
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

平成30年 6月 1日 特殊疾患病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    102,1494,7 医療法人社団　札幌百〒002-8081 一般        48（特疾１）第115号         平成24年10月 1日
     合の会病院 札幌市北区百合が原１１丁目１８療養        88 病棟名:特殊疾患病棟
     ６番地 病棟面積のうち患者１人当たり
     011-771-1501  (011-771-0865) :23㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203,1445,7 定山渓病院 〒061-2303 一般        94（特疾１）第120号         平成27年11月 1日
     (07,3041,9) 札幌市南区定山渓温泉西３丁目７療養       292 病棟名:３Ａ病棟　４７床
     １番地 病棟面積のうち患者１人当たり
     011-598-3323  (011-598-2079) :17.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.7㎡
     届出に係る病棟病棟数:3棟
     届出に係る病棟病床数:141床
     病棟名:５Ａ病棟　４７床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :17.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303,1992,8 医療法人　札幌平岡病〒004-0872 一般        60（特疾１）第122号         平成28年 3月 1日
     院 札幌市清田区平岡２条１丁目１５療養       180 病棟名:２Ｂ病棟　６０床
     番２０号 病棟面積のうち患者１人当たり
     011-881-3711  (011-881-3918) :16.01㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.98㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    404,1399,4 医療法人　福和会　札〒006-0841 一般       225（特疾１）第121号         平成28年 2月 1日
     幌立花病院 札幌市手稲区曙１１条２丁目３番療養       112 病棟名:３階Ａ病棟
     １２号 精神        60 病棟面積のうち患者１人当たり
     011-683-8718  (011-681-2830) :16.11㎡
     病棟名:２階Ｂ病棟
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :16.01㎡
     病棟名:３階Ｃ病棟
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :16.02㎡
     病棟名:２階Ｃ病棟
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :16.01㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    505,1047,6 医療法人中山会　新札〒004-0002 一般        60（特疾１）第125号         平成29年 9月 1日
     (05,3365,6) 幌パウロ病院 札幌市厚別区厚別東２条６丁目４療養       279 病棟名:１病棟
     番１号 介護        54 病棟面積のうち患者１人当たり
     011-897-4111  (011-897-4114) :16.8㎡



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

平成30年 6月 1日 特殊疾患病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    629,1927,9 医療法人元生会愛生病〒078-8340 一般        60（特疾１）第124号         平成28年 9月 1日
     院 旭川市東旭川町共栄２２３番６ 病棟名:２階病棟
     0166-34-3838  (0166-34-2867) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :21㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.4㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:60床
     入院患者の比率:85.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    737,1112,1 医療法人社団　洞仁会〒049-5892 一般       100（特疾１）第95号          平成20年10月 1日
     　洞爺温泉病院 虻田郡洞爺湖町洞爺町５４番地４療養        28 病棟名:３東病棟
     １ 介護        88 届出に係る病棟病棟数:1棟
     0142-87-2311  (0142-87-2260) 届出に係る病棟病床数:55床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    846,1380,5 医療法人社団芳誠会　〒080-0023 一般       125（特疾１）第126号         平成29年12月 1日
     十勝脳神経外科病院 帯広市西１３条南１丁目１番地２ 病棟名:３階病棟
     0155-35-6711  (0155-35-3765) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.3㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:45床
     入院患者の比率:90.4
     病棟名:４階病棟
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:45床
     入院患者の比率:95.3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    975,1078,4 医療法人翔陽会　滝川〒073-0044 一般        72（特疾１）第94号          平成20年10月 1日
     脳神経外科病院 滝川市西町１丁目２番５号 療養        60 病棟面積のうち患者１人当たり
     0125-22-0250  (0125-23-1302) :16.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:34床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 特殊疾患病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    103,1385,5 医療法人　重仁会　大〒004-0041 精神       265（特疾２）第80号          平成20年10月 1日
     谷地病院 札幌市厚別区大谷地東５丁目７番療養        50 病棟名:第２病棟　６０床
     １０号 届出に係る病棟病棟数:1棟
     011-891-3737  (011-891-3868) 届出に係る病棟病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203,1760,9 社会医療法人共栄会　〒003-0869 精神       419（特疾２）第87号          平成21年 5月 1日
     (05,3252,6) 札幌トロイカ病院 札幌市白石区川下５７７番地８ 病棟名:新館Ａ１階
     011-873-1221  (011-873-2053) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.1㎡
     届出に係る病棟病棟数:3棟
     届出に係る病棟病床数:180床
     病棟名:新館Ａ２階病棟
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.1㎡
     病棟名:新館Ａ３階病棟
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    304,1281,4 緑ケ丘療育園 〒063-0003 精神       166（特疾２）第81号          平成20年10月 1日
     札幌市西区山ノ手３条１２丁目３ 病棟名:３棟１６６床（５６、
     番１２号 ５６、５４）
     011-611-9301  (011-621-7404) 届出に係る病棟病棟数:3棟
     届出に係る病棟病床数:166床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    404,1399,4 医療法人　福和会　札〒006-0841 一般       225（特疾２）第105号         平成29年12月 1日
     幌立花病院 札幌市手稲区曙１１条２丁目３番療養       112 病棟名:サンライズ
     １２号 精神        60 病棟面積のうち患者１人当たり
     011-683-8718  (011-681-2830) :16㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:60床
     入院患者の比率:90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    511,1185,2 医療法人資生会　千歳〒066-0067 精神       168（特疾２）第103号         平成28年10月 1日
     病院 千歳市桂木１丁目５番６ 病棟名:４階病棟
     0123-40-0700  (0123-40-0701) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.16㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.6㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:59床
     入院患者の比率:83.5



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

平成30年 6月 1日 特殊疾患病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    620,1196,0 大倉山学院 〒047-0263 精神       168（特疾２）第77号          平成20年10月 1日
     小樽市見晴町２０番２号 届出に係る病棟病棟数:3棟
     0134-62-2510  (0134-62-5125) 届出に係る病棟病床数:168床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    729,1280,3 北海道療育園 〒071-8144 一般       156（特疾２）第91号          平成24年 6月 1日
     (29,3983,6) 旭川市春光台４条１０丁目 精神       180 病棟名:第一療育課
     0166-51-6524  (0166-51-6871) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :17.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:4.5㎡
     届出に係る病棟病棟数:4棟
     届出に係る病棟病床数:240床
     病棟名:第二療育課
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:4.9㎡
     病棟名:第三療育課
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    829,1421,3 医療法人社団　旭川圭〒078-8208 精神       399（特疾２）第104号         平成29年 5月 1日
     泉会病院 旭川市東旭川町下兵村２５２番地 病棟名:２号館１階病棟
     0166-36-1559  (0166-36-4193) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.09㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.58㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:60床
     入院患者の比率:83.2
     病棟名:１号館１階病棟
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.19㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.09㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:64床
     入院患者の比率:88.8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 特殊疾患病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    930,1083,9 北の峰病院 〒076-0016 精神       170（特疾２）第100号         平成28年 9月 1日
     富良野市２０６２番地 病棟名:第１病棟
     0167-22-2011  (0167-23-1606) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1036,1178,4 医療法人社団　玄洋会〒059-1265 療養        63（特疾２）第101号         平成28年 9月 1日
     　道央佐藤病院 苫小牧市字樽前２３４番地 精神       402 病棟名:中央第１病棟
     0144-67-0236  (0144-67-3125) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.4㎡
     入院患者の比率:80
     病棟名:南２病棟
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :16.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.6㎡
     入院患者の比率:85
     病棟名:南３病棟
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :16㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6㎡
     入院患者の比率:82
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1136,1226,1 社会医療法人こぶし　〒059-1365 精神       230（特疾２）第75号          平成20年10月 1日
     植苗病院 苫小牧市字植苗５２番地の２ 病棟名:第３病棟　６０床
     0144-58-2314  (0144-58-2564) 届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1238,1146,7 医療法人社団　静和会〒056-0022 精神       218（特疾２）第106号         平成30年 6月 1日
     　石井病院 日高郡新ひだか町静内高砂町３丁 病棟名:第５病棟
     目３番１号 病棟面積のうち患者１人当たり
     0146-42-3031  (0146-43-3389) :19.8㎡
     入院患者の比率:80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1352,1052,8 美幌療育病院 〒092-0030 一般        60（特疾２）第86号          平成20年10月 1日
     網走郡美幌町字美富９番地 精神        60 届出に係る病棟病棟数:1棟
     01527-3-3145  (01527-3-5298) 療養        30 届出に係る病棟病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 特殊疾患病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1472,1022,9 平岸病院 〒079-1281 一般        42（特疾２）第88号          平成23年 9月 1日
     (71,3166,0) 赤平市平岸新光町２丁目１番地 精神       324 病棟名:第２病棟
     0125-38-8331  (0125-38-8553) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :16.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.1㎡
     届出に係る病棟病棟数:2棟
     届出に係る病棟病床数:90床
     入院患者の比率:100
     病棟名:第５病棟
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.5㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:42床
     入院患者の比率:100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 緩和ケア病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1625,8 ＪＡ北海道厚生連　札〒060-0033 一般       519（緩１）第70号            平成30年 4月 1日
     幌厚生病院 札幌市中央区北３条東８丁目５番 当該病棟総数病床数①:25床
     地 当該病棟の特別の療養環境の提
     011-261-5331  (011-271-5320) 供に係る病床数の割合:20％
     当該病棟の面積１床当たり:63.
     32㎡
     病室部分の面積１床当たり:19.
     2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1894,0 時計台記念病院 〒060-0031 一般       250（緩１）第51号            平成27年12月 1日
     札幌市中央区北１条東１丁目２番 当該病棟総数病床数①:13床
     ３号 当該病棟の特別の療養環境の提
     011-251-1221  (011-219-1405) 供に係る病床数の割合:15.4％
     当該病棟の面積１床当たり:41.
     44㎡
     病室部分の面積１床当たり:14.
     95㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    302,1577,9 医療法人　彰和会　北〒065-0041 一般       199（緩１）第53号            平成28年 7月 1日
     海道消化器科病院 札幌市東区本町１条１丁目２番１ 当該病棟総数病床数①:14床
     ０号 当該病棟の特別の療養環境の提
     011-784-1811  (011-784-1838) 供に係る病床数の割合:36％
     当該病棟の面積１床当たり:37.
     76㎡
     病室部分の面積１床当たり:11.
     92㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402,1978,9 勤医協中央病院 〒007-8505 一般       450（緩１）第63号            平成30年 4月 1日
     札幌市東区東苗穂５条１丁目９番 当該病棟総数病床数①:24床
     １号 当該病棟の面積１床当たり:46.
     011-782-9111  (011-781-0680) 9㎡
     病室部分の面積１床当たり:14.
     36㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    503,1040,6 ＫＫＲ札幌医療センタ〒062-0931 一般       450（緩１）第68号            平成30年 4月 1日
     ー 札幌市豊平区平岸１条６丁目３番 当該病棟総数病床数①:30床
     ４０号 当該病棟の特別の療養環境の提
     011-822-1811  (011-841-4572) 供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:32.
     07㎡
     病室部分の面積１床当たり:8.6
     3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 緩和ケア病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    603,1513,2 社会医療法人　恵佑会〒003-0027 一般       229（緩１）第73号            平成30年 4月 1日
     (05,3192,4) 　札幌病院 札幌市白石区本通１４丁目北１番 当該病棟総数病床数①:24床
     １号 当該病棟の特別の療養環境の提
     011-863-2101  (011-864-1032) 供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:42.
     13㎡
     病室部分の面積１床当たり:8.1
     2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    703,1667,6 医療法人　潤和会　札〒004-0053 一般       118（緩１）第49号            平成27年 5月 1日
     幌ひばりが丘病院 札幌市厚別区厚別中央３条２丁目療養        58 当該病棟総数病床数①:35床
     １２番１号 当該病棟の特別の療養環境の提
     011-894-7070  (011-894-7657) 供に係る病床数の割合:28.57％
     当該病棟の面積１床当たり:30.
     72㎡
     病室部分の面積１床当たり:8.5
     ㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    803,1728,6 医療法人　東札幌病院〒003-8585 一般       243（緩１）第37号            平成23年 4月 1日
     (05,3308,6) 札幌市白石区東札幌３条３丁目７ 当該病棟総数病床数①:30床
     番３５号 当該病棟の特別の療養環境の提
     011-812-2311  (011-823-9552) 供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:30.
     1㎡
     病室部分の面積１床当たり:13.
     5㎡
     当該病棟総数病床数①:28床
     当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:30.
     1㎡
     病室部分の面積１床当たり:9.6
     ㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    903,1765,8 社会医療法人　札幌清〒004-0831 一般       109（緩１）第52号            平成28年 7月 1日
     田病院 札幌市清田区真栄１条１丁目１番 当該病棟総数病床数①:20床
     １号 当該病棟の面積１床当たり:36.
     011-883-6111  (011-882-7477) 72㎡
     病室部分の面積１床当たり:13.
     07㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 緩和ケア病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1003,1815,1 医療法人為久会　札幌〒005-0802 一般       188（緩１）第39号            平成24年 5月 1日
     共立五輪橋病院 札幌市南区川沿２条１丁目２番５ 当該病棟総数病床数①:18床
     ４号 当該病棟の特別の療養環境の提
     011-571-8221  (011-571-7405) 供に係る病床数の割合:38.9％
     当該病棟の面積１床当たり:32.
     89㎡
     病室部分の面積１床当たり:12.
     42㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1103,1835,9 社会医療法人　北楡会〒003-0006 一般       281（緩１）第72号            平成30年 4月 1日
     (05,3314,4) 　札幌北楡病院 札幌市白石区東札幌６条６丁目５ 当該病棟総数病床数①:9床
     番１号 当該病棟の特別の療養環境の提
     011-865-0111  (011-865-9634) 供に係る病床数の割合:11.1％
     当該病棟の面積１床当たり:59.
     7㎡
     病室部分の面積１床当たり:15.
     83㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1205,1535,0 医療法人徳洲会　札幌〒004-0801 一般        88（緩１）第71号            平成30年 4月 1日
     南徳洲会病院 札幌市清田区里塚１条２丁目２０ 当該病棟総数病床数①:18床
     番１号 当該病棟の特別の療養環境の提
     011-883-0602  (011-883-0642) 供に係る病床数の割合:44％
     当該病棟の面積１床当たり:34.
     9㎡
     病室部分の面積１床当たり:9.8
     ㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1314,1440,5 医療法人　敬仁会　函〒040-0021 一般        20（緩１）第54号            平成28年 9月 1日
     館おしま病院 函館市的場町１９番６号 介護        36 当該病棟総数病床数①:20床
     0138-56-2308  (0138-56-2316) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:38.
     15㎡
     病室部分の面積１床当たり:13.
     31㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1414,1616,0 医療法人　聖仁会　森〒041-0801 療養        48（緩１）第74号            平成30年 4月 1日
     病院 函館市桔梗町５５７番地 介護        52 当該病棟総数病床数①:35床
     0138-47-2222  (0138-47-2200) 一般        35 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:20％
     当該病棟の面積１床当たり:32.
     1㎡
     病室部分の面積１床当たり:8.2
     ㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 緩和ケア病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1529,1457,7 ＪＡ北海道厚生連　旭〒078-8211 一般       539（緩１）第69号            平成30年 4月 1日
     川厚生病院 旭川市１条通２４丁目１１１番地 当該病棟総数病床数①:23床
     ３ 当該病棟の特別の療養環境の提
     0166-33-7171  (0166-33-6075) 供に係る病床数の割合:8.6％
     当該病棟の面積１床当たり:38.
     7㎡
     病室部分の面積１床当たり:16.
     9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1629,1568,1 医療法人社団　慶友会〒070-0054 一般       263（緩１）第64号            平成30年 4月 1日
     (29,3613,9) 　吉田病院 旭川市４条西４丁目１番２号 当該病棟総数病床数①:11床
     0166-25-1115  (0166-25-4650) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:27.3％
     当該病棟の面積１床当たり:30.
     29㎡
     病室部分の面積１床当たり:10.
     55㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1735,1204,0 社会医療法人　母恋　〒051-8501 一般       387（緩１）第62号            平成30年 4月 1日
     (35,3178,0) 日鋼記念病院 室蘭市新富町１丁目５番１３号 療養        92 当該病棟総数病床数①:22床
     0143-24-1331  (0143-22-5296) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:9％
     当該病棟の面積１床当たり:117
     .81㎡
     病室部分の面積１床当たり:20.
     5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1836,1281,6 社会医療法人　平成醫〒053-0054 一般        65（緩１）第46号            平成26年11月 1日
     塾　苫小牧東病院 苫小牧市明野新町５丁目１番３０療養       195 当該病棟総数病床数①:15床
     号 当該病棟の面積１床当たり:32.
     0144-55-8811  (0144-55-8822) 66㎡
     病室部分の面積１床当たり:12.
     4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1937,1112,1 医療法人社団　洞仁会〒049-5892 一般       100（緩１）第75号            平成30年 4月 1日
     　洞爺温泉病院 虻田郡洞爺湖町洞爺町５４番地４療養        28 当該病棟総数病床数①:18床
     １ 介護        88 当該病棟の面積１床当たり:50.
     0142-87-2311  (0142-87-2260) 71㎡
     病室部分の面積１床当たり:14.
     15㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2046,1320,1 公益財団法人北海道医〒080-0014 一般       247（緩１）第67号            平成30年 4月 1日
     (47,3430,0) 療団　帯広第一病院 帯広市西４条南１５丁目１７番地 当該病棟総数病床数①:18床
     ３ 当該病棟の面積１床当たり:59.
     0155-25-3121  (0155-25-1172) 7㎡
     病室部分の面積１床当たり:11.
     5㎡



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

平成30年 6月 1日 緩和ケア病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2150,1007,6 北見赤十字病院 〒090-8666 一般       490（緩１）第66号            平成30年 4月 1日
     (50,3457,7) 北見市北６条東２丁目１番地 精神        40 当該病棟総数病床数①:20床
     0157-24-3115  (0157-22-3339) 一般（感染） 当該病棟の特別の療養環境の提
                  2 供に係る病床数の割合:40％
     当該病棟の面積１床当たり:33.
     93㎡
     病室部分の面積１床当たり:8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2280,1002,4 独立行政法人国立病院〒003-0804 一般       520（緩１）第57号            平成29年 5月 1日
     (80,3014,3) 機構　北海道がんセン札幌市白石区菊水４条２丁目３番 当該病棟総数病床数①:28床
     ター ５４号 当該病棟の特別の療養環境の提
     011-811-9111  (011-832-0652) 供に係る病床数の割合:39.2％
     当該病棟の面積１床当たり:43.
     61㎡
     病室部分の面積１床当たり:11.
     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

平成30年 6月 1日 緩和ケア病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1894,0 時計台記念病院 〒060-0031 一般       250（緩２）第1号             平成30年 4月 1日
     札幌市中央区北１条東１丁目２番 当該病棟総数病床数①:13床
     ３号 当該病棟の特別の療養環境の提
     011-251-1221  (011-219-1405) 供に係る病床数の割合:15％
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神科救急入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    103,1385,5 医療法人　重仁会　大〒004-0041 精神       265（精救１）第3号           平成26年 4月 1日
     谷地病院 札幌市厚別区大谷地東５丁目７番療養        50 病棟数:1棟
     １０号 病床数:46床
     011-891-3737  (011-891-3868) 看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203,1479,6 ときわ病院 〒005-0853 精神       206（精救１）第5号           平成26年 4月 1日
     札幌市南区常盤３条１丁目６番１ 病棟数:1棟
     号 病床数:46床
     011-591-4711  (011-591-0922)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303,1760,9 社会医療法人共栄会　〒003-0869 精神       419（精救１）第7号           平成30年 4月 1日
     (05,3252,6) 札幌トロイカ病院 札幌市白石区川下５７７番地８ 病棟数:1棟
     011-873-1221  (011-873-2053) 病床数:60床
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
     看護職員夜間配置加算（精神科
     救急入院料の注５）:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    403,1830,0 医療法人社団　五風会〒004-0839 精神       450（精救１）第2号           平成26年 4月 1日
     (06,3280,5) 　さっぽろ　香雪病院札幌市清田区真栄３１９番地 病棟数:1棟
     011-884-6878  (011-883-6875) 病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    529,1421,3 医療法人社団　旭川圭〒078-8208 精神       399（精救１）第1号           平成26年 4月 1日
     泉会病院 旭川市東旭川町下兵村２５２番地 病棟数:1棟
     0166-36-1559  (0166-36-4193) 病床数:60床
     病棟数:1棟
     病床数:35床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    647,1217,7 北海道立緑ケ丘病院 〒080-0334 精神       168（精救１）第6号           平成27年 3月 1日
     河東郡音更町緑が丘１番地１ 病棟数:1棟
     0155-42-3377  (0155-42-4233) 病床数:32床
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神科急性期治療病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1274,5 医療法人社団　慈藻会〒064-8536 精神       228（精急１）第49号          平成27年 4月 1日
     　平松記念病院 札幌市中央区南２２条西１４丁目 看護配置加算:有
     １番２０号 看護補助加算:看護補助加算２
     011-561-0708  (011-552-5710) 病棟種別:精神
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1353,7 医療法人　北仁会　旭〒064-0946 精神       374（精急１）第39号          平成26年 5月 1日
     山病院 札幌市中央区双子山４丁目３番３ 看護配置加算:有
     ３号 看護補助加算:看護補助加算１
     011-641-7755  (011-631-5512) 病棟種別:精神
     病棟数:1棟
     病床数:44床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    302,1156,2 医療法人　啓生会病院〒065-0027 精神       211（精急１）第48号          平成27年 3月 1日
     札幌市東区北２７条東２０丁目５ 病棟種別:精神
     番２５号 病棟数:1棟
     011-781-9321  (011-785-2284) 病床数:49床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402,1359,2 特定医療法人　朋友会〒001-0930 精神       210（精急１）第41号          平成26年 8月 1日
     　石金病院 札幌市北区新川７１４番地２ 病棟種別:精神
     011-762-4111  (011-762-7877) 病棟数:1棟
     病床数:48床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502,1434,3 医療法人　研成会　札〒001-0903 精神       163（精急１）第52号          平成28年 4月 1日
     幌鈴木病院 札幌市北区新琴似３条１丁目１番 病棟種別:精神
     ２７号 病棟数:1棟
     011-709-5511  (011-709-5512) 病床数:48床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602,1532,4 医療法人社団　五稜会〒002-8029 精神       193（精急１）第42号          平成26年 8月 1日
     病院 札幌市北区篠路９条６丁目２番３ 病棟種別:精神
     号 病棟数:1棟
     011-771-5660  (011-771-5687) 病床数:48床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神科急性期治療病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    702,1543,1 医療法人社団　大藏会〒007-0862 精神       244（精急１）第23号          平成21年 7月 1日
     (03,3384,2) 　札幌佐藤病院 札幌市東区伏古２条４丁目１０番 病棟種別:精神
     １５号 病棟数:1棟
     011-781-5511  (011-781-5594) 病床数:30床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    803,1273,3 医療法人社団　同仁会〒003-0013 精神       294（精急１）第54号          平成28年 8月 1日
     　長野病院 札幌市白石区中央３条５丁目４番 看護配置加算:有
     ３０号 看護補助加算:看護補助加算１
     011-861-1037  (011-861-1032) 病棟種別:精神
     病棟数:1棟
     病床数:47床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    904,1086,7 医療法人社団　慶愛会〒064-0915 精神       227（精急１）第55号          平成29年 8月 1日
     　札幌花園病院 札幌市中央区南１５条西１５丁目 看護配置加算:有
     １番３０号 看護補助加算:看護補助加算１
     011-561-6131  (011-552-3227) 病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1004,1479,4 医療法人澤山会　手稲〒006-0816 精神       232（精急１）第45号          平成26年10月 1日
     病院 札幌市手稲区前田６条１３丁目８ 看護配置加算:有
     番１５号 看護補助加算:看護補助加算１
     011-683-1111  (011-683-1289) 病床数:52床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1110,1441,1 医療法人風のすずらん〒067-0064 精神       234（精急１）第51号          平成27年 7月 1日
     会　江別すずらん病院江別市上江別４４２番地１５ 看護配置加算:有
     011-384-2100  (011-384-2288) 看護補助加算:看護補助加算１
     病棟数:1棟
     病床数:54床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1215,1335,4 医療法人社団立青会　〒041-1112 療養        36（精急１）第53号          平成28年 7月 1日
     なるかわ病院 亀田郡七飯町鳴川４丁目３２５番精神       360 看護補助加算:看護補助加算１
     １ 病床区分:精神
     0138-65-7131  (0138-65-7132) 病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1329,1099,7 市立旭川病院 〒070-0029 一般       316（精急１）第56号          平成29年 8月 1日
     (29,3826,7) 旭川市金星町１丁目１番６５号 精神       100
     0166-24-3181  (0166-27-8505) 一般（感染）
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神科急性期治療病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1435,1276,8 社会医療法人友愛会　〒059-0034 療養        16（精急１）第31号          平成24年 1月 1日
     恵愛病院 登別市鷲別町２丁目３１番地１ 精神       234 看護補助加算:看護補助加算１
     0143-82-2200  (0143-86-7484) 病棟種別:精神
     病棟数:1棟
     病床数:49床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1536,1226,1 社会医療法人こぶし　〒059-1365 精神       230（精急１）第2号           平成10年 8月 1日
     植苗病院 苫小牧市字植苗５２番地の２ 病棟種別:精神
     0144-58-2314  (0144-58-2564) 病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1671,1046,0 砂川市立病院 〒073-0196 一般       408（精急１）第37号          平成26年 4月 1日
     (71,3364,1) 砂川市西４条北３丁目１番１号 結核         6 病床数:40床
     0125-54-2131  (0125-54-0101) 精神        80 精神科急性期医師配置加算:加
     一般（感染） 算
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神科救急・合併症入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1638,1 市立札幌病院 〒060-8604 一般       701（精合併）第3号           平成30年 4月 1日
     (01,3594,0) 札幌市中央区北１１条西１３丁目一般（感染） 看護職員夜間配置加算（精神科
     １番１号              8 救急・合併症入院料の注５）:
     011-726-2211  (011-726-7912) 精神        38 有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1274,5 医療法人社団　慈藻会〒064-8536 精神       228（精療）第289号           平成30年 6月 1日
     　平松記念病院 札幌市中央区南２２条西１４丁目 重症者加算１:有
     １番２０号 届出に係る病棟:精神
     011-561-0708  (011-552-5710) 病棟名:新館３棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:新館４棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     病棟名:新館１棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1640,7 医療法人社団　健心会〒060-0012 精神       156（精療）第219号           平成26年 4月 1日
     　桑園病院 札幌市中央区北１２条西１５丁目 重症者加算１:有
     １番３０号 届出に係る病棟:精神
     011-716-2497  (011-716-2358) 病棟名:２病棟
     病床数:47
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.62㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
     病棟名:３病棟
     病床数:51
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
     精神保健福祉士配置加算:有
     病棟名:４病棟
     病床数:58
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    302,1002,8 医療法人社団　心優会〒001-0022 精神       280（精療）第282号           平成29年10月 1日
     　中江病院 札幌市北区北２２条西７丁目２番 重症者加算１:有
     １号 病棟名:西２
     011-716-7181  (011-758-1451) 病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.2㎡
     重症者加算１:有
     病棟名:西４
     病床数:59
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.4㎡
     重症者加算１:有
     病棟名:西５
     病床数:59
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402,1156,2 医療法人　啓生会病院〒065-0027 精神       211（精療）第286号           平成30年 3月 1日
     札幌市東区北２７条東２０丁目５ 重症者加算１:有
     番２５号 届出に係る病棟:精神
     011-781-9321  (011-785-2284) 病棟名:２階東
     病床数:55
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３階東
     病床数:58
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     重症者加算１:有
     病棟名:２階西
     病床数:49
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡



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

平成30年 6月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    502,1359,2 特定医療法人　朋友会〒001-0930 精神       210（精療）第192号           平成26年 4月 1日
     　石金病院 札幌市北区新川７１４番地２ 重症者加算１:有
     011-762-4111  (011-762-7877) 病棟名:第１病棟
     病床数:56
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.51㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.95㎡
     病棟名:第３病棟
     病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.81㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.78㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602,1434,3 医療法人　研成会　札〒001-0903 精神       163（精療）第260号           平成28年 4月 1日
     幌鈴木病院 札幌市北区新琴似３条１丁目１番 重症者加算１:有
     ２７号 病棟名:２Ｆ精神療養
     011-709-5511  (011-709-5512) 病床数:55
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.61㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.51㎡
     重症者加算１:有
     病棟名:３Ｆ精神療養
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.74㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.31㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    702,1532,4 医療法人社団　五稜会〒002-8029 精神       193（精療）第271号           平成29年 4月 1日
     病院 札幌市北区篠路９条６丁目２番３ 重症者加算１:有
     号 精神保健福祉士配置加算:有
     011-771-5660  (011-771-5687) 病棟名:第１病棟
     病床数:49
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:有
     病棟名:第３病棟
     病床数:48
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    802,1543,1 医療法人社団　大藏会〒007-0862 精神       244（精療）第225号           平成26年 4月 1日
     (03,3384,2) 　札幌佐藤病院 札幌市東区伏古２条４丁目１０番 重症者加算１:有
     １５号 退院調整加算:有
     011-781-5511  (011-781-5594) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:２Ｂ病棟
     病床数:48
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.91㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    903,1273,3 医療法人社団　同仁会〒003-0013 精神       294（精療）第284号           平成30年 2月 1日
     　長野病院 札幌市白石区中央３条５丁目４番 重症者加算１:有
     ３０号 届出に係る病棟:精神
     011-861-1037  (011-861-1032) 病棟名:新３病棟
     病床数:58
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:東４病棟
     病床数:43
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.3㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:東５病棟
     病床数:43
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1003,1306,1 医療法人社団　図南会〒004-0841 精神       342（精療）第275号           平成29年 7月 1日
     (06,3052,8) 　あしりべつ病院 札幌市清田区清田１条４丁目４番 重症者加算１:有
     ３５号 届出に係る病棟:精神
     011-881-2626  (011-882-4161) 病棟名:１病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.2㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:２病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.2㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:５病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.6㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:６病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1103,1361,6 医療法人　広誠会　北〒005-0832 精神       180（精療）第226号           平成26年 4月 1日
     ノ沢病院 札幌市南区北ノ沢１７３２番地 重症者加算１:有
     011-571-7011  (011-571-7031) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:第１精神療養病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第２精神療養病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :27.71㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.6㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第３精神療養病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.85㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1203,1385,5 医療法人　重仁会　大〒004-0041 精神       265（精療）第257号           平成28年 3月 1日
     谷地病院 札幌市厚別区大谷地東５丁目７番療養        50 重症者加算１:有
     １０号 精神保健福祉士配置加算:有
     011-891-3737  (011-891-3868) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第１病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.45㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第５病棟
     病床数:49
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.59㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1303,1479,6 ときわ病院 〒005-0853 精神       206（精療）第217号           平成26年 4月 1日
     札幌市南区常盤３条１丁目６番１ 重症者加算１:有
     号 病棟名:Ｂ病棟
     011-591-4711  (011-591-0922) 病床数:59
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8㎡
     病棟名:Ｄ病棟
     病床数:53
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1403,1760,9 社会医療法人共栄会　〒003-0869 精神       419（精療）第267号           平成28年 9月 1日
     (05,3252,6) 札幌トロイカ病院 札幌市白石区川下５７７番地８ 重症者加算１:有
     011-873-1221  (011-873-2053) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:本館４階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.7㎡
     届出に係る病棟:一般
     病棟名:本館５階病棟
     病床数:59
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1503,1830,0 医療法人社団　五風会〒004-0839 精神       450（精療）第203号           平成26年 4月 1日
     (06,3280,5) 　さっぽろ　香雪病院札幌市清田区真栄３１９番地 重症者加算１:有
     011-884-6878  (011-883-6875) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第３病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第４病棟
     病床数:40
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.6㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第７病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第８病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1603,1883,9 医療法人社団　林下病〒005-0004 精神       145（精療）第198号           平成26年 4月 1日
     院 札幌市南区澄川４条５丁目９番３ 重症者加算１:有
     ８号 届出に係る病棟:精神
     011-821-6155  (011-821-6156) 病棟名:第１病棟
     病床数:40
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.9㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第２病棟
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1703,1887,0 医療法人社団　幸仁会〒003-0875 精神       258（精療）第202号           平成26年 4月 1日
     　札幌ロイヤル病院 札幌市白石区米里５条１丁目３番 重症者加算１:有
     ３０号 届出に係る病棟:精神
     011-872-0121  (011-872-4699) 病棟名:第３病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.4㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第４病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.4㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第５病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1804,1005,7 医療法人　耕仁会　札〒063-0005 精神       202（精療）第281号           平成29年 9月 1日
     幌太田病院 札幌市西区山の手５条５丁目１番介護        32 重症者加算１:有
     １号 精神保健福祉士配置加算:有
     011-644-5111  (011-644-5144) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:１階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
     重症者加算１:有
     病棟名:２階病棟
     病床数:58
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1904,1086,7 医療法人社団　慶愛会〒064-0915 精神       227（精療）第287号           平成30年 4月 1日
     　札幌花園病院 札幌市中央区南１５条西１５丁目 重症者加算１:有
     １番３０号 届出に係る病棟:精神
     011-561-6131  (011-552-3227) 病棟名:４階
     病床数:59
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.07㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.83㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:２階
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.66㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３階
     病床数:48
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.76㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.46㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2004,1352,3 医療法人　勉仁会　中〒006-0041 精神       236（精療）第288号           平成30年 4月 1日
     (04,3086,1) 垣病院 札幌市手稲区金山１条２丁目１番療養        42 重症者加算１:有
     ６号 病棟名:５病棟
     011-682-3011  (011-684-0828) 病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
     病棟名:６病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2104,1479,4 医療法人澤山会　手稲〒006-0816 精神       232（精療）第185号           平成26年 4月 1日
     病院 札幌市手稲区前田６条１３丁目８ 重症者加算１:有
     番１５号 届出に係る病棟:精神
     011-683-1111  (011-683-1289) 病棟名:２－１病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.5㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:すみれ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2204,1494,3 札幌グリーン病院 〒006-0005 精神       180（精療）第263号           平成28年 7月 1日
     札幌市手稲区西宮の沢５条１丁目 重症者加算１:有
     １３番１５号 届出に係る病棟:精神
     011-662-2338  (011-662-2374) 病棟名:２病棟３Ｆ
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.92㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.29㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３病棟４Ｆ
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.92㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.29㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１病棟２Ｆ
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.14㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.29㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2304,1523,9 医療法人　札幌西の峰〒063-0022 精神       157（精療）第258号           平成28年 3月 1日
     病院 札幌市西区平和２条５丁目１０番 重症者加算１:有
     １号 届出に係る病棟:精神
     011-661-8060  (011-664-1651) 病棟名:２階開放
     病床数:52
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.7㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３階閉鎖
     病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2410,1441,1 医療法人風のすずらん〒067-0064 精神       234（精療）第252号           平成27年12月 1日
     会　江別すずらん病院江別市上江別４４２番地１５ 重症者加算１:有
     011-384-2100  (011-384-2288) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:精神療養病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2511,1199,3 千歳桂病院 〒066-0068 精神       248（精療）第199号           平成26年 4月 1日
     千歳市蘭越９７番地の２ 届出に係る病棟:精神
     0123-23-2101  (0123-22-0171) 病棟名:２病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.9㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３病棟
     病床数:52
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.3㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４病棟
     病床数:26
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2612,1024,1 特定医療法人修道会　〒061-1364 精神       184（精療）第262号           平成28年 6月 1日
     本田記念病院 恵庭市下島松６１９番地１ 重症者加算１:有
     0123-36-7111  (0123-36-7113) 病棟名:２階精神療養病棟
     病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.46㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.95㎡
     病棟名:３階精神療養病棟
     病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.46㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.14㎡
     病棟名:４階精神療養病棟
     病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.46㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.14㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2712,1037,3 医療法人　盟侑会　島〒061-1356 精神       112（精療）第236号           平成26年 9月 1日
     松病院 恵庭市西島松５７０番地 介護        60 重症者加算１:有
     0123-36-5181  (0123-36-5184) 病棟名:２階病棟
     病床数:56
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     重症者加算１:有
     病棟名:３階病棟
     病床数:56
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2814,1452,0 医療法人　亀田病院分〒041-0802 精神       400（精療）第232号           平成26年 6月 1日
     院亀田北病院 函館市石川町１９１番地４ 重症者加算１:有
     0138-46-4651  (0138-46-6533) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:３の２病棟
     病床数:58
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.2㎡



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

平成30年 6月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2915,1335,4 医療法人社団立青会　〒041-1112 療養        36（精療）第223号           平成26年 4月 1日
     なるかわ病院 亀田郡七飯町鳴川４丁目３２５番精神       360 重症者加算１:有
     １ 届出に係る病棟:精神
     0138-65-7131  (0138-65-7132) 病棟名:第３病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.4㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第６病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.4㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第７病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3030,1083,9 北の峰病院 〒076-0016 精神       170（精療）第265号           平成28年 9月 1日
     富良野市２０６２番地 重症者加算１:有
     0167-22-2011  (0167-23-1606) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:第２病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.8㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第３病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3131,1100,9 医療法人社団　六樹会〒071-1561 精神       120（精療）第285号           平成30年 3月 1日
     　聖台病院 上川郡東神楽町東１線２号１３番 重症者加算１:有
     地 病棟名:２階病棟
     0166-83-3522  (0166-83-3523) 病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.7㎡
     病棟名:１階病棟
     病床数:39
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3235,1150,5 医療法人社団　千寿会〒059-0493 療養        74（精療）第251号           平成27年 5月 1日
     (35,3215,0) 　三愛病院 登別市中登別町２４番地 精神       460 重症者加算１:有
     0143-83-1111  (0143-83-1361) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:西４階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.36㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.25㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:西５階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.37㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.83㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3335,1276,8 社会医療法人友愛会　〒059-0034 療養        16（精療）第204号           平成26年 4月 1日
     恵愛病院 登別市鷲別町２丁目３１番地１ 精神       234 重症者加算１:有
     0143-82-2200  (0143-86-7484) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:２病棟
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３病棟
     病床数:35
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４病棟
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:５病棟
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3436,1226,1 社会医療法人こぶし　〒059-1365 精神       230（精療）第239号           平成26年10月 1日
     植苗病院 苫小牧市字植苗５２番地の２ 重症者加算１:有
     0144-58-2314  (0144-58-2564) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第１病棟
     病床数:53
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.8㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第２病棟
     病床数:57
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3536,1259,2 医療法人大島記念会　〒053-0034 精神       111（精療）第273号           平成29年 6月 1日
     苫小牧緑ヶ丘病院 苫小牧市清水町１丁目５番７号 重症者加算１:有
     0144-34-4761  (0144-34-4762) 精神保健福祉士配置加算:有
     病棟名:２階病棟
     病床数:56
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :31.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:有
     病棟名:３階病棟
     病床数:55
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :27.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3637,1146,9 医療法人社団倭会　ミ〒052-0012 精神       170（精療）第215号           平成26年 4月 1日
     ネルバ病院 伊達市松ケ枝町２４５番地１ 重症者加算１:有
     0142-21-2000  (0142-22-3000) 病棟名:２病棟　６０床
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.13㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3737,1163,4 医療法人社団倭会　三〒052-0105 精神       200（精療）第283号           平成29年10月 1日
     恵病院 有珠郡壮瞥町字仲洞爺６９番地 重症者加算１:有
     0142-66-3232  (0142-66-2748) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:１病棟
     病床数:38
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3838,1146,7 医療法人社団　静和会〒056-0022 精神       218（精療）第277号           平成29年 7月 1日
     　石井病院 日高郡新ひだか町静内高砂町３丁 重症者加算１:有
     目３番１号 退院調整加算:有
     0146-42-3031  (0146-43-3389) 病棟名:第３病棟
     病床数:44
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.3㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     病棟名:第５病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.07㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3943,1107,9 つるい養生邑病院 〒085-1212 精神       120（精療）第259号           平成28年 4月 1日
     阿寒郡鶴居村字雪裡原野北２２線療養        26 届出に係る病棟:精神
     西１１番地 病棟名:ＡＢ病棟
     0154-64-2321  (0154-64-2669) 病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4057,1152,5 医療法人社団　北陽会〒068-0023 精神       140（精療）第193号           平成26年 4月 1日
     　牧病院 岩見沢市３条西５丁目９番地 重症者加算１:有
     0126-22-0043  (0126-22-3729) 病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4164,1138,0 荻野病院 〒077-0048 精神        99（精療）第200号           平成26年 4月 1日
     留萌市大町３丁目２８番地の１ 重症者加算１:有
     0164-42-1406  (0164-42-0179) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１病棟
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4272,1022,9 平岸病院 〒079-1281 一般        42（精療）第269号           平成28年12月 1日
     (71,3166,0) 赤平市平岸新光町２丁目１番地 精神       324 重症者加算１:有
     0125-38-8331  (0125-38-8553) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:８病棟
     病床数:44
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.1㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１－１病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１－２病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:７病棟
     病床数:42
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

平成30年 6月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 6月 1日     39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4373,1055,7 医療法人仁恵会　中野〒075-0036 精神       212（精療）第201号           平成26年 4月 1日
     記念病院 芦別市旭町４８番地 重症者加算１:有
     0124-22-2196  (0124-22-3370) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:精神療養病棟
     病床数:52
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4476,1031,1 医療法人　悠気会　熊〒061-3207 精神       119（精療）第278号           平成29年 7月 1日
     谷病院 石狩市花川南７条５丁目５番地 重症者加算１:有
     0133-73-5201  (0133-73-8932) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:２階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.37㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.37㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


