦ヶ町25

3 青森 青森中央短期大学 食物栄養学科
学校法人
青森田中学園

栄養士 2 青森市大字横内字神田12-1

4 岩手
岩手県立大学盛岡短期大学部
生活科学科　食物栄養学専攻

公立大学法人
岩手県立大学

栄養士 2 滝沢市巣子152-52

5 岩手 修紅短期大学 食物栄養学科
学校法人
健康科学大学

栄養士 2 一関市萩荘字竹際49-1

6 宮城
東北生活文化大学短期大学部
生活文化学科　食物栄養学専攻

学校法人
三島学園

栄養士 2 仙台市泉区虹の丘1-18-2

7 宮城 仙台大学　体育学部　運動栄養学科
学校法人
朴沢学園

栄養士 4 柴田郡柴田町船岡南2-2-18

8 宮城 仙台青葉学院短期大学  栄養学科
学校法人
北杜学園

栄養士 2 仙台市青葉区中央4-5-3

9 秋田 秋田栄養短期大学 栄養学科
学校法人
ノースアジア大学

栄養士 2 秋田市下北手桜字守沢46-1

10 秋田
聖霊女子短期大学　生活文化科
健康栄養専攻

学校法人
聖霊学園

栄養士 2 秋田市寺内高野10-33

（３）東北厚生局の所管する養成施設等一覧
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11 秋田
聖霊女子短期大学　専攻科
健康栄養専攻

学校法人
聖霊学園

栄養士（学位授
与機構認定専攻
科）

2 秋田市寺内高野10-33

12 福島
郡山女子大学短期大学部
健康栄養学科

学校法人
郡山開成学園

栄養士 2 郡山市開成3-25-2

13 福島
桜の聖母短期大学　生活科学科
食物栄養専攻

学校法人 コングレガシ
オン・ド・ノートルダム

栄養士 2 福島市花園町3-6

14 福島 福島学院大学短期大学部　食物栄養学科
学校法人
福島学院

栄養士 2 福島市宮代乳児池1-1

15 福島 会津大学短期大学部　食物栄養学科
公立大学法人
会津大学

栄養士 2 会津若松市一箕町大字八幡門田1-1

４－１　介護福祉士学校（大学・短大が設置するもの） 令和3年3月31日現在

№ 県名 名　　　　　　　　　　称 設　置　者 養成施設等の種別 年限 所　　在　　地

1 青森
弘前医療福祉大学短期大学部
介護福祉学科

学校法人
弘前城東学園

介護福祉士 2 弘前市大字小比内3-18-1

2 青森 青森中央短期大学 専攻科福祉専攻
学校法人
青森田中学園

介護福祉士
（3号養成）

1 青森市大字横内字神田 12

3 青森
八戸学院大学短期大学部
介護福祉学科

学校法人
光星学院

介護福祉士 2 八戸市大字美保野13-384

4 青森
青森明の星短期大学
子ども福祉未来学科コミュニティ福祉専攻介
護福祉コース

学校法人
明の星学園

介護福祉士 2 青森市浪打2-6-32

5 宮城
東北文化学園大学
医療福祉学部保健福祉学科生活福祉専攻

学校法人 東北文化学園
大学

介護福祉士 4 仙台市青葉区国見6-45-1

6 宮城
東北福祉大学
総合福祉学部社会福祉学科社会福祉コース介
護福祉士課程

学校法人
栴檀学園

介護福祉士 4 仙台市青葉区国見1-8-1

7 宮城
仙台白百合女子大学
人間学部心理福祉学科福祉コース

学校法人
白百合学園

介護福祉士 4 仙台市泉区本田町6-1

8 宮城
仙台大学 体育学部
健康福祉学科 介護福祉士養成専攻

学校法人
朴沢学園

介護福祉士 4 柴田郡柴田町船岡南2-2-18

9 宮城 聖和学園短期大学 キャリア開発総合学科
学校法人
聖和学園

介護福祉士 2 仙台市泉区南中山5-5-2

10 秋田
秋田看護福祉大学
看護福祉学部　医療福祉学科

学校法人
ノースアジア大学

介護福祉士 4 大館市清水2-3-4

11 秋田 日本赤十字秋田短期大学 介護福祉学科
学校法人
日本赤十字学園

介護福祉士 2 秋田市上北手猿田苗代沢17-3

12 山形 羽陽学園短期大学 専攻科福祉専攻
学校法人
羽陽学園

介護福祉士
（3号養成）

1 天童市清池1559

13 山形 東北文教大学短期大学部　現代福祉学科
学校法人
富澤学園

介護福祉士 2 山形市片谷地515

14 福島
郡山女子大学
家政学部　人間生活学科 福祉コース

学校法人
郡山開成学園

介護福祉士 4 郡山市開成 3-25-2

15 福島
東日本国際大学 健康福祉学部社会福祉学科介
護福祉コース

学校法人
昌平黌

介護福祉士 4 いわき市平鎌田字寿金沢 37
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４－２　実務者研修施設（介護福祉士） 令和3年3月31日現在

№ 県名 名　　　　　　　　　　称 設　置　者 養成施設等の種別 年限 所　　在　　地

1 青森
青森明の星短期大学
介護福祉士実務者研修通信課程

学校法人
明の星学園

実務者研修
6ヶ
月

青森市浪打2-6-32

2 青森
弘前医療福祉大学　短期大学部
介護福祉専攻実務者研修（通信講座）

学校法人
弘前城東学園

実務者研修
6ヶ
月

弘前市大字小比内3-18-1

3 山形
羽陽学園短期大学
介護福祉士実務者研修

学校法人
羽陽学園

実務者研修
6ヶ
月

天童市清池1559

４－３　福祉系高校等（介護福祉士） 令和3年3月31日現在

№ 県名 名　　　　　　　　　　称 設　置　者 養成施設等の種別 年限 所　　在　　地

1 青森 東奥学園高等学校 福祉科
学校法人
東奥学園

介護福祉士 3 青森市勝田2-11-1

2 青森 青森県立七戸高等学校 総合学科福祉健康系列 青森県
介護福祉士
（特例高校）

3 上北郡七戸町字舘野47-31

3 岩手
岩手県立久慈東高等学校 総合学科介護福祉系
列

岩手県
介護福祉士
（特例高校）

3 久慈市門前第36地割 10

4 岩手
岩手県立一戸高等学校 総合学科介護･福祉系
列

岩手県
介護福祉士
（特例高校）

3 二戸郡一戸町一戸字蒔前60-1

5 岩手 岩手県立一関第二高等学校 総合学科福祉系列 岩手県
介護福祉士
（特例高校）

3 一関市赤荻字野中23-1

6 岩手 岩手女子高等学校 福祉教養科
学校法人
岩手女子奨学会

介護福祉士 3 盛岡市大沢川原1-5-34

7 宮城 明成高等学校 介護福祉科介護福祉士養成ｺｰｽ
学校法人
朴沢学園

介護福祉士 3 仙台市青葉区川平2-26-1

8 宮城 宮城県迫桜高等学校　総合学科福祉教養系列 宮城県 介護福祉士 3 栗原市若柳字川南戸ノ西184

9 宮城 宮城県登米総合産業高等学校 福祉科 宮城県 介護福祉士 3 登米市中田町上沼字北桜場223番地1

10 秋田
秋田県立湯沢翔北高等学校　専攻科
介護福祉科

秋田県 介護福祉士 2 湯沢市湯ノ原2-1-1

11 秋田 秋田県立六郷高等学校 福祉科 秋田県 介護福祉士 3 仙北郡美郷町六郷字馬場52

12 山形 山形県立山辺高等学校 福祉科 山形県 介護福祉士 3 東村山郡山辺町大字山辺 3028

13 山形
山形県立鶴岡中央高等学校　総合学科　社会
福祉系列

山形県 介護福祉士 3 鶴岡市大字大宝寺字日本国410
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５　科目確認大学等（社会福祉士） 令和3年3月31日現在

№ 県名 名　　　　　　　　　　称 設　置　者 養成施設等の種別 年限 所　　在　　地

1 青森
青森県立保健大学
健康科学部　社会福祉学科

公立大学法人
青森県立保健大学

社会福祉士 4 青森市大字浜館字間瀬58-1

2 青森
青森大学
社会学部　社会福祉学科

学校法人
青森山田学園

社会福祉士 4 青森市幸畑2-3-1

3 青森
青森大学
社会学部　社会学科

学校法人
青森山田学園

社会福祉士 4 青森市幸畑2-3-1

4 青森
八戸学院大学
健康医療学部人間健康学科健康科学コース社
会福祉士プログラム

学校法人
光星学院

社会福祉士 4 八戸市大字美保野13-98

5 青森
弘前学院大学
社会福祉学部　社会福祉学科

学校法人
弘前学院

社会福祉士 4 弘前市大字稔町13-1

6 岩手
岩手県立大学
社会福祉学部

公立大学法人
岩手県立大学

社会福祉士 4 滝沢市巣子152-52

7 岩手
盛岡医療福祉スポーツ専門学校
社会福祉学科

学校法人
龍澤学館

社会福祉士
（4号養成）

3 盛岡市大沢川原3-5-18

8 宮城
東北文化学園大学 現代社会学部現代社会学科
社会福祉学専攻

学校法人
東北文化学園大学

社会福祉士 4 仙台市青葉区国見6-45-1

9 宮城
東北文化学園大学
医療福祉学部保健福祉学科生活福祉専攻

学校法人
東北文化学園大学

社会福祉士 4 仙台市青葉区国見6-45-1

10 宮城 東北福祉大学 総合福祉学部
学校法人
栴檀学園

社会福祉士 4 仙台市青葉区国見1-8-1

11 宮城 東北福祉大学 総合マネジメント学部
学校法人
栴檀学園

社会福祉士 4 仙台市青葉区国見1-8-1

12 宮城
東北福祉大学 総合福祉学部（通信教育部）社
会福祉学科

学校法人
栴檀学園

社会福祉士 4 仙台市宮城野区榴ヶ岡2-5-26

13 宮城
宮城学院女子大学 教育学部教育学科幼児教育
専攻福祉コース

学校法人
宮城学院

社会福祉士 4 仙台市青葉区桜ヶ丘9-1-1

14 宮城
仙台白百合女子大学
人間学部心理福祉学科

学校法人
白百合学園

社会福祉士 4 仙台市泉区本田町6-1

15 宮城
仙台大学 体育学部健康福祉学科社会福祉士養
成専攻

学校法人
朴沢学園

社会福祉士 4 柴田郡柴田町船岡南2-2-18

16 宮城
東北文化学園専門学校
教育・社会福祉専門課程総合福祉学科社会福
祉科

学校法人
東北文化学園大学

社会福祉士
（7号養成）

2 仙台市青葉区国見6-45-16

17 宮城
仙台医療福祉専門学校
社会福祉学科

学校法人
北杜学園

社会福祉士
（7号養成）

2 仙台市青葉区中央4-7-20

18 秋田
秋田看護福祉大学
看護福祉学部　医療福祉学科

学校法人
ノースアジア大学

社会福祉士 4 大館市清水2-3-4

19 山形
東北公益文科大学
公益学部公益学科社会福祉コース

学校法人
東北公益文科大学

社会福祉士 4 酒田市飯森山3-5-1

20 山形 東北文教大学人間科学部人間関係学科
学校法人
富澤学園

社会福祉士 4 山形市片谷地515

21 福島
郡山女子大学 家政学部人間生活学科福祉コー
ス

学校法人
郡山開成学園

社会福祉士 4 郡山市開成3-25-2

22 福島
福島学院大学 福祉学部 福祉心理学科
社会福祉・精神保健福祉コース

学校法人
福島学院

社会福祉士 4 福島市宮代乳児池1-1

23 福島
会津大学短期大学部
幼児教育学科

公立大学法人
会津大学

社会福祉士
（7号養成）

2 会津若松市一箕町大字八幡門田1-1

24 福島
東日本国際大学
健康福祉学部　社会福祉学科

学校法人
昌平黌

社会福祉士 4 いわき市平鎌田字寿金沢37
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（令和３年３月31日現在）

病院名 県 住所

1 独立行政法人国立病院機構弘前病院 青森県 弘前市大字富野町１

2 弘前大学医学部附属病院 青森県 弘前市本町５３

3 八戸市立市民病院 青森県 八戸市田向３－１－１

4 青森県立中央病院 青森県 青森市東造道２－１－１

5 津軽保健生活協同組合　健生病院 青森県 弘前市扇町２－２－２

6 十和田市立中央病院 青森県 十和田市西十二番町１４－８

7 むつ総合病院 青森県 むつ市小川町１－２－８

8 青森市民病院 青森県 青森市勝田１－１４－２０

9 黒石市国民健康保険　黒石病院 青森県 黒石市北美町１－７０

10 独立行政法人労働者健康安全機構青森労災病院 青森県 八戸市大字白銀町南ヶ丘１

11 つがる西北五広域連合　つがる総合病院 青森県 五所川原市字岩木町１２－３

12 三沢市立三沢病院 青森県 三沢市大字三沢字堀口１６４－６５

13 八戸赤十字病院 青森県 八戸市大字田面木字中明戸２

14 岩手医科大学附属病院 岩手県 紫波郡矢巾町医大通２－１－１

15 岩手県立中央病院 岩手県 盛岡市上田１－４－１

16 盛岡赤十字病院 岩手県 盛岡市三本柳６－１－１

17 岩手県立胆沢病院 岩手県 奥州市水沢字龍ヶ馬場６１

18 岩手県立磐井病院 岩手県 一関市狐禅寺字大平１７

19 岩手県立大船渡病院 岩手県 大船渡市大船渡町字山馬越１０－１

20 岩手県立宮古病院 岩手県 宮古市崎鍬ヶ崎１－１１－２６

21 岩手県立久慈病院 岩手県 久慈市旭町第１０地割１

22 岩手県立二戸病院 岩手県 二戸市堀野字大川原毛３８－２

23 北上済生会病院 岩手県 北上市九年橋三丁目１５－３３

24 岩手県立中部病院 岩手県 北上市村崎野１７地割１０

25 盛岡市立病院 岩手県 盛岡市本宮５－１５－１

26 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 宮城県 仙台市宮城野区宮城野２－１１－１２

27 独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院 宮城県 仙台市青葉区台原４－３－２１

28 仙台市立病院 宮城県 仙台市太白区あすと長町１－１－１

29 坂総合病院 宮城県 塩釜市錦町１６－５

30 東北大学病院 宮城県 仙台市青葉区星陵町１－１

31 東北医科薬科大学病院 宮城県 仙台市宮城野区福室１－１２－１

32 大崎市民病院 宮城県 大崎市古川穂波３－８－１

33 石巻赤十字病院 宮城県 石巻市蛇田字西道下７１

34 社会医療法人将道会　総合南東北病院 宮城県 岩沼市里の杜１－２－５

35 独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院 宮城県 仙台市青葉区堤町３－１６－１

36 医療法人徳洲会仙台徳洲会病院 宮城県 仙台市泉区七北田字駕籠沢１５

37 一般財団法人厚生会　仙台厚生病院 宮城県 仙台市青葉区広瀬町４－１５

38 気仙沼市立病院 宮城県 気仙沼市赤岩杉ノ沢８－２

39 みやぎ県南中核病院 宮城県 柴田郡大河原町字西３８－１

40 仙台赤十字病院 宮城県 仙台市太白区八木山本町２－４３－３

41 公益財団法人仙台市医療センター　仙台オープン病院 宮城県 仙台市宮城野区鶴ヶ谷５－２２－１

42 東北公済病院 宮城県 仙台市青葉区国分町２－３－１１

43 栗原市立栗原中央病院 宮城県 栗原市築館宮野中央３－１－１

44 登米市立登米市民病院 宮城県 登米市迫町佐沼字下田中２５

45 秋田赤十字病院 秋田県 秋田市上北手猿田字苗代沢２２２－１

（１）医師臨床研修病院（基幹型）一覧
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（令和３年３月31日現在）

病院名 県 住所

（１）医師臨床研修病院（基幹型）一覧

46 中通総合病院 秋田県 秋田市南通みその町３－１５

47 秋田大学医学部附属病院 秋田県 秋田市広面字蓮沼４４－２

48 由利組合総合病院 秋田県 由利本荘市川口字家後３８

49 平鹿総合病院 秋田県 横手市前郷字八ツ口３－１

50 市立秋田総合病院 秋田県 秋田市川元松丘町４－３０

51 大曲厚生医療センター 秋田県 大仙市大曲通町８－６５

52 秋田厚生医療センター 秋田県 秋田市飯島西袋１－１－１

53 市立横手病院 秋田県 横手市根岸町５－３１

54 雄勝中央病院 秋田県 湯沢市山田字勇ヶ岡２５

55 社会医療法人青嵐会　本荘第一病院 秋田県 由利本荘市岩渕下１１０

56 大館市立総合病院 秋田県 大館市豊町３－１

57 能代厚生医療センター 秋田県 能代市落合字上前田地内

58 市立角館総合病院 秋田県 仙北市角館町岩瀬３

59 山形県立中央病院 山形県 山形市大字青柳１８００

60 山形市立病院済生館 山形県 山形市七日町１－３－２６

61 山形大学医学部附属病院 山形県 山形市飯田西２－２－２

62 日本海総合病院 山形県 酒田市あきほ町３０

63 米沢市立病院 山形県 米沢市相生町６－３６

64 公立置賜総合病院 山形県 東置賜郡川西町大字西大塚２０００

65 鶴岡市立荘内病院 山形県 鶴岡市泉町４－２０

66 山形県立新庄病院 山形県 新庄市若葉町１２－５５

67 済生会山形済生病院 山形県 山形市沖町７９－１

68 福島県立医科大学附属病院 福島県 福島市光が丘１

69 一般財団法人大原記念財団大原綜合病院 福島県 福島市上町６－１

70 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 福島県 郡山市西ノ内２－５－２０

71 公益財団法人星総合病院 福島県 郡山市向河原町１５９－１

72 竹田綜合病院 福島県 会津若松市山鹿町３－２７

73 いわき市医療センター 福島県 いわき市内郷御厩町久世原１６

74 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 福島県 郡山市八山田７－１１５

75 公立岩瀬病院 福島県 須賀川市北町２０

76 独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院 福島県 いわき市内郷綴町沼尻３

77 医療生協わたり病院 福島県 福島市渡利字中江町３４

78 公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院 福島県 郡山市駅前１－１－１７

79 白河厚生総合病院 福島県 白河市豊地上弥次郎２－１

80 公立藤田総合病院 福島県 伊達郡国見町大字塚野目字三本木１４

81 一般財団法人温知会　会津中央病院 福島県 会津若松市鶴賀町１－１

82 福島県立医科大学会津医療センター附属病院 福島県 会津若松市河東町谷沢字前田２１－２

83 福島赤十字病院 福島県 福島市八島町7番7号

84 公立相馬総合病院 福島県 相馬市新沼字坪ヶ迫１４２

85 南相馬市立総合病院 福島県 南相馬市原町区高見町２－５４－６

86 公立財団法人ときわ会　常磐病院 福島県 いわき市常磐上湯長谷町上ノ台５７
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（令和３年３月31日現在）

病院名 管理型・単独型の別 県 住所

1 弘前大学医学部附属病院 単独型 青森県 弘前市本町５３

2 青森県立中央病院 単独型 青森県 青森市東造道２－１－１

3 八戸赤十字病院 単独型 青森県 八戸市大字田面木字中明戸２

4 医療法人桜青会　かみきたデンタルクリニック 単独型・管理型 青森県 上北郡東北町旭北１丁目31-90

5
岩手医科大学附属内丸メディカルセンター　歯科医療セ
ンター

単独型・管理型 岩手県 盛岡市内丸１９－１

6 岩手県立中央病院 単独型 岩手県 盛岡市上田1-4-1

7 東北大学病院 単独型・管理型 宮城県 仙台市青葉区星陵町１－１

8 医療法人五葉萌芽会　萌芽の森クリニック・歯科 管理型 宮城県 仙台市青葉区八幡３－１３－５

9 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 単独型 宮城県 仙台市宮城野区宮城野２丁目11-12

10 秋田大学医学部附属病院 単独型 秋田県 秋田市広面字蓮沼４４－２

11 医療法人興仁会　あいば歯科医院 単独型 秋田県 秋田市茨島２－３－２

12 医療法人社団宝樹会　ふただ歯科クリニック 単独型 秋田県 潟上市天王字二田219-122

13 山形大学医学部附属病院 単独型 山形県 山形市飯田西２－２－２

14 公立置賜総合病院 単独型 山形県 東置賜郡川西町大字西大塚２０００

15 日本海総合病院 単独型 山形県 酒田市あきほ町３０

16 奥羽大学歯学部附属病院 単独型・管理型 福島県 郡山市富田町字三角堂３１－１

17 福島県立医科大学附属病院 単独型 福島県 福島市光が丘１

18 いわき市医療センター 単独型 福島県 いわき市内郷御厩町久世原１６

19 一般財団法人温知会　会津中央病院 単独型 福島県 会津若松市鶴賀町１－１

20 公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院 単独型 福島県 郡山市駅前１－１－１７

21 医療法人渡部会　一箕歯科医院 単独型 福島県 会津若松市一箕町大字鶴賀字下居合５６－１

（２）歯科医師臨床研修施設（単独型・管理型）一覧
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（令和３年３月31日現在）

施設名 県 住所 指定 区分
領域別

パッケージ
定員

1
学校法人岩手医科大学　岩手医科大学附属病院高度
看護研修センター

岩手県
柴波群矢巾町医大通2丁目1番
1号

H27.8 14 2 10名

2
学校法人東北文化学園大学　東北文化学園大学大学
院健康社会システム研究科健康福祉専攻

宮城県 仙台市青葉区国見６－４５－１ H28.2 21 － 8名

3 公益財団法人星総合病院 福島県 郡山市向河原町１５９－１ H28.2 4 － 17名

4 医療法人　平心会　須賀川病院 福島県 須賀川市丸田町１７ H28.8 8 1 6名

5
国立大学法人山形大学
山形大学大学院医学系研究科看護学専攻

山形県 山形市飯田西２－２－２ H29.2 21 － 3名

6 公立大学法人福島県立医科大学 福島県 福島市光が丘１番地 H29.2 19 － 30名

7 社会医療法人青嵐会　本荘第一病院 秋田県 由利本荘市岩渕下110 H30.2 4 － 4名

8 秋田赤十字病院 秋田県
秋田市上北手猿田字苗代沢２２
２番地１

H30.8 4 1 4名

9 医療法人　浄仁会　大泉記念病院 宮城県 白石市福岡深谷字一本松５－１ H31.2 4 1 15名

10 石巻赤十字病院 宮城県 石巻市虻田字西道下７１番地 H31.2 4 － 8名

11 学校法人青森田中学園　青森中央学院大学 青森県 青森市大字横内神田１２番地 R2.2 1 － 5名

12
国立大学法人秋田大学大学院医学系研究科
保健学専攻（博士前期課程）臨床看護学分野

秋田県 秋田市本道一丁目1番1号 R2.2 21 － 5名

13 国立大学法人山形大学医学部附属病院 山形県 山形市飯田西２丁目２－２ R2.2 12 2 6名

14
地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構　日本海総合病
院

山形県 酒田市あきほ町３０番地 R2.2 6 1 3名

15 独立行政法人国立病院機構仙台医療センター 宮城県
仙台市宮城野区宮城野二丁目11
番地12号

R2.8 6 － 10名

16 国立大学法人東北大学　東北大学病院 宮城県 仙台市青葉区星陵町１－１ R2.8 12 2 3名

17 八戸市立市民病院 青森県 八戸市田向三丁目1番1号 R2.8 5 1 5名

18 独立行政法人国立病院機構岩手病院 岩手県 一関市山目字泥田山下48番地 R3.2 2 － 5名

19 独立行政法人国立病院機構米沢病院 山形県 米沢市大字三沢26100－1 R3.2 4 1 5名

（３）特定行為研修指定研修機関一覧
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認定番号 自治体 施     設     名 所　　在　　地 輸     出    品    目

0251001 青森市 成邦商事株式会社 青森県青森市大字八ツ役字芦谷２６８－１ 冷凍ホタテ貝柱

0253001 八戸市 武輪水産株式会社 青森県八戸市鮫町下手代森３２ 冷凍しめ鯖

認定番号 自治体 施     設     名 所　　在　　地 輸     出    品    目

0251001 青森市 成邦商事株式会社 青森県青森市大字八ツ役字芦谷２６８－１ 冷凍ほたて卵付貝柱、脱穀済みほたて貝冷凍貝柱

認定番号 自治体 施     設     名 所　　在　　地 輸     出    品    目

KR0069 宮城県 株式会社サンスイ浦宿工場 宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字浦宿８１－８９
冷凍キハダマグロ（頭肉、カマ、ホホ肉）、冷凍バチ
マグロ（頭肉、カマ、ホホ肉）

KR0083 宮城県 株式会社東北トクスイ 宮城県塩釜市新浜町３－３－１７ 冷凍マダラカマ、冷凍タラチュウ、冷凍タラチョウ

KR0084 宮城県
カネヨ　ロイヤリティワン　ロジスティク
ス株式会社本部事業所

宮城県塩釜市杉ノ入四丁目１－８８－８８

冷凍銀タラカマ、冷凍吉次カマ、冷凍真タラカマ、冷
凍目抜カマ、冷凍カラスカレイカマ、冷凍アトラン
ティックサーモンカマ、冷凍白鮭カマ、冷凍紅鮭カ
マ、冷凍真タラコ赤、冷凍真タラコ黒、冷凍真タラ
チュウ、冷凍タラチュウ、冷凍真タラ白子、冷凍助宗
白子、冷凍助宗子、冷凍オヒョウカマ、冷凍油ボウズ
カマ、冷凍トラウトサーモンカマ、冷凍目鉢鮪（カマ、
ほほ肉、目肉、頭肉）、冷凍南鮪（カマ、ほほ肉、目
肉、頭肉）、冷凍本鮪（カマ、ほほ肉、目肉、頭肉）、
冷凍キハダ鮪（カマ、ほほ肉、目肉、頭肉）、冷凍メカ
ジキ（カマ、ほほ肉、目肉、頭肉）、冷凍びんなが鮪
（カマ、ほほ肉、目肉、頭肉）

KR0085 宮城県
カネヨロイヤリティワンロジスティクス株
式会社創水事業所

宮城県塩釜市新浜町一丁目２０－４１

冷凍銀タラカマ、冷凍吉次カマ、冷凍真タラカマ、冷
凍目抜カマ、冷凍カラスカレイカマ、冷凍アトラン
ティックサーモンカマ、冷凍白鮭カマ、冷凍紅鮭カ
マ、冷凍真タラコ赤、冷凍真タラコ黒、冷凍真タラ
チュウ、冷凍タラチュウ、冷凍真タラ白子、冷凍助宗
白子、冷凍助宗子、冷凍オヒョウカマ、冷凍油ボウズ
カマ、冷凍トラウトサーモンカマ、冷凍目鉢鮪（カマ、
ほほ肉、目肉、頭肉）、冷凍南鮪（カマ、ほほ肉、目
肉、頭肉）、冷凍本鮪（カマ、ほほ肉、目肉、頭肉）、
冷凍キハダ鮪（カマ、ほほ肉、目肉、頭肉）、冷凍メカ
ジキ（カマ、ほほ肉、目肉、頭肉）、冷凍びんなが鮪
（カマ、ほほ肉、目肉、頭肉）

認定番号 自治体 施     設     名 所　　在　　地

IN0231001 青森市 株式会社オカムラ食品工業 青森県青森市八重田1丁目6-11

IN0232001 八戸市 丸都冷蔵株式会社 青森県八戸市大字市川町字下揚1番地11

IN0359001 岩手県 有限会社三陸とれたて市場
岩手県大船渡市三陸町越喜来字杉下
75-8

IN0362001 岩手県 株式会社 おがよし 本社工場 岩手県宮古市日立浜町8番23号

IN0362002 岩手県 株式会社 おがよし 第三冷蔵庫 岩手県宮古市田老字古田75番17号

IN0454001 宮城県 株式会社 𣳾興商事サンリクフーズ 宮城県気仙沼市赤岩港168-6

IN0531001 秋田県 秋田十條化成株式会社 秋田県秋田市新屋鳥木町1-1

IN0654001 山形県 仕出し専門　謹製のまる福 山形県新庄市松本394-20

（１）対米輸出水産加工認定施設　(３施設)

味付数の子、味付ほっき、黄金いい蛸
味付いい蛸

0771001 福島県 株式会社中外フーズ 福島県伊達郡梁川町やながわ工業団地１－１

（２）対英国、欧州連合（EU）、スイス及びノルウェー輸出水産食品取扱認定施設　（１施設）

（３）韓国向け輸出水産食品認定施設　(４施設)

（４）インド向け輸出水産食品認定施設（８施設）
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登録番号 自治体 施     設     名 所　　在　　地

BR010037 八戸市 株式会社　ヤマヨ  本社第２食品工場 青森県八戸市江陽４－１６－１

BR010073 八戸市 丸都冷蔵株式会社 青森県八戸市大字市川町字下揚1番地11

BR010090 青森県 株式会社マルイチ横浜 青森県上北郡野辺地町字鳥井平34-92

BR010043 岩手県 株式会社おがよし　本社工場 岩手県宮古市日立浜町８番２３号

BR010044 岩手県 株式会社おがよし　田老工場 岩手県宮古市田老古田７５番７号

BR010095 岩手県 株式会社おがよし　田老第３工場 岩手県宮古市田老字吉田75-17

BR010084 宮城県 協同水産株式会社 宮城県気仙沼市波路上内沼16番地

BR010109 宮城県 大興水産株式会社 宮城県石巻市魚町2丁目6番8号

認定番号 自治体 施     設     名 所　　在　　地 輸     出    品    目

I-1 岩手県 株式会社いわちく 岩手県紫波郡紫波町犬淵字南谷地１２０ 牛肉


（７）対シンガポール輸出食肉認定施設　（３施設）

認定番号 自治体 施     設     名 所　　在　　地 輸     出    品    目

I-1 岩手県 株式会社いわちく 岩手県紫波郡紫波町犬淵字南谷地１２０
牛肉

AK-1 秋田県 株式会社ミートランド 秋田県鹿角市八幡平字外川原31-1 豚肉

IW-1 岩手県 株式会社いわちく　豚処理加工施設 岩手県紫波郡紫波町犬淵字下越田1-1 豚肉

（８）対台湾輸出食肉認定施設　（３施設）

認定番号 自治体 施     設     名 所　　在　　地 輸     出    品    目

I-1 岩手県 株式会社いわちく 岩手県紫波郡紫波町犬淵字南谷地１２０
牛肉

秋田県食肉流通センター
株式会社秋田県食肉流通公社

Yamagata
City 1

山形県総合食肉流通センター

P-2 株式会社山形県食肉公社

AKC-1 秋田県 秋田県秋田市河辺神内字堂坂２番地１ 牛肉

山形市 山形県山形市大字中野字的場９３６番地 牛肉

(６）対米、対カナダ、対オーストラリア及び対香港輸出食肉認定施設　（１施設）

（５）ブラジル向け輸出水産食品認定施設　（８施設）
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検査機関の名称 登録検査機関の所在地 登録区分 検査の種類 検査施設の名称 検査施設の所在地

第26条第１項 理化学的検査

第26条第２項 細菌学的検査

第26条第３項 動物を用いる検査

第26条第１項 理化学的検査

第26条第２項 細菌学的検査

第26条第３項

第26条第１項 理化学的検査

第26条第２項 細菌学的検査

第26条第３項

第26条第１項 理化学的検査

第26条第２項

第26条第３項

第26条第１項 理化学的検査

第26条第２項 細菌学的検査

第26条第３項

第26条第１項 理化学的検査

第26条第２項 細菌学的検査

第26条第３項

第26条第１項 細菌学的検査

第26条第２項

第26条第３項

第26条第１項 理化学的検査

第26条第２項

第26条第３項

第26条第１項 理化学的検査

第26条第２項

第26条第３項

第26条第１項 理化学的検査

第26条第２項

第26条第３項

（９)食品衛生法に基づく登録検査機関　（10機関）

株式会社日本微生物研究所
宮城県仙台市宮城野区扇町２丁目３
－３６

（株）日本微生物研究所
仙台市宮城野区扇町２
丁目３－３６

（一財）青森県薬剤師会 食
と水の検査センター

（一社）岩手県薬剤師会
　検査センター

山形県山形市松栄１－６
－６８

宮城県仙台市宮城野区
高砂１－２４－１８

青森県青森市大字野木
字山口164番43

岩手県盛岡市上堂４丁
目５番３４号

宮城県仙台市泉区松森
字堤下７－１

（一財）宮城県公衆衛生協
会

（一財）山形県理化学
分析センター

（公財）宮城県公害衛生検査
      センター

宮城県仙台市青葉区落合２丁目１５－
２４

（公財）宮城県公害衛生 
 
  検査センター

仙台市青葉区落合２丁
目１５－２４

青森県青森市大字野木字山口164番
43

岩手県盛岡市馬場町
３－１２

（一社）岩手県薬剤師会

（一財）青森県薬剤師会 食と水の
検査センター

（一財）宮城県公衆衛生協会
宮城県仙台市泉区松森字堤下
７－１

山形県山形市松栄
１－６－６８

福島県福島市方木田字水戸内
１９－６

（一財）山形県理化学分析
      センター

（公財）福島県保健衛生協会

（一財）日本食品検査 東京都大田区平和島四丁目１番２３

山形県山形市高木６

福島県二本松市平石高
田４－２８６

福島県福島市方木田字
水戸内１９－６

（公財）福島県保健衛生協
会

（一財）日本食品検査 仙台
検査所

日本環境科学株式会社 山形県山形市高木６ 日本環境科学株式会社

日本エコテック株式会社 東京都中央区日本橋１－２－５
日本エコテック(株)　　　　　　　
　　　　　福島分析センター
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令和3年4月1日現在

青森県　 (承認施設なし。）

岩手県 （3施設、3食品群、5品目）

No. 施　設　名 所　在　地 食品群 承認品目

1 株式会社岩手ヤクルト工場 岩手県北上市相去町大松沢１－４５ 乳製品 乳酸菌飲料

2 全国酪農業組合連合会北福岡工場 岩手県二戸市石切所字杉の沢１－２ 乳製品 脱脂粉乳

3 株式会社湯田牛乳公社 岩手県和賀郡西和賀町小繁沢５５－１３８ 乳 牛乳、加工乳、脱脂乳

宮城県　 (承認施設なし。）

秋田県 　（1施設、1食品群、1品目）

No. 施　設　名 所　在　地 食品群 承認品目

1
株式会社鳥海高原ユースパーク花立
牧場工房ミルジー

秋田県由利本荘市矢島町城内字花立６０ 乳 牛乳

山形県 （4施設、4食品群、4品目）

No. 施　設　名 所　在　地 食品群 承認品目

1 東北日本ハム株式会社第二工場 山形県酒田市広栄町2丁目２－２９ 食肉製品 加熱後包装食肉製品

2 丸菱食品株式会社第５工場 山形県寒河江市大字寒河江字赤田６５－１ 清涼飲料水
その他の清涼飲料水（殺
菌後密栓・密封）

3 山形食品株式会社 山形県南陽市漆山１１７６－１ 清涼飲料水

その他の清涼飲料水（殺
菌後密栓・密封（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
ﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄ容器製品に限
る。））

4 奥羽乳業協同組合 山形県西村山郡河北町吉田字花ノ木２１５０－３ 乳 牛乳

福島県 （4施設、5食品群、8品目）

No. 施　設　名 所　在　地 食品群 承認品目

1 東北協同乳業株式会社本宮工場 福島県安達郡本宮町大字荒井字下原１４ 乳、乳製品 牛乳、乳飲料、発酵乳

2 株式会社ヤクルト本社福島工場 福島県福島市黒岩字遠沖１０－１ 乳製品 乳酸菌飲料、発酵乳

3 松永牛乳株式会社 福島県南相馬市原町区上渋佐字原田１５９ 乳 牛乳

4
春雪さぶーる株式会社サガミハム白
河工場

福島県白河市白坂字牛清水１０５ 食肉製品
加熱後包装食肉製品、包
装後加熱食肉製品

（10）総合衛生管理製造過程による食品の製造等の承認施設　（12施設、13食品群、18品目）　　　
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5 保険年金課関係 
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令和３年３月３１日現在

形態 　所　　　        　在　　　    　地

1 青森銀行 単一 030-0823 青森市橋本１－９－３０

2 みちのく銀行 単一 030-8622 青森市勝田１－３－１

3 日本原燃 単一 039-3212 上北郡六ヶ所村大字尾駮字沖付４－１０８

4 岩手銀行 単一 020-0021 盛岡市中央通１－２－３　

5 北日本銀行 単一 020-0063 盛岡市材木町２－２３　きたぎん材木町ビル内

6 岩手県自動車販売 総合 020-0122 盛岡市みたけ３－３２－１８

7 東北銀行 単一 020-0023 盛岡市内丸３－１

8 日本ハウスホールディングス 単一 020-0021 盛岡市中央通２－８－５　東日本中央通ビル３階

9 東北電力 単一 980-8550 仙台市青葉区本町１－７－１

10 七十七銀行 単一 980-0021 仙台市青葉区中央３－３－２０

11 河北新報 単一 980-0022 仙台市青葉区五橋１－２－２８

12 ユアテック 単一 983-8622 仙台市宮城野区榴岡４－１－１

13 東北しんきん 総合 984-0816 仙台市若林区河原町１－２－８

14 東北薬業 総合 980-0022 仙台市青葉区五橋１－１－１７　仙台ビルディング駅前館７階

15 宮城県自動車販売 総合 983-0036 仙台市宮城野区苦竹４－３－１　仙台トラックターミナルビル２階

16 仙台銀行 単一 980-0811 仙台市青葉区一番町２－１－１

17 仙台卸商 総合 984-0015 仙台市若林区卸町２－９－５

18 トヨタ自動車東日本 単一 981-3609 黒川郡大衡村中央平１

19 秋田銀行 単一 010-8655 秋田市山王３－２－１

20 秋田県自動車販売 総合 010-0962 秋田市八橋大畑２－１２－５５　秋田県自動車会議所３階

21 山形銀行 単一 990-8642 山形市七日町３－１－２

22 きらやか 単一 990-8611 山形市旅籠町３－２－３

23 山形県自動車販売 総合 990-2432 山形市荒楯町１－８－５

24 フィデア 単一 990-0821 山形市諏訪町１－２－２　SBKすわ１階

25 クレハ 単一 974-8686 いわき市錦町落合１６

26 東邦銀行 単一 960-8041 福島市大町３－２５

27 福島銀行 単一 960-8625 福島市万世町２－５　福島銀行本店内

28 福島トヨペットグループ 単一 963-8843 郡山市字川向１－１

29 大東銀行 単一 963-8004 郡山市中町１９－１

30 会津中央 単一 965-0011 会津若松市一箕町鶴賀苅林３９－１ つるが松窪病院２階

※単一…２３組合、総合…７組合

（１）　健  康  保  険  組  合　所　在  地  一  覧

青
森

組合名

秋
田

山
形

福
島

岩
手

宮
城
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令和３年３月３１日現在

令和３年３月３１日現在

秋田支部  010-8507  秋田市旭北錦町５－５０　シティビル秋田２階  

山形支部  990-8587  山形市幸町１８－２０　ＪＡ山形市本店ビル５階

名称 所在地

青森支部  030-8552　青森市長島２－２５－３  ニッセイ青森センタービル８階

岩手支部  020-8508  盛岡市中央通１－７－２５   朝日生命盛岡中央通ビル２階

山形支部  990-0039  山形市香澄町２－８－１８　第７近宣ビル４階

福島支部  960-8546  福島市栄町６－６　ＮＢＦユニックスビル８階

（２）　全　国　健　康　保　険　協　会　支　部　所　在　地　一　覧

（３）　全　国　国　民　年　金　基　金　支　部　所　在　地　一　覧

名称 所在地

宮城支部  980-8561　仙台市青葉区国分町３－６－１　仙台パークビル８階

青森支部  030-0802　青森市本町１－４－17　大樹生命青森ビル２階

岩手支部  020-0024  盛岡市菜園１－３－６　農林会館９階１号

福島支部  960-8043  福島市中町１－１９　中町ビル５階

宮城支部  980-0802　仙台市青葉区二日町１３－１８　ステーションプラザビル７階

秋田支部  010-0001  秋田市中通１－４－３２　秋田センタービル５階
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令和３年３月３１日現在

形態 　所　　　        　在　　　    　地

青
森

1 青森銀行 連合 030-0823 青森市橋本１－９－３０

2 北日本銀行 単独 020-0063 盛岡市材木町２－２３　きたぎん材木町ビル内

3 日本ハウスホールディングス 連合 020-0021 盛岡市中央通２－８－５　東日本中央通ビル３階

4 岩手銀行 連合 020-0021 盛岡市中央通１－２－３

5 大船渡 総合 022-0002 大船渡市大船渡町字砂森２－２０

6 東北自動車産業 総合 020-0122 盛岡市みたけ３－３２－１８

7 岩手県建設業 総合 020-0873 盛岡市松尾町１７－９

8 七十七銀行 単独 980-0021 仙台市青葉区中央３－３－２０

9 東日本印刷関連 総合 983-0034 仙台市宮城野区扇町３－９－１２

10 東北オアシス 総合 983-0861 仙台市宮城野区鉄砲町１－２　猪股ビル４階

11 東北薬業 総合 980-0022 仙台市青葉区五橋１－１－１７　仙台ビルディング駅前館８階

12 東北七県電気工事業 総合 984-0074 仙台市若林区東七番丁１５７

13 秋田銀行 連合 010-0951 秋田市山王３－２－１

14 秋田県自動車販売 総合 010-0962 秋田市八橋大畑２－１２－５５　秋田県自動車会議所３階

15 秋田県工業会 総合 010-0001 秋田市中通２－２－３２　山二ビル５階

16 山形銀行 連合 990-0042 山形市七日町３－１－２

17 きらやか銀行 連合 990-0047 山形市旅篭町３－２－３

18 すこやか 総合 990-0047 山形市旅篭町１－１２－５３

19 フィデア 連合 997-0034 鶴岡市本町１－９－７

20 東邦銀行 連合 960-8041 福島市大町３－２５

21 ゼビオ 連合 963-8024 郡山市朝日３－７－２５

22 福島県病院 総合 960-8043 福島市中町７－１７

※単独…２基金、連合…９基金、総合…１１基金

（４）　確　定　給　付　企　業　年　金　基　金　所　在  地  一  覧

福
島

企業年金基金名

岩
手

宮
城

秋
田

山
形
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青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 計

健康保険組合 3 5 10 2 4 6 30

全国健康保険協会支部 1 1 1 1 1 1 6

厚生年金基金 0 0 0 0 0 0 0

全国国民年金基金支部 1 1 1 1 1 1 6

確定給付企業年金 76 70 142 82 123 111 604

確定拠出年金 30 29 51 14 40 43 207

（５）　県別保険者等数

令和３年３月３１日現在
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6 管理課関係 
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〒030-0801 青森市新町２－４－１　青森県共同ビル３階

〒020-0025 盛岡市大沢川原３－７－３０　国保会館内

〒980-0011 仙台市青葉区上杉１－２－３　宮城県自治会館内

〒010-0951 秋田市山王４－２－３　秋田県市町村会館４階

〒991-0041 寒河江市大字寒河江字久保６

〒960-8043 福島市中町３－７

〒030-0801 青森市新町２－４－１　県共同ビル１階

〒020-8510 盛岡市山王町４－１　岩手県自治会館４階

〒980-0011 仙台市青葉区上杉１－２－３　宮城県自治会館９階

〒010-0951 秋田市山王４－２－３　秋田県市町村会館１階

〒991-0041 寒河江市大字寒河江字久保６　山形県国保会館内

〒960-8043 福島市中町８－２　福島県自治会館２階

〒030-8502 青森市堤町１－５－１

〒020-0883 盛岡市志家町１０－３５

〒983-8504 仙台市宮城野区榴岡５－１－２７

〒010-8566 秋田市中通７－２－１７

〒990-9559 山形市鉄砲町２－１５－１

〒960-8555 福島市三河南町１１－５

社会保険診療報酬支払基金宮城支部

社会保険診療報酬支払基金秋田支部

社会保険診療報酬支払基金山形支部

社会保険診療報酬支払基金福島支部

（１）　東北厚生局所管国民健康保険団体連合会一覧

（３）　東北厚生局所管社会保険診療報酬支払基金一覧

名　　称 所　在　地

社会保険診療報酬支払基金青森支部

社会保険診療報酬支払基金岩手支部

所　在　地

青森県国民健康保険団体連合会

岩手県国民健康保険団体連合会

宮城県国民健康保険団体連合会

秋田県国民健康保険団体連合会

名　　称

山形県国民健康保険団体連合会

福島県国民健康保険団体連合会

（２）　東北厚生局所管後期高齢者医療広域連合一覧

名　　称 所　在　地

福島県後期高齢者医療広域連合

青森県後期高齢者医療広域連合

岩手県後期高齢者医療広域連合

宮城県後期高齢者医療広域連合

秋田県後期高齢者医療広域連合

山形県後期高齢者医療広域連合
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7 医療課関係 
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○特定機能病院の立入検査 令和３年３月31日現在

病院名 所在地 立入検査実施日

弘前大学医学部附属病院 青森県弘前市本町53

岩手医科大学附属病院 岩手県紫波郡矢巾町医大通2-1-1

東北大学病院 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1

秋田大学医学部附属病院 秋田県秋田市広面蓮沼44-2

山形大学医学部附属病院 山形県山形市飯田西2-2-2

福島県立医科大学附属病院 福島県福島市光が丘1

○臨床研究中核病院の立入検査 令和３年３月31日現在

病院名 所在地 立入検査実施日

東北大学病院 宮城県仙台市青葉区星陵町1-1 中止

※令和２年度は、新型コロナウィルス感染症の感染状況等を鑑み、全機関中止

特定機能病院及び臨床研究中核病院立入検査一覧

中止
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  8 指導監査課・各県事務所関係 
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参考資料（１）　令和２年度　東北厚生局　指導・監査実施状況

【保険医療機関等の指導・監査実施状況】 （単位：件）

保険医療機関等を対象 保険医等を対象

医　　科 68 86 17 13
歯　　科 32 6 17 9
薬　　局 67 51 24 14
柔　　整 11 1
あ は き 29
訪問看護 11
医　　科 65 60 1 10
歯　　科 40 30 4 6
薬　　局 80 73 17 19
柔　　整 15 1
あ は き 28
訪問看護 25
医　　科 156 193 14 27 1
歯　　科 107 51 26 19
薬　　局 162 169 21 35
柔　　整 51 1
あ は き 125
訪問看護 16
医　　科 54 78 10 7
歯　　科 25 4 18 4
薬　　局 51 45 20 7
柔　　整 7 2
あ は き
訪問看護 6
医　　科 56 68 14 10
歯　　科 35 2 19 5
薬　　局 71 64 23 9
柔　　整 3
あ は き 28
訪問看護 15
医　　科 135 109 17 11
歯　　科 87 140 16 11 1
薬　　局 97 123 23 18 1
柔　　整
あ は き 330
訪問看護
医　　科 534 594 0 73 78 1 0
歯　　科 326 233 0 100 54 1 0
薬　　局 528 525 0 128 102 1 0
柔　　整 87 5 0 0 0
あ は き 540 0 0 0 0
訪問看護 73 0 0 0 0

【行政措置を受けた保険医療機関等数、保険医等数】 （単位：件）

取消（相当を含む） 戒告 注意 取消 戒告 注意
医　　科
歯　　科
薬　　局
訪問看護
医　　科
歯　　科
薬　　局
訪問看護
医　　科
歯　　科
薬　　局
訪問看護
医　　科
歯　　科
薬　　局
訪問看護
医　　科
歯　　科 1 1
薬　　局
訪問看護
医　　科
歯　　科
薬　　局
訪問看護
医　　科 0 0 0 0 0 0
歯　　科 1 0 0 1 0 0
薬　　局 0 0 0 0 0 0
訪問看護 0 0 0

保険医等数

青森

岩手

宮城

秋田

山形

保険医療機関等数

福島

合計

山形

福島

合計

県名 対象機関

監査
(注5)

施設基準等適時
調査 (注6)

青森

岩手

宮城

個別指導
(注3)

新規個別指
導 (注4)

秋田

県名 対象機関 集団指導(注1) 集団的個別
指導 (注2)
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【柔道整復師及びあはき師の指導・監査実施状況】 （単位：件）

柔道整復師数 実施回数(日) 柔道整復師数 実施回数(日) あはき師数 実施回数(日) あはき師数 実施回数(日)

青森 1 1
岩手 3 1
宮城 1 1
秋田 2 2
山形
福島
合計 7 5 0 0 0 0 0 0

【保険医療機関等指定状況】 （単位：件）

医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局
青森 16 9 17 62 22 63
岩手 26 7 36 62 38 70
宮城 79 39 91 124 85 143
秋田 25 9 24 50 24 45
山形 25 14 34 60 34 51
福島 36 17 49 103 64 75
合計 207 95 251 461 267 447

※新規指定保険医療機関数は新規のほか移動、組織変更、交代等が含まれる。

【保険医療機関等情報】 （単位：件） 【柔道整復師情報】
令和３年３月31日現在 令和３年３月31日現在

協定 (注7) 契約 (注8)
医　　科 766 3,533 青森 353 222 131
歯　　科 543 953 岩手 316 128 188
薬　　局 599 2,481 宮城 833 334 499
訪問看護 137 秋田 271 183 88
医　　科 773 3,663 山形 315 196 119
歯　　科 596 1,322 福島 631 190 441
薬　　局 602 2,574 合計 2,719 1,253 1,466
訪問看護 130 ※施術所の数は、受領委任の取り扱いを届け出している

医　　科 1,548 7,333 　施術所数である。

歯　　科 1,091 2,404 ※柔道整復師の数は、受領委任の取り扱いを行う施術所

薬　　局 1,138 6,401 　の管理者が受けた登録記号の内訳である。

訪問看護 188
医　　科 681 2,997 【あはき師情報】
歯　　科 454 830 令和３年３月31日現在
薬　　局 516 2,450
訪問看護 82
医　　科 797 3,069 青森 118
歯　　科 472 822 岩手 135
薬　　局 580 2,003 宮城 377
訪問看護 77 秋田 160
医　　科 1,235 5,241 山形 145
歯　　科 920 1,687 福島 345
薬　　局 864 3,926 合計 1,280
訪問看護 158 ※施術所の数は、受領委任の取り扱いを届け出している

医　　科 5,800 25,836 　施術所数である。

歯　　科 4,076 8,018 ※あはき師の数は、受領委任の取り扱いを行う施術所の

薬　　局 4,299 19,835 　管理者が受けた登録記号の内訳である。

訪問看護 772

県名 施術所数

令和２年４月１日～令和３年３月31日

（単位：件、人）

（単位：件、人）

福島

合計

柔道整復師

青森

岩手

宮城

秋田

山形

あはき師

122
137
383
160
149
345

1,296

県名
新規指定保険医療機関等数 指定更新保険医療機関等数

県名 対象機関 医療機関等数 保険医等数 県名 施術所数

個別指導 監査県名
柔道整復師

個別指導 監査
あはき師
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参考資料（２）　関係用語集

用  語 内　　　容

　注１　　集団指導
　「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等に定める保険診
療の取扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底
させることを主眼とし、一定の場所に集めて講習等の方式によ
り行う指導。

　注２　　集団的個別指導
　「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等に定める保険診
療の取扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底
させることを主眼とし、保険医療機関等を一定の場所に集めて
講習等の方式により個別に簡便な面接懇談方式により行う指
導。

　注３　　個別指導
　「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等に定める保険診
療の取扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底
させることを主眼とし、保険医療機関等を一定の場所に集め
て、又は保険医療機関等において、個別に面接懇談方式により
行う指導。

　注４　　新規個別指導
　「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等に定める保険診
療の取扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底
させることを主眼とし、新規指定より概ね６ヶ月経過した保険
医療機関等を一定の場所に集めて、又は保険医療機関等におい
て、個別に面接懇談方式により行う指導。

　注８　　契約 　地方厚生（支）局長及び都道府県知事と結んだ契約に基づき
承諾された社団法人都道府県柔道整復師会の会員以外の柔道整
復師。

　注５　　監査
　保険医療機関等の診療内容又は診療報酬の請求について、不
正又は著しい不当が疑われる場合等において、的確に事実関係
を把握し、公正かつ適切な措置を図ることを主眼とし、保険医
療機関等に対し一定の場所、又は保険医療機関等において、個
別に面接懇談方式により行う監査。

　注６　　施設基準等適時
　　　　　調査

　診療報酬項目の算定要件となっている人員配置や設備等の基
準である基本診療料等の施設基準等の届出があった保険医療機
関等を対象とし、原則として年１回、受理後６ヶ月以内を目途
に保険医療機関等において行う調査。

　注７　　協定 　地方厚生（支）局長及び都道府県知事と社団法人都道府県柔
道整復師会との間で行われている協定に基づき登録された社団
法人都道府県柔道整復師会の会員の柔道整復師。
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