
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 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1005,6 水戸赤十字病院 〒310-0011 一般       473（一般入院）第134号       平成28年10月 1日
     水戸市三の丸３－１２－４８ 一般（感染） 病棟種別:一般
     029-221-5177  (029-227-0819) 　　感染    10 病床区分:一般
     病棟数:7棟
     病床数:331床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1020,5 社会福祉法人恩賜財団〒311-4198 一般       472（一般入院）第300号       平成28年 6月 1日
     (01,3201,5) 済生会支部　茨城県済水戸市双葉台３－３－１０ 病棟種別:一般
     生会　水戸済生会総合029-254-5151  (029-254-0502) 病床区分:一般
     病院 病棟数:9棟
     病床数:360床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1021,3 茨城県立こども病院 〒311-4145 一般       115（一般入院）第96号        平成28年10月 1日
     水戸市双葉台３－３－１ 病棟種別:一般
     029-254-1151  (029-254-2382) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:79床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1024,7 住吉クリニック病院 〒310-0844 一般        70（一般入院）第75号        平成24年 4月 1日
     水戸市住吉町１９３－９７ 病棟種別:一般
     029-247-2251  (029-247-2250) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1047,8 総合病院水戸協同病院〒310-0015 一般       389（一般入院）第226号       平成28年10月 1日
     (01,3196,7) 水戸市宮町３－２－７ 病棟種別:一般
     029-231-2371  病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:257床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1059,3 医療法人社団青潤会　〒310-0817 一般 （一般入院）第327号       平成18年 4月 1日
     青柳病院 水戸市柳町２－１０－１１ 　　一般    60 病棟種別:一般
     029-231-2341  療養 病床区分:一般
     　　療養    30 病棟数:1棟
     病床数:57床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    701,1075,9 城南病院 〒310-0803 一般 （一般入院）第211号       平成30年 2月 1日
     水戸市城南３－１５－１７ 　　一般    47 病棟種別:一般
     029-226-3021  療養 病床区分:一般
     　　療養    66 病棟数:1棟
     病床数:47床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1091,6 相川内科病院 〒310-0851 一般        39（一般入院）第107号       平成30年 1月 1日
     水戸市千波町２１２ 病棟種別:一般
     029-243-2311  (029-243-2367) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:39床
     区分:１０対１入院基本料（超
     過減算）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1123,7 医療法人社団協栄会　〒310-0905 一般 （一般入院）第122号       平成29年 8月 1日
     (01,3295,7) 大久保病院 水戸市石川４－４０４０－３２ 　　一般    99 病棟種別:一般
     029-254-4555  (029-252-0809) 療養 病床区分:一般
     　　療養    95 病棟数:3棟
     病床数:82床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,1127,8 医療法人　弘仁会　志〒310-0026 一般 （一般入院）第310号       平成28年10月 1日
     村病院 水戸市泉町１－７－３８ 　　一般    45 病棟種別:一般
     029-221-2181  (029-226-2820) 療養 病床区分:一般
     　　療養    25 病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,1176,5 医療法人明保会　江幡〒310-0024 一般        49（一般入院）第263号       平成26年 7月 1日
     (01,3270,0) 産婦人科・内科病院 水戸市備前町４－１１ 病棟種別:一般
     029-224-3223  (029-224-3034) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:49床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1201,1204,5 医療法人清真会　丹野〒310-0841 一般 （一般入院）第270号       平成18年10月 1日
     病院 水戸市酒門町字仲田４８８７ 　　一般    78 病棟種別:一般
     029-226-6555  療養 病床区分:一般
     　　療養    60 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,1218,5 石渡産婦人科病院 〒310-0041 一般        30（一般入院）第404号       平成18年 4月 1日
     水戸市上水戸１－４－２１ 病棟種別:一般
     029-221-2553  (029-221-1012) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,1277,1 大橋病院 〒310-0913 一般        43（一般入院）第317号       平成29年11月 1日
     水戸市見川町２１３１－１５６０ 病棟種別:一般
     029-240-3300  (029-240-3315) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,1327,4 岩崎病院 〒310-0852 一般        31（一般入院）第385号       平成26年 7月 1日
     水戸市笠原町１６６４ー２ 病棟種別:一般
     029-241-8700  (029-244-2303) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:31床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,1339,9 国家公務員共済組合連〒311-4141 一般       131（一般入院）第432号       平成28年10月 1日
     合会　水府病院 水戸市赤塚一丁目一番地 病棟種別:一般
     029-309-5000  (029-309-5550) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:90床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,1353,0 医療法人　小沢眼科内〒310-0845 一般 （一般入院）第438号       平成28年10月 1日
     科病院 水戸市吉沢町２４６－６ 　　一般    46 病棟種別:一般
     029-246-2111  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算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 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1801,1424,9 医療法人財団　古宿会〒311-1135 一般 （一般入院）第567号       平成28年10月 1日
     　水戸中央病院 水戸市六反田町１１３６番地１ 　　一般    90 病棟種別:一般
     029-309-8600  療養 病床区分:一般
     　　療養    88 病棟数:2棟
     病床数:90床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,1458,7 医療法人社団　北水会〒310-0035 一般 （一般入院）第563号       平成29年 6月 1日
     　北水会記念病院 水戸市東原３丁目２－１ 　　一般    83 病棟種別:一般
     029-303-3003  (029-303-3004) 療養 病床区分:一般
     　　療養    45 病棟数:2棟
     病床数:83床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,1471,0 医療法人　桜丘会　水〒310-0004 一般 （一般入院）第564号       平成28年 8月 1日
     戸ブレインハートセン水戸市青柳町４０２８ 　　一般    88 病棟種別:一般
     ター 029-222-7007  (029-222-7008) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:88床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,1493,4 医療法人誠潤会水戸病〒310-0055 一般 （一般入院）第602号       平成25年10月 1日
     院 水戸市袴塚３－２７８７－９ 　　一般    43 病棟種別:一般
     029-353-7077  (029-291-3780) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2202,1004,7 株式会社　日立製作所〒317-0077 一般       647（一般入院）第32号        平成28年 9月 1日
     (02,3062,9) 　日立総合病院 日立市城南町２－１－１ 一般（感染） 病棟種別:一般
     0294-23-1111  (0294-23-8317)              4 病床区分:一般
     病棟数:10棟
     病床数:425床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2302,1007,0 医療法人社団　日鉱記〒317-0064 一般 （一般入院）第364号       平成26年 6月 1日
     念病院 日立市神峰町２－１２－８ 　　一般    88 病棟種別:一般
     0294-24-1212  (0294-24-1216) 療養 病床区分:一般
     　　療養    10 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料



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 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2402,1013,8 社会医療法人　愛宣会〒316-8533 一般 （一般入院）第47号        平成28年10月 1日
     (02,3144,5) 　ひたち医療センター日立市鮎川町２－８－１６ 　　一般   223 病棟種別:一般
     0294-36-2551  (0294-35-7816) 療養 病床区分:一般
     　　療養    50 病棟数:3棟
     病床数:132床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2502,1015,3 医療法人　仁愛会　日〒319-1221 一般 （一般入院）第594号       平成24年 4月 1日
     立おおみか病院 日立市大みか町２－２２－３０ 　　一般    60 病棟種別:一般
     0294-52-4455  療養 病床区分:一般
     　　療養    30 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2602,1016,1 医療法人　群羊会　久〒319-1222 一般 （一般入院）第316号       平成24年 4月 1日
     慈茅根病院 日立市久慈町４－１６－１０ 　　一般    59 病棟種別:一般
     0294-52-2119  (0294-53-9933) 療養 病床区分:一般
     　　療養    18 病棟数:1棟
     病床数:59床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2702,1018,7 医療法人　一誠会　川〒316-0002 一般        45（一般入院）第160号       平成25年 6月 1日
     崎胃腸科肛門科病院 日立市桜川町３－３－１９ 病棟種別:一般
     0294-36-1800  (0294-34-1150) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2802,1027,8 日立港病院 〒319-1222 一般 （一般入院）第311号       平成26年 7月 1日
     日立市久慈町３－４－２２ 　　一般    45 病棟種別:一般
     0294-52-3576  (0294-52-5116) 療養 病床区分:一般
     　　療養    38 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１５対１入院基本料
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2902,1037,7 医療法人　愛正会　田〒319-1416 一般 （一般入院）第233号       平成18年 4月 1日
     (02,3068,6) 尻ヶ丘病院 日立市田尻町３－２４－１ 　　一般    44 病棟種別:一般
     0294-43-2323  (0294-43-4777) 療養 病床区分:一般
     　　療養   126 病棟数:1棟
     療養 病床数:36床
     　　療養   100 区分:１５対１入院基本料



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 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3002,1142,5 永井ひたちの森病院 〒319-1413 精神 （一般入院）第531号       平成18年 4月 1日
     日立市小木津町９６６ 　　精神   208 病棟種別:一般
     0294-44-8800  (0294-42-4843) 一般 病床区分:一般
     　　一般    20 病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3102,1195,3 医療法人　聖麗会　聖〒319-1235 一般 （一般入院）第559号       平成28年10月 1日
     麗メモリアル病院 日立市茂宮町８４１ 　　一般    72 病棟種別:一般
     0294-52-8500  (0294-52-8511) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:72床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3202,1201,9 医療法人ここの実会　〒317-0076 一般 （一般入院）第565号       平成26年 4月 1日
     嶋崎病院 日立市会瀬町３丁目２３番１号 　　一般    47 病棟種別:一般
     0294-36-7070  (0294-36-7099) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:47床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3303,1011,0 医療法人財団　県南病〒300-0841 一般 （一般入院）第296号       平成30年 2月 1日
     院 土浦市中１０８７ 　　一般    83 病棟種別:一般
     029-841-1148  (029-843-5888) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:32床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3403,1059,9 医療法人社団青洲会　〒300-0011 一般 （一般入院）第100号       平成28年10月 1日
     神立病院 土浦市神立中央５－１１－２ 　　一般    60 病棟種別:一般
     029-831-9711  療養 病床区分:一般
     　　療養   100 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定: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 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3503,1177,9 野上病院 〒300-0031 一般 （一般入院）第506号       平成28年 7月 1日
     土浦市東崎町６番８号 　　一般    28 病棟種別:一般
     029-822-0145  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:28床
     区分:１０対１入院基本料
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3603,1236,3 総合病院土浦協同病院〒300-0028 一般       794（一般入院）第607号       平成28年10月 1日
     (03,3218,5) 土浦市おおつ野四丁目１番１号 一般（感染） 病棟種別:一般
     029-830-3711  (029-846-3721)              6 病床区分:一般
     病棟数:17棟
     病床数:646床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3704,1057,1 医療法人慈愛会　秋葉〒306-0013 一般        25（一般入院）第212号       平成26年 7月 1日
     産婦人科病院 古河市東本町２－９－２ 病棟種別:一般
     0280-32-3335  (0280-32-3305) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:25床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3804,1089,4 総和中央病院 〒306-0221 一般 （一般入院）第118号       平成27年 5月 1日
     古河市駒羽根８２５－１ 　　一般    53 病棟種別:一般
     0280-92-7055  療養 病床区分:一般
     　　療養    60 病棟数:1棟
     病床数:53床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3904,1128,0 友愛記念病院 〒306-0232 一般 （一般入院）第538号       平成28年10月 1日
     古河市東牛谷７０７ 　　一般   325 病棟種別:一般
     0280-97-3000  (0280-97-3001) 病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:262床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4004,1148,8 古河赤十字病院 〒306-0014 一般 （一般入院）第592号       平成28年10月 1日
     古河市下山町１１５０ 　　一般   198 病棟種別:一般
     0280-23-7111  (0280-23-7120) 一般（感染） 病床区分:一般
     　　感染     2 病棟数:3棟
     病床数:150床
     区分:７対１入院基本料



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 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4104,1167,8 医療法人徳洲会　古河〒306-0041 一般 （一般入院）第610号       平成30年 2月 1日
     (04,3140,9) 総合病院 古河市鴻巣字茶屋下１５５５番地　　一般   180 病棟種別:一般
     0280-47-1010  (0280-47-0050) 療養 病床区分:一般
     　　療養    54 病棟数:3棟
     病床数:144床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4205,1005,7 石岡市医師会病院 〒315-0009 一般 （一般入院）第273号       平成28年10月 1日
     石岡市大砂１０５２８－２５ 　　一般    75 病棟種別:一般
     0299-22-4321  療養 病床区分:一般
     　　療養    45 病棟数:2棟
     病床数:75床
     区分:１０対１入院基本料
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4305,1025,5 医療法人幕内会　山王〒315-0037 一般        52（一般入院）第330号       平成29年 1月 1日
     (05,3077,0) 台病院 石岡市東石岡４－１－３８ 病棟種別:一般
     0299-26-3130  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4405,1078,4 八郷整形外科内科病院〒315-0122 一般 （一般入院）第245号       平成18年 4月 1日
     石岡市東成井２７１９ 　　一般    26 病棟種別:一般
     0299-46-1115  (0299-46-5998) 療養 病床区分:一般
     　　療養    56 病棟数:1棟
     療養 病床数:26床
     　　療養    24 区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4505,1087,5 公益社団法人　地域医〒315-0023 一般 （一般入院）第557号       平成28年10月 1日
     (05,3076,2) 療振興協会　石岡第一石岡市東府中１番７号 　　一般   126 病棟種別:一般
     病院 0299-22-5151  病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:86床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4606,1004,8 医療法人　威恵会　三〒308-0005 一般 （一般入院）第390号       平成24年 5月 1日
     岳荘小松崎病院 筑西市中舘６９－１ 　　一般    32 病棟種別:一般
     0296-24-2331  (0296-24-2411) 精神 病床区分:一般
     　　精神   188 病棟数:1棟
     病床数:32床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4706,1101,2 大圃病院 〒308-0104 一般 （一般入院）第144号       平成19年 8月 1日
     筑西市木戸３５２ 　　一般    51 病棟種別:一般
     0296-37-3101  療養 病床区分:一般
     　　療養    88 病棟数:1棟
     療養 病床数:51床
     　　療養    60 区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4806,1115,2 医療法人恒貴会　協和〒309-1195 一般       199（一般入院）第221号       平成30年 1月 1日
     (06,3101,6) 中央病院 筑西市門井１６７６－１ 病棟種別:一般
     0296-57-6131  (0296-57-4676) 病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:199床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4906,1129,3 筑西市民病院 〒308-0847 一般       173（一般入院）第534号       平成28年10月 1日
     筑西市玉戸１６５８番地 病棟種別:一般
     0296-28-2261  (0296-28-4471) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5007,1015,2 医療法人　達生堂　城〒307-0001 一般 （一般入院）第213号       平成28年10月 1日
     (07,3052,9) 西病院 結城市結城１０７４５－２４ 　　一般   113 病棟種別:一般
     0296-33-2111  療養 病床区分:一般
     　　療養   148 病棟数:2棟
     病床数:108床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5107,1056,6 医療法人社団同樹会結〒307-0001 一般 （一般入院）第539号       平成28年10月 1日
     城病院 結城市大字結城字西繁昌塚９６２　　一般    88 病棟種別:一般
     ９番１ 療養 病床区分:一般
     0296-33-4161  　　療養   106 病棟数:2棟
     病床数:88床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算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 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5208,1056,4 牛尾病院 〒301-0007 一般 （一般入院）第210号       平成28年10月 1日
     龍ケ崎市馴柴町１－１５－１ 　　一般    51 病棟種別:一般
     0297-66-6111  (0297-66-6128) 療養 病床区分:一般
     　　療養    60 病棟数:1棟
     療養 病床数:51床
     　　療養    60 区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5308,1066,3 龍ヶ崎済生会病院 〒301-0854 一般 （一般入院）第440号       平成30年 2月 1日
     龍ケ崎市中里１丁目１―１ 　　一般   210 病棟種別:一般
     0297-63-7111  病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:206床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5410,1027,1 湖南病院 〒304-0056 一般 （一般入院）第299号       平成28年 8月 1日
     下妻市長塚４８－１ 　　一般    96 病棟種別:一般
     0296-44-2556  (0296-44-2987) 療養 病床区分:一般
     　　療養    30 病棟数:1棟
     病床数:47床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5510,1028,9 平間病院 〒304-0002 一般 （一般入院）第137号       平成28年10月 1日
     下妻市江２０５１ 　　一般    37 病棟種別:一般
     0296-43-5100  (0296-43-5156) 療養 病床区分:一般
     　　療養    38 病棟数:1棟
     病床数:37床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5610,1042,0 軽部病院 〒304-0067 一般 （一般入院）第522号       平成24年 4月 1日
     下妻市下妻乙３９８番地１ 　　一般    15 病棟種別:一般
     0296-44-3761  療養 病床区分:一般
     　　療養    20 病棟数:1棟
     病床数:15床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5711,1009,7 きぬ医師会病院 〒303-0016 一般       124（一般入院）第99号        平成28年10月 1日
     常総市新井木町１３－３ 病棟種別:一般
     0297-23-1771  (0297-22-8111) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:124床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5811,1035,2 水海道さくら病院 〒303-0005 一般 （一般入院）第386号       平成29年 4月 1日
     常総市水海道森下町４４４７ 　　一般    65 病棟種別:一般
     0297-23-2223  (0297-23-0088) 療養 病床区分:一般
     　　療養    28 病棟数:1棟
     病床数:38床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5911,1053,5 水海道西部病院 〒303-0041 一般 （一般入院）第551号       平成24年 4月 1日
     常総市豊岡町丙６８５番地 　　一般    52 病棟種別:一般
     0297-24-1211  (0297-24-4051) 療養 病床区分:一般
     　　療養    52 病棟数:1棟
     療養 病床数:52床
     　　療養    16 区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6012,1003,8 西山堂病院 〒313-0014 一般 （一般入院）第68号        平成28年10月 1日
     常陸太田市木崎二町９３１－２ 　　一般    60 病棟種別:一般
     0294-72-5121  療養 病床区分:一般
     　　療養    55 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6112,1025,1 藤井病院 〒313-0016 一般 （一般入院）第512号       平成24年 4月 1日
     (12,3035,4) 常陸太田市金井町３６７０ 　　一般    46 病棟種別:一般
     0294-72-5511  療養 病床区分:一般
     　　療養    79 病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6212,1039,2 大山病院 〒313-0016 一般 （一般入院）第603号       平成28年12月 1日
     常陸太田市金井町４８１０ 　　一般    90 病棟種別:一般
     0294-72-6161  (0294-72-5442) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１３対１入院基本料



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 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6314,1002,6 やすらぎの丘温泉病院〒318-0003 一般 （一般入院）第307号       平成26年 2月 1日
     高萩市大字下手綱１９５１－６ 　　一般    68 病棟種別:一般
     0293-24-1212  療養 病床区分:一般
     　　療養   104 病棟数:1棟
     病床数:41床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6414,1033,1 県北医療センター高萩〒318-0004 一般 （一般入院）第544号       平成28年10月 1日
     (14,3031,9) 協同病院 高萩市大字上手綱上ヶ穂町１００　　一般   220 病棟種別:一般
     ６－９ 病床区分:一般
     0293-23-1122  (0293-24-1063) 病棟数:4棟
     病床数:145床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6515,1016,3 医療法人　芳医会　瀧〒319-1541 一般 （一般入院）第388号       平成24年 4月 1日
     病院 北茨城市磯原町磯原２丁目３０５　　一般    38 病棟種別:一般
     番地 療養 病床区分:一般
     0293-42-1221  　　療養    38 病棟数:1棟
     療養 病床数:38床
     　　療養    38 区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6615,1035,3 北茨城市民病院 〒319-1711 一般       137（一般入院）第605号       平成28年10月 1日
     (15,3038,1) 北茨城市関南町関本下１０５０ 療養        46 病棟種別:一般
     0293-46-1121  (0293-46-6526) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:137床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6716,1002,1 医療法人社団誠芳会　〒309-1613 一般        45（一般入院）第306号       平成26年 5月 1日
     (16,3052,0) 石本病院 笠間市石井２０４７ 病棟種別:一般
     0296-72-4051  (0296-72-0151) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6816,1031,0 茨城県立中央病院 〒309-1793 一般       475（一般入院）第3号         平成28年 8月 1日
     (16,3063,7) 笠間市鯉淵６５２８ 結核        25 病棟種別:一般
     0296-77-1121  (0296-77-2886) 病床区分:一般
     病棟数:10棟
     病床数:445床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6916,1033,6 医療法人社団聖嶺会　〒309-1736 一般 （一般入院）第174号       平成24年10月 1日
     立川記念病院 笠間市八雲２－１２－１４ 　　一般    65 病棟種別:一般
     0296-77-7211  (0296-78-0518) 療養 病床区分:一般
     　　療養    54 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7016,1051,8 笠間市立病院 〒309-1737 一般 （一般入院）第542号       平成29年 5月 1日
     笠間市中央一丁目２番２４号 　　一般    30 病棟種別:一般
     0296-77-0034  (0296-77-0952) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7117,1002,9 取手北相馬保健医療セ〒302-0032 一般 （一般入院）第295号       平成28年10月 1日
     ンター医師会病院 取手市野々井１９２６ 　　一般   165 病棟種別:一般
     0297-78-6111  療養 病床区分:一般
     　　療養    50 病棟数:2棟
     病床数:115床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7217,1010,2 ＪＡとりで総合医療セ〒302-0022 一般       406（一般入院）第236号       平成28年 5月 1日
     (17,3067,6) ンター 取手市本郷２－１－１ 一般（感染） 病棟種別:一般
     0297-74-5551  (0297-74-2721) 　　感染     8 病床区分:一般
     病棟数:8棟
     病床数:329床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7317,1035,9 西間木病院 〒302-0034 一般 （一般入院）第161号       平成28年12月 1日
     取手市戸頭１－８－２１ 　　一般    46 病棟種別:一般
     0297-78-1101  療養 病床区分:一般
     　　療養    27 病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定: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 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7417,1082,1 医療法人社団　宗仁会〒300-1546 一般 （一般入院）第314号       平成29年 2月 1日
     病院 取手市岡１４９３番地 　　一般    30 病棟種別:一般
     0297-85-8341  (0297-85-8246) 療養 病床区分:一般
     　　療養    39 病棟数:1棟
     療養 病床数:30床
     　　療養    84 区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7517,1119,1 医療法人社団　耕潤会〒300-1505 一般 （一般入院）第552号       平成28年10月 1日
     　ハートフルふじしろ取手市下萱場２２５ 　　一般    45 病棟種別:一般
     病院 0297-83-7177  (0297-83-7155) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7617,1127,4 取手中央病院 〒302-0022 一般 （一般入院）第593号       平成26年 7月 1日
     取手市本郷３－２－１ 　　一般    63 病棟種別:一般
     0297-72-1133  (0297-72-5188) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:63床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7717,1144,9 東取手病院 〒302-0011 一般 （一般入院）第609号       平成29年12月 1日
     取手市井野２６８番地 　　一般    77 病棟種別:一般
     0297-74-3333  (0297-74-3338) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:77床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7818,1025,8 木根淵外科胃腸科病院〒306-0632 一般 （一般入院）第502号       平成28年10月 1日
     坂東市辺田１４３０番１ 　　一般    68 病棟種別:一般
     0297-35-3131  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算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 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7918,1046,4 ホスピタル坂東 〒306-0515 一般        70（一般入院）第608号       平成29年 8月 1日
     (18,3056,7) 坂東市沓掛４１１ 療養        50 病棟種別:一般
     0297-44-2000  (0297-44-2072) 精神       350 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8019,1002,5 医療法人社団　常仁会〒300-1296 一般 （一般入院）第32号        平成28年10月 1日
     (19,3006,0) 　牛久愛和総合病院 牛久市猪子町８９６ 　　一般   434 病棟種別:一般
     029-873-3111  (029-874-1031) 療養 病床区分:一般
     　　療養    55 病棟数:6棟
     病床数:259床
     区分:７対１入院基本料
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8119,1023,1 社会医療法人若竹会　〒300-1211 一般 （一般入院）第298号       平成28年 8月 1日
     (19,3047,4) つくばセントラル病院牛久市柏田町１５８９－３ 　　一般   313 病棟種別:一般
     029-872-1771  (029-874-4763) 病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:202床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8220,1004,9 一般財団法人筑波麓仁〒305-0854 一般       295（一般入院）第69号        平成29年 1月 1日
     (20,3124,9) 会　筑波学園病院 つくば市上横場字細田２５７３－一般（感染） 病棟種別:一般
     １              3 病床区分:一般
     029-836-1355  (029-836-1918) 結核        33 病棟数:8棟
     病床数:274床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8320,1006,4 公益財団法人　筑波メ〒305-8558 一般       450（一般入院）第94号        平成28年 8月 1日
     (20,3233,8) ディカルセンター　筑つくば市天久保１－３－１ 一般（感染） 病棟種別:一般
     波メディカルセンター029-851-3511  (029-858-2773)              3 病床区分:一般
     病院 病棟数:9棟
     病床数:366床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8420,1017,1 筑波記念病院 〒300-2622 一般 （一般入院）第91号        平成28年10月 1日
     つくば市要１１８７－２９９ 　　一般   387 病棟種別:一般
     029-864-1212  (029-864-8135) 療養 病床区分:一般
     　　療養   100 病棟数:7棟
     病床数:327床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8520,1121,1 いちはら病院 〒300-3253 一般 （一般入院）第323号       平成28年10月 1日
     (20,3223,9) つくば市大曽根３６８１ 　　一般    79 病棟種別:一般
     029-864-0303  療養 病床区分:一般
     　　療養   120 病棟数:2棟
     病床数:79床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8620,1172,4 医療法人社団双愛会　〒300-1245 一般 （一般入院）第383号       平成28年10月 1日
     つくば双愛病院 つくば市高崎１００８ 　　一般    50 病棟種別:一般
     029-873-2511  (029-872-3820) 一般 病床区分:一般
     　　一般    51 病棟数:1棟
     一般 病床数:50床
     　　一般    14 区分:１０対１入院基本料
     療養 看護必要度加算区分:看護必要
     　　療養    61 度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8720,1177,3 医療法人社団筑三会　〒300-1252 一般 （一般入院）第321号       平成24年10月 1日
     筑波胃腸病院 つくば市高見原１－２－３９ 　　一般    60 病棟種別:一般
     029-874-3321  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8821,1017,9 株式会社日立製作所　〒312-0057 一般       300（一般入院）第15号        平成28年 9月 1日
     (21,3001,7) ひたちなか総合病院 ひたちなか市石川町２０番１ 一般（感染） 病棟種別:一般
     029-354-5111  (029-276-7030)              2 病床区分:一般
     病棟数:6棟
     病床数:232床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8921,1053,4 勝田病院 〒312-0011 一般 （一般入院）第217号       平成29年10月 1日
     ひたちなか市中根５１２５番２ 　　一般    54 病棟種別:一般
     029-272-5184  (029-274-2282) 療養 病床区分:一般
     　　療養    31 病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9021,1056,7 アイビークリニック 〒312-0018 一般 （一般入院）第382号       平成28年 7月 1日
     ひたちなか市笹野町１－３－１ 　　一般    31 病棟種別:一般
     029-274-1155  (029-274-5139) 療養 病床区分:一般
     　　療養    24 病棟数:1棟
     病床数:31床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算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 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9121,1073,2 加瀬病院 〒312-0033 一般        30（一般入院）第89号        平成26年 4月 1日
     ひたちなか市大字市毛８３５ 病棟種別:一般
     029-273-2071  (029-276-0466) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9221,1152,4 ひたちなか母と子の病〒312-0056 一般 （一般入院）第600号       平成28年 4月 1日
     院 ひたちなか市青葉町１９－７ 　　一般    28 病棟種別:一般
     029-273-2888  (029-277-2036) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:28床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9322,1039,1 医療法人社団　善仁会〒314-0030 一般 （一般入院）第443号       平成28年10月 1日
     (22,3031,2) 　小山記念病院 鹿嶋市厨５－１－２ 　　一般   194 病棟種別:一般
     0299-85-1111  (0299-85-1112) 療養 病床区分:一般
     　　療養    30 病棟数:5棟
     病床数:194床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9424,1002,5 社会医療法人社団　光〒302-0102 一般       199（一般入院）第597号       平成28年10月 1日
     仁会　総合守谷第一病守谷市松前台１－１７ 病棟種別:一般
     院 0297-45-5111  (0297-45-5050) 病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:203床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9524,1013,2 守谷慶友病院 〒302-0118 一般 （一般入院）第220号       平成28年 5月 1日
     守谷市立沢９８０－１ 　　一般   178 病棟種別:一般
     0297-45-3311  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9625,1006,3 医療法人　博仁会　志〒319-2261 一般 （一般入院）第130号       平成28年10月 1日
     (25,3025,7) 村大宮病院 常陸大宮市上町３１３ 　　一般   130 病棟種別:一般
     0295-53-1111  療養 病床区分:一般
     　　療養    48 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:無



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9725,1025,3 常陸大宮済生会病院 〒319-2256 一般 （一般入院）第547号       平成28年 8月 1日
     常陸大宮市田子内町３０３３番３　　一般   156 病棟種別:一般
     0295-52-5151  (0295-52-5725) 一般（感染） 病床区分:一般
     　　感染     4 病棟数:2棟
     病床数:109床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9826,1005,3 西山堂慶和病院 〒311-0133 一般 （一般入院）第326号       平成24年 4月 1日
     那珂市鴻巣３２４７－１ 　　一般    93 病棟種別:一般
     029-295-5121  (029-295-5125) 療養 病床区分:一般
     　　療養    88 病棟数:1棟
     療養 病床数:60床
     　　療養    18 区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9926,1012,9 小豆畑病院 〒311-0105 一般 （一般入院）第169号       平成28年10月 1日
     那珂市菅谷６０５ 　　一般    42 病棟種別:一般
     029-295-2611  (029-295-5022) 療養 病床区分:一般
     　　療養    48 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10029,1001,6 社会福祉法人白十字会〒314-0134 一般 （一般入院）第290号       平成28年10月 1日
     (29,3037,4) 　白十字総合病院 神栖市賀２１４８ 　　一般   214 病棟種別:一般
     0299-92-3311  (0299-93-4797) 療養 病床区分:一般
     　　療養    90 病棟数:3棟
     病床数:154床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10129,1022,2 神栖済生会病院 〒314-0112 一般 （一般入院）第532号       平成28年10月 1日
     神栖市知手中央７－２－４５ 　　一般   140 病棟種別:一般
     0299-97-2111  (0299-97-2134) 療養 病床区分:一般
     　　療養    39 病棟数:2棟
     病床数:93床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10229,1023,0 独立行政法人　労働者〒314-0343 一般       199（一般入院）第222号       平成28年10月 1日
     (29,3039,0) 健康安全機構　鹿島労神栖市土合本町１－９１０８－２ 病棟種別:一般
     災病院 0479-48-4111  (0479-48-3012) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10330,1011,3 土浦協同病院なめがた〒311-3516 一般       199（一般入院）第402号       平成28年10月 1日
     地域医療センター 行方市井上藤井９８－８ 病棟種別:一般
     0299-56-0600  (0299-37-4111) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:94床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10431,1001,2 医療法人　渡辺会　大〒311-1311 一般 （一般入院）第139号       平成29年 7月 1日
     洗海岸病院 東茨城郡大洗町大貫町９１５ 　　一般   142 病棟種別:一般
     029-267-2191  (029-267-1215) 療養 病床区分:一般
     　　療養    35 病棟数:2棟
     病床数:99床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10531,1026,9 医療法人　恒仁会　石〒311-4303 一般        50（一般入院）第282号       平成26年 7月 1日
     塚地方病院 東茨城郡城里町石塚１３３７ 病棟種別:一般
     029-288-3121  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:56床
     区分:１５対１入院基本料
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10631,1100,2 独立行政法人国立病院〒311-3193 一般       500（一般入院）第525号       平成28年 8月 1日
     (31,3115,4) 機構水戸医療センター東茨城郡茨城町桜の郷２８０番地 病棟種別:一般
     029-240-7711  (029-240-7788) 病床区分:一般
     病棟数:9棟
     病床数:429床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10733,1108,1 村立東海病院 〒319-1112 一般        40（一般入院）第546号       平成28年10月 1日
     (33,3112,7) 那珂郡東海村村松２０８１番地２療養        40 病棟種別:一般
     029-282-2188  (029-306-2811) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10834,1014,9 医療法人久仁会　久保〒319-3526 一般        53（一般入院）第177号       平成26年 7月 1日
     田病院 久慈郡大子町大字大子７９９ 病棟種別:一般
     0295-72-0023  (0295-72-2177) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:53床
     区分:１５対１入院基本料



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 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10934,1027,1 慈泉堂病院 〒319-3526 一般        48（一般入院）第413号       平成26年 7月 1日
     久慈郡大子町大子８５６－１ 病棟種別:一般
     02957-2-1550  (0295-72-1578) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11038,1010,8 医療法人美湖会　美浦〒300-0412 一般        60（一般入院）第289号       平成30年 2月 1日
     (38,3047,4) 中央病院 稲敷郡美浦村宮地字平木５９６ 療養       126 病棟種別:一般
     029-885-3551  (029-885-5220) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11138,1117,1 東京医科大学茨城医療〒300-0395 一般 （一般入院）第599号       平成28年10月 1日
     (38,3137,3) センター 稲敷郡阿見町中央３－２０－１ 　　一般   389 病棟種別:一般
     029-887-1161  (029-887-6266) 病床区分:一般
     病棟数:8棟
     病床数:341床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11243,1006,6 茨城西南医療センター〒306-0433 一般       356（一般入院）第93号        平成28年 8月 1日
     病院 猿島郡境町２１９０ 一般（感染） 病棟種別:一般
     0280-87-8111  (0280-86-7702) 　　感染     2 病床区分:一般
     病棟数:6棟
     病床数:290床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11351,1002,8 独立行政法人国立病院〒300-8585 一般       250（一般入院）第303号       平成28年 7月 1日
     (51,3002,2) 機構　霞ヶ浦医療セン土浦市下高津２－７－１４ 病棟種別:一般
     ター 029-822-5050  (029-824-0494) 病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:212床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算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 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11451,1003,6 独立行政法人国立病院〒319-1113 一般       342（一般入院）第320号       平成29年10月 1日
     (51,3003,0) 機構　茨城東病院 那珂郡東海村大字照沼８２５ 結核        68 病棟種別:一般
     029-282-1151  (029-282-1151) 病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:202床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11571,1002,6 県西総合病院 〒309-1223 一般 （一般入院）第55号        平成28年10月 1日
     桜川市鍬田６０４ 　　一般   253 病棟種別:一般
     0296-75-3171  (0296-76-1201) 療養 病床区分:一般
     　　療養    46 病棟数:4棟
     病床数:146床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11671,1003,4 医療法人隆仁会　山王〒309-1211 一般        43（一般入院）第302号       平成29年 2月 1日
     (71,3023,6) 病院 桜川市岩瀬４２ 療養        36 病棟種別:一般
     0296-75-0600  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11772,1003,2 医療法人三尚会　高須〒311-1517 一般        55（一般入院）第312号       平成23年 9月 1日
     病院 鉾田市鉾田２５７０ 病棟種別:一般
     0291-33-2131  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11872,1008,1 医療法人　東湖会　鉾〒311-1504 一般        62（一般入院）第178号       平成19年11月 1日
     田病院 鉾田市安房１６５０－２ 病棟種別:一般
     0291-32-3313  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11974,1011,1 美野里病院 〒319-0102 一般        27（一般入院）第401号       平成24年 4月 1日
     小美玉市西郷地１４６２ 療養        84 病棟種別:一般
     0299-48-2118  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:27床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12074,1018,6 石岡循環器科脳神経外〒311-3434 一般        63（一般入院）第436号       平成28年10月 1日
     科病院 小美玉市栗又四ケ１７６８ー２９ 病棟種別:一般
     0299-58-5211  (0299-58-5200) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:63床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12174,1023,6 小美玉市医療センター〒311-3422 一般 （一般入院）第543号       平成26年 3月 1日
     小美玉市中延６５１－２ 　　一般    80 病棟種別:一般
     0299-58-2711  (0299-58-2934) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:41床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 3月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1123,7 医療法人社団協栄会　〒310-0905 一般 （療養入院）第7号         平成18年10月 1日
     (01,3295,7) 大久保病院 水戸市石川４－４０４０－３２ 　　一般    99 病棟種別:療養
     029-254-4555  (029-252-0809) 療養 病床区分:療養
     　　療養    95 病棟数:2棟
     病床数:62床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1127,8 医療法人　弘仁会　志〒310-0026 一般 （療養入院）第161号       平成30年 1月 1日
     村病院 水戸市泉町１－７－３８ 　　一般    45 病棟種別:療養
     029-221-2181  (029-226-2820) 療養 病床区分:療養
     　　療養    25 病棟数:1棟
     病床数:25床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1204,5 医療法人清真会　丹野〒310-0841 一般 （療養入院）第79号        平成28年 6月 1日
     病院 水戸市酒門町字仲田４８８７ 　　一般    78 病棟種別:療養
     029-226-6555  療養 病床区分:療養
     　　療養    60 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1363,9 東前病院 〒311-1136 療養 （療養入院）第88号        平成29年 7月 1日
     水戸市東前２丁目２８ 　　療養   104 病棟種別:療養
     029-240-5101  病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:104床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1424,9 医療法人財団　古宿会〒311-1135 一般 （療養入院）第126号       平成28年 4月 1日
     　水戸中央病院 水戸市六反田町１１３６番地１ 　　一般    90 病棟種別:療養
     029-309-8600  療養 病床区分:療養
     　　療養    88 病棟数:2棟
     病床数:88床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1522,0 みと南ヶ丘病院 〒310-0836 療養 （療養入院）第155号       平成29年11月 1日
     水戸市元吉田町１０５７番地の１　　療養    48 病棟種別:療養
     029-248-0373  (029-248-0718) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院基本料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 3月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    702,1008,8 医療法人　光風会　回〒319-1221 精神 （療養入院）第71号        平成29年 6月 1日
     春荘病院 日立市大みか町６－１７－１ 　　精神   265 病棟種別:療養
     0294-52-3115  (0294-52-6296) 療養 病床区分:療養
     　　療養    85 病棟数:2棟
     病床数:85床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    802,1013,8 社会医療法人　愛宣会〒316-8533 一般 （療養入院）第157号       平成30年 1月 1日
     (02,3144,5) 　ひたち医療センター日立市鮎川町２－８－１６ 　　一般   223 病棟種別:療養
     0294-36-2551  (0294-35-7816) 療養 病床区分:療養
     　　療養    50 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902,1037,7 医療法人　愛正会　田〒319-1416 一般 （療養入院）第129号       平成18年10月 1日
     (02,3068,6) 尻ヶ丘病院 日立市田尻町３－２４－１ 　　一般    44 病棟種別:療養
     0294-43-2323  (0294-43-4777) 療養 病床区分:療養
     　　療養   126 病棟数:2棟
     療養 病床数:88床
     　　療養   100 区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1003,1059,9 医療法人社団青洲会　〒300-0011 一般 （療養入院）第6号         平成29年 5月 1日
     神立病院 土浦市神立中央５－１１－２ 　　一般    60 病棟種別:療養
     029-831-9711  療養 病床区分:療養
     　　療養   100 病棟数:1棟
     病床数:53床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1103,1108,4 医療法人社団誠仁会　〒300-0068 療養 （療養入院）第42号        平成28年10月 1日
     都和病院 土浦市西並木３６９０番地 　　療養    42 病棟種別:療養
     029-824-3434  (029-824-3410) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1204,1089,4 総和中央病院 〒306-0221 一般 （療養入院）第30号        平成28年 4月 1日
     古河市駒羽根８２５－１ 　　一般    53 病棟種別:療養
     0280-92-7055  療養 病床区分:療養
     　　療養    60 病棟数:1棟
     病床数:59床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算: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 3月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1304,1105,8 医療法人慈政会　小栁〒306-0202 精神 （療養入院）第67号        平成28年 9月 1日
     (04,3105,2) 病院 古河市稲宮１００１ 　　精神   414 病棟種別:療養
     0280-97-1110  (0280-97-1110) 療養 病床区分:療養
     　　療養    54 病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1404,1167,8 医療法人徳洲会　古河〒306-0041 一般 （療養入院）第162号       平成30年 2月 1日
     (04,3140,9) 総合病院 古河市鴻巣字茶屋下１５５５番地　　一般   180 病棟種別:療養
     0280-47-1010  (0280-47-0050) 療養 病床区分:療養
     　　療養    54 病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1505,1064,4 医療法人　明風会　久〒315-0022 療養 （療養入院）第65号        平成21年 5月 1日
     保田病院 石岡市行里川２６－３ 　　療養    40 病棟種別:療養
     0299-35-5010  (0299-35-5020) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1605,1075,0 豊後荘病院 〒315-0112 精神 （療養入院）第153号       平成28年12月 1日
     (05,3070,5) 石岡市部原７６０－１ 　　精神   393 病棟種別:療養
     0299-44-3211  (0299-44-3219) 療養 病床区分:療養
     　　療養   100 病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1705,1078,4 八郷整形外科内科病院〒315-0122 一般 （療養入院）第16号        平成29年11月 1日
     石岡市東成井２７１９ 　　一般    26 病棟種別:療養
     0299-46-1115  (0299-46-5998) 療養 病床区分:療養
     　　療養    56 病棟数:1棟
     療養 病床数:56床
     　　療養    24 区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1805,1104,8 社会福祉法人　欅会　〒315-0038 療養 （療養入院）第154号       平成29年 6月 1日
     旭台病院 石岡市旭台１－１７－２６ 　　療養    60 病棟種別:療養
     0299-26-2131  (0299-26-6445) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料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 3月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1906,1101,2 大圃病院 〒308-0104 一般 （療養入院）第143号       平成27年 3月 1日
     筑西市木戸３５２ 　　一般    51 病棟種別:療養
     0296-37-3101  療養 病床区分:療養
     　　療養    88 病棟数:2棟
     療養 病床数:88床
     　　療養    60 区分:入院基本料１
     （療養入院）第158号       平成29年10月 1日
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2006,1117,8 医療法人恒貴会　協和〒309-1107 療養 （療養入院）第128号       平成28年10月 1日
     南病院 筑西市門井１６７４－１ 　　療養   109 病棟種別:療養
     0296-57-5133  (0296-57-5712) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:49床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2107,1015,2 医療法人　達生堂　城〒307-0001 一般 （療養入院）第8号         平成29年 8月 1日
     (07,3052,9) 西病院 結城市結城１０７４５－２４ 　　一般   113 病棟種別:療養
     0296-33-2111  療養 病床区分:療養
     　　療養   148 病棟数:2棟
     病床数:86床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2207,1056,6 医療法人社団同樹会結〒307-0001 一般 （療養入院）第124号       平成28年10月 1日
     城病院 結城市大字結城字西繁昌塚９６２　　一般    88 病棟種別:療養
     ９番１ 療養 病床区分:療養
     0296-33-4161  　　療養   106 病棟数:1棟
     病床数:58床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2308,1056,4 牛尾病院 〒301-0007 一般 （療養入院）第76号        平成28年 8月 1日
     龍ケ崎市馴柴町１－１５－１ 　　一般    51 病棟種別:療養
     0297-66-6111  (0297-66-6128) 療養 病床区分:療養
     　　療養    60 病棟数:1棟
     療養 病床数:60床
     　　療養    60 区分:入院基本料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 3月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2410,1028,9 平間病院 〒304-0002 一般 （療養入院）第114号       平成29年 3月 1日
     下妻市江２０５１ 　　一般    37 病棟種別:療養
     0296-43-5100  (0296-43-5156) 療養 病床区分:療養
     　　療養    38 病棟数:1棟
     病床数:38床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2510,1042,0 軽部病院 〒304-0067 一般 （療養入院）第116号       平成24年 5月 1日
     下妻市下妻乙３９８番地１ 　　一般    15 病棟種別:療養
     0296-44-3761  療養 病床区分:療養
     　　療養    20 病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2611,1035,2 水海道さくら病院 〒303-0005 一般 （療養入院）第13号        平成28年10月 1日
     常総市水海道森下町４４４７ 　　一般    65 病棟種別:療養
     0297-23-2223  (0297-23-0088) 療養 病床区分:療養
     　　療養    28 病棟数:1棟
     病床数:28床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2711,1053,5 水海道西部病院 〒303-0041 一般 （療養入院）第137号       平成28年10月 1日
     常総市豊岡町丙６８５番地 　　一般    52 病棟種別:療養
     0297-24-1211  (0297-24-4051) 療養 病床区分:療養
     　　療養    52 病棟数:1棟
     療養 病床数:52床
     　　療養    16 区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2812,1003,8 西山堂病院 〒313-0014 一般 （療養入院）第132号       平成22年 5月 1日
     常陸太田市木崎二町９３１－２ 　　一般    60 病棟種別:療養
     0294-72-5121  療養 病床区分:療養
     　　療養    55 病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2912,1006,1 医療法人一路会　太田〒313-0061 療養 （療養入院）第26号        平成28年10月 1日
     病院 常陸太田市中城町１７３ 　　療養    21 病棟種別:療養
     0294-72-1258  (0294-72-2713) 療養 病床区分:療養
     　　療養    14 病棟数:1棟
     病床数:21床
     区分:入院基本料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 3月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3012,1025,1 藤井病院 〒313-0016 一般 （療養入院）第112号       平成24年 4月 1日
     (12,3035,4) 常陸太田市金井町３６７０ 　　一般    46 病棟種別:療養
     0294-72-5511  療養 病床区分:療養
     　　療養    79 病棟数:2棟
     病床数:79床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3114,1002,6 やすらぎの丘温泉病院〒318-0003 一般 （療養入院）第27号        平成29年 9月 1日
     高萩市大字下手綱１９５１－６ 　　一般    68 病棟種別:療養
     0293-24-1212  療養 病床区分:療養
     　　療養   104 病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:入院基本料２
     （療養入院）第149号       平成26年10月 1日
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3215,1016,3 医療法人　芳医会　瀧〒319-1541 一般 （療養入院）第46号        平成29年 2月 1日
     病院 北茨城市磯原町磯原２丁目３０５　　一般    38 病棟種別:療養
     番地 療養 病床区分:療養
     0293-42-1221  　　療養    38 病棟数:1棟
     療養 病床数:38床
     　　療養    38 区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3315,1017,1 医療法人誠之会　廣橋〒319-1722 療養        60（療養入院）第148号       平成27年 3月 1日
     病院 北茨城市関本町福田１８７１ 精神       121 病棟種別:療養
     0293-46-0630  病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3415,1035,3 北茨城市民病院 〒319-1711 一般       137（療養入院）第150号       平成28年10月 1日
     (15,3038,1) 北茨城市関南町関本下１０５０ 療養        46 病棟種別:療養
     0293-46-1121  (0293-46-6526) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3516,1033,6 医療法人社団聖嶺会　〒309-1736 一般 （療養入院）第104号       平成21年 7月 1日
     立川記念病院 笠間市八雲２－１２－１４ 　　一般    65 病棟種別:療養
     0296-77-7211  (0296-78-0518) 療養 病床区分:療養
     　　療養    54 病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分:入院基本料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 3月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3617,1043,3 医療法人中村会　常総〒302-0038 精神 （療養入院）第115号       平成28年10月 1日
     病院 取手市下高井２３７１ 　　精神   127 病棟種別:療養
     0297-78-8707  療養 病床区分:療養
     　　療養    30 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3717,1082,1 医療法人社団　宗仁会〒300-1546 一般 （療養入院）第25号        平成23年 8月 1日
     病院 取手市岡１４９３番地 　　一般    30 病棟種別:療養
     0297-85-8341  (0297-85-8246) 療養 病床区分:療養
     　　療養    39 病棟数:1棟
     療養 病床数:39床
     　　療養    84 区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3818,1046,4 ホスピタル坂東 〒306-0515 一般        70（療養入院）第156号       平成30年 2月 1日
     (18,3056,7) 坂東市沓掛４１１ 療養        50 病棟種別:療養
     0297-44-2000  (0297-44-2072) 精神       350 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3919,1002,5 医療法人社団　常仁会〒300-1296 一般 （療養入院）第140号       平成27年10月 1日
     (19,3006,0) 　牛久愛和総合病院 牛久市猪子町８９６ 　　一般   434 病棟種別:療養
     029-873-3111  (029-874-1031) 療養 病床区分:療養
     　　療養    55 病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4020,1017,1 筑波記念病院 〒300-2622 一般 （療養入院）第97号        平成29年 6月 1日
     つくば市要１１８７－２９９ 　　一般   387 病棟種別:療養
     029-864-1212  (029-864-8135) 療養 病床区分:療養
     　　療養   100 病棟数:1棟
     病床数:51床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4120,1022,1 医療法人恵仁会　宮本〒300-4231 療養 （療養入院）第61号        平成28年10月 1日
     病院 つくば市大字北条１０１５ 　　療養    43 病棟種別:療養
     029-867-0631  (029-867-1082) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:入院基本料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 3月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4220,1172,4 医療法人社団双愛会　〒300-1245 一般 （療養入院）第41号        平成21年10月 1日
     つくば双愛病院 つくば市高崎１００８ 　　一般    50 病棟種別:療養
     029-873-2511  (029-872-3820) 一般 病床区分:療養
     　　一般    51 病棟数:2棟
     一般 病床数:61床
     　　一般    14 区分:入院基本料１
     療養
     　　療養    61
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4320,1182,3 医療法人社団　健正会〒300-1253 療養 （療養入院）第144号       平成24年 4月 1日
     　茎崎アオイ病院 つくば市天宝喜７１４－１ 　　療養   180 病棟種別:療養
     0298-71-7777  病床区分:療養
     病棟数:4棟
     病床数:180床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4421,1053,4 勝田病院 〒312-0011 一般 （療養入院）第96号        平成26年 7月 1日
     ひたちなか市中根５１２５番２ 　　一般    54 病棟種別:療養
     029-272-5184  (029-274-2282) 療養 病床区分:療養
     　　療養    31 病棟数:1棟
     病床数:31床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4521,1056,7 アイビークリニック 〒312-0018 一般 （療養入院）第99号        平成18年 7月 1日
     ひたちなか市笹野町１－３－１ 　　一般    31 病棟種別:療養
     029-274-1155  (029-274-5139) 療養 病床区分:療養
     　　療養    24 病棟数:1棟
     病床数:24床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4621,1068,2 北友会勝田病院 〒312-0032 一般 （療養入院）第21号        平成24年 7月 1日
     ひたちなか市津田字関場１８９５　　一般    25 病棟種別:療養
     029-273-0024  療養 病床区分:療養
     　　療養    74 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4722,1011,0 前田病院 〒314-0031 療養 （療養入院）第120号       平成18年10月 1日
     鹿嶋市大字宮中５２０１ 　　療養    36 病棟種別:療養
     0299-83-1122  (0299-83-2611) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:36床
     区分:入院基本料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 3月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4822,1019,3 医療法人　晴生会　鹿〒314-0031 療養 （療養入院）第121号       平成21年11月 1日
     島神宮前病院 鹿嶋市宮中１９９５－２４ 　　療養   170 病棟種別:療養
     0299-82-7911  (0299-83-8422) 病床区分:療養
     病棟数:3棟
     病床数:170床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4925,1006,3 医療法人　博仁会　志〒319-2261 一般 （療養入院）第159号       平成29年10月 1日
     (25,3025,7) 村大宮病院 常陸大宮市上町３１３ 　　一般   130 病棟種別:療養
     0295-53-1111  療養 病床区分:療養
     　　療養    48 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5026,1005,3 西山堂慶和病院 〒311-0133 一般 （療養入院）第54号        平成28年10月 1日
     那珂市鴻巣３２４７－１ 　　一般    93 病棟種別:療養
     029-295-5121  (029-295-5125) 療養 病床区分:療養
     　　療養    88 病棟数:1棟
     療養 病床数:60床
     　　療養    18 区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5126,1012,9 小豆畑病院 〒311-0105 一般 （療養入院）第160号       平成29年12月 1日
     那珂市菅谷６０５ 　　一般    42 病棟種別:療養
     029-295-2611  (029-295-5022) 療養 病床区分:療養
     　　療養    48 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5226,1028,5 岩上記念病院 〒319-2105 療養 （療養入院）第73号        平成28年10月 1日
     那珂市古徳５３８ー２ 　　療養    24 病棟種別:療養
     029-296-2066  療養 病床区分:療養
     　　療養    36 病棟数:1棟
     病床数:24床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5327,1015,0 医療法人盡誠会　宮本〒300-0605 療養 （療養入院）第52号        平成28年10月 1日
     病院 稲敷市幸田１２４７ 　　療養   143 病棟種別:療養
     0299-79-2114  (0299-79-2116) 精神 病床区分:療養
     　　精神   274 病棟数:3棟
     病床数:111床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算: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 3月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5429,1001,6 社会福祉法人白十字会〒314-0134 一般 （療養入院）第36号        平成29年 9月 1日
     (29,3037,4) 　白十字総合病院 神栖市賀２１４８ 　　一般   214 病棟種別:療養
     0299-92-3311  (0299-93-4797) 療養 病床区分:療養
     　　療養    90 病棟数:2棟
     病床数:90床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5529,1024,8 医療法人社団土合会　〒314-0343 療養 （療養入院）第14号        平成28年10月 1日
     渡辺病院 神栖市土合本町２－９８０９－２　　療養    96 病棟種別:療養
     ０ 病床区分:療養
     0479-48-2121  (0479-48-3574) 病棟数:2棟
     病床数:96床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5629,1026,3 清仁会病院 〒314-0341 療養 （療養入院）第40号        平成28年10月 1日
     神栖市矢田部１１３４５－１ 　　療養   134 病棟種別:療養
     0479-48-2000  (0479-48-1913) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:118床
     区分:入院基本料２（注１１に
     規定する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5731,1002,0 公益財団法人　報恩会〒311-3122 療養 （療養入院）第84号        平成29年 5月 1日
     　石崎病院 東茨城郡茨城町上石崎４６９８ 　　療養    47 病棟種別:療養
     029-293-7155  (029-293-6062) 精神 病床区分:療養
     　　精神   244 病棟数:1棟
     病床数:47床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5838,1010,8 医療法人美湖会　美浦〒300-0412 一般        60（療養入院）第37号        平成21年 9月 1日
     (38,3047,4) 中央病院 稲敷郡美浦村宮地字平木５９６ 療養       126 病棟種別:療養
     029-885-3551  (029-885-5220) 病床区分:療養
     病棟数:3棟
     病床数:126床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5942,1027,4 八千代病院 〒300-3551 療養        55（療養入院）第101号       平成28年 9月 1日
     結城郡八千代町栗山２３８ 病棟種別:療養
     0296-48-1181  (0296-49-3678) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:入院基本料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 3月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6071,1001,8 医療法人　鴻仁会　上〒309-1226 精神        35（療養入院）第51号        平成28年10月 1日
     の原病院 桜川市上野原地新田１５９－２ 療養       201 病棟種別:療養
     0296-75-3128  (0296-75-3672) 病床区分:療養
     病棟数:5棟
     病床数:201床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6171,1002,6 県西総合病院 〒309-1223 一般 （療養入院）第29号        平成28年10月 1日
     桜川市鍬田６０４ 　　一般   253 病棟種別:療養
     0296-75-3171  (0296-76-1201) 療養 病床区分:療養
     　　療養    46 病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6271,1003,4 医療法人隆仁会　山王〒309-1211 一般        43（療養入院）第11号        平成22年 4月 1日
     (71,3023,6) 病院 桜川市岩瀬４２ 療養        36 病棟種別:療養
     0296-75-0600  病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:36床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6374,1001,2 医療法人社団白帆会　〒311-3423 療養        90（療養入院）第47号        平成28年 5月 1日
     小川南病院 小美玉市小川７３３ 病棟種別:療養
     0299-58-1131  (0299-58-1760) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:90床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6474,1011,1 美野里病院 〒319-0102 一般        27（療養入院）第50号        平成28年10月 1日
     小美玉市西郷地１４６２ 療養        84 病棟種別:療養
     0299-48-2118  病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:84床
     区分:入院基本料２（注１１に
     規定する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 3月 1日 結核病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    116,1031,0 茨城県立中央病院 〒309-1793 一般       475（結核入院）第3号         平成21年 9月 1日
     (16,3063,7) 笠間市鯉淵６５２８ 結核        25 病棟種別:結核
     0296-77-1121  (0296-77-2886) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:25床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220,1004,9 一般財団法人筑波麓仁〒305-0854 一般       295（結核入院）第69号        平成29年 1月 1日
     (20,3124,9) 会　筑波学園病院 つくば市上横場字細田２５７３－一般（感染） 病棟種別:結核
     １              3 病棟数:1棟
     029-836-1355  (029-836-1918) 結核        33 病床数:19床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    322,1001,1 公益財団法人　鹿島病〒314-0012 一般        77（結核入院）第13号        平成29年 3月 1日
     (22,3045,2) 院 鹿嶋市平井１１２９－２ 結核         2 病棟種別:一般
     0299-82-1271  (0299-82-1824) 精神       178 病床区分:一般
     一般（感染） 病棟数:1棟
                  4 病床数:2床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    451,1003,6 独立行政法人国立病院〒319-1113 一般       342（結核入院）第320号       平成21年 9月 1日
     (51,3003,0) 機構　茨城東病院 那珂郡東海村大字照沼８２５ 結核        68 病棟種別:結核
     029-282-1151  (029-282-1151) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 3月 1日 精神病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1034,6 医療法人碧水会　汐ケ〒311-1115 精神       208（精神入院）第227号       平成19年 7月 1日
     (01,3225,4) 崎病院 水戸市大串町７１５ 病棟種別:精神
     029-269-2226  (029-269-4387) 病床区分:精神
     病棟数:4棟
     病床数:208床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202,1006,2 大原神経科病院 〒319-1221 精神       246（精神入院）第420号       平成24年 4月 1日
     日立市大みか町１－１３－１８ 病棟種別:精神
     0294-52-4352  (0294-52-4135) 病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:180床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    302,1008,8 医療法人　光風会　回〒319-1221 精神 （精神入院）第367号       平成28年 7月 1日
     春荘病院 日立市大みか町６－１７－１ 　　精神   265 病棟種別:精神
     0294-52-3115  (0294-52-6296) 療養 病床区分:精神
     　　療養    85 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402,1080,7 医療法人　圭愛会　日〒316-0012 精神       313（精神入院）第193号       平成24年 4月 1日
     立梅ヶ丘病院 日立市大久保町２４０９－３ 病棟種別:精神
     0294-34-2103  (0294-33-1800) 病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:180床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502,1142,5 永井ひたちの森病院 〒319-1413 精神 （精神入院）第401号       平成29年 7月 1日
     日立市小木津町９６６ 　　精神   208 病棟種別:精神
     0294-44-8800  (0294-42-4843) 一般 病床区分:精神
     　　一般    20 病棟数:1棟
     病床数:56床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    603,1180,3 医療法人社団筑波東病〒300-0844 精神       206（精神入院）第413号       平成23年12月 1日
     院 土浦市乙戸５７－１ 病棟種別:精神
     029-843-2121  病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:206床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 3月 1日 精神病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    704,1084,5 医療法人共助会　猿島〒306-0233 精神       235（精神入院）第128号       平成25年 8月 1日
     (04,3104,5) 厚生病院 古河市西牛谷７３７ 病棟種別:精神
     0280-98-2231  病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    804,1105,8 医療法人慈政会　小栁〒306-0202 精神 （精神入院）第165号       平成25年 8月 1日
     (04,3105,2) 病院 古河市稲宮１００１ 　　精神   414 病棟種別:精神
     0280-97-1110  (0280-97-1110) 療養 病床区分:精神
     　　療養    54 病棟数:2棟
     病床数:128床
     区分:１８対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    905,1075,0 豊後荘病院 〒315-0112 精神 （精神入院）第428号       平成29年 7月 1日
     (05,3070,5) 石岡市部原７６０－１ 　　精神   393 病棟種別:精神
     0299-44-3211  (0299-44-3219) 療養 病床区分:精神
     　　療養   100 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１５対１入院基本料
     精神保健福祉士配置加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1005,1076,8 医療法人　滝田会　丸〒315-0116 精神       194（精神入院）第277号       平成22年 1月 1日
     山荘病院 石岡市柿岡３７８７ 病棟種別:精神
     0299-43-0079  (0299-43-6498) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:70床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1105,1086,7 桜井病院 〒315-0133 精神 （精神入院）第421号       平成25年 4月 1日
     石岡市半田１８８６ 　　精神    95 病棟種別:精神
     0299-42-3922  病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1206,1004,8 医療法人　威恵会　三〒308-0005 一般 （精神入院）第400号       平成24年 4月 1日
     岳荘小松崎病院 筑西市中舘６９－１ 　　一般    32 病棟種別:精神
     0296-24-2331  (0296-24-2411) 精神 病床区分:精神
     　　精神   188 病棟数:4棟
     病床数:188床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 3月 1日 精神病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1308,1003,6 医療法人社団八峰会　〒301-0856 精神       172（精神入院）第267号       平成26年 7月 1日
     池田病院 龍ケ崎市貝原塚町字女化原３６９ 病棟種別:精神
     ０－２ 病床区分:精神
     0297-64-1152  病棟数:3棟
     病床数:172床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1414,1022,4 高萩それいゆ病院 〒318-0004 精神       150（精神入院）第133号       平成24年 4月 1日
     高萩市上手綱赤塚２６８ 病棟種別:精神
     0293-24-0770  病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:150床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1515,1017,1 医療法人誠之会　廣橋〒319-1722 療養        60（精神入院）第329号       平成24年 4月 1日
     病院 北茨城市関本町福田１８７１ 精神       121 病棟種別:精神
     0293-46-0630  病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:65床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1616,1032,8 茨城県立こころの医療〒309-1717 精神 （精神入院）第41号        平成28年 4月 1日
     センター 笠間市旭町６５４ 　　精神   525 病棟種別:精神
     0296-77-1151  病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:150床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1717,1043,3 医療法人中村会　常総〒302-0038 精神 （精神入院）第240号       平成29年 5月 1日
     病院 取手市下高井２３７１ 　　精神   127 病棟種別:精神
     0297-78-8707  療養 病床区分:精神
     　　療養    30 病棟数:2棟
     病床数:127床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1818,1046,4 ホスピタル坂東 〒306-0515 一般        70（精神入院）第432号       平成29年 8月 1日
     (18,3056,7) 坂東市沓掛４１１ 療養        50 病棟種別:精神
     0297-44-2000  (0297-44-2072) 精神       350 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:70床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 3月 1日 精神病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1920,1168,2 医療法人社団つくば健〒300-2615 精神 （精神入院）第429号       平成27年 1月 1日
     仁会　とよさと病院 つくば市田倉４７２５ 　　精神   256 病棟種別:精神
     029-847-2631  病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:70床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2022,1001,1 公益財団法人　鹿島病〒314-0012 一般        77（精神入院）第304号       平成18年 4月 1日
     (22,3045,2) 院 鹿嶋市平井１１２９－２ 結核         2 病棟種別:精神
     0299-82-1271  (0299-82-1824) 精神       178 病床区分:精神
     一般（感染） 病棟数:2棟
                  4 病床数:118床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2127,1008,5 医療法人精光会　みや〒301-0902 精神       230（精神入院）第237号       平成24年 4月 1日
     (27,3019,6) ざきホスピタル 稲敷市上根本３４７４ 病棟種別:精神
     0297-87-3321  (0297-87-3323) 病床区分:精神
     病棟数:2棟
     病床数:110床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2227,1013,5 医療法人社団広文会　〒300-0621 精神       227（精神入院）第391号       平成24年 4月 1日
     江戸崎病院 稲敷市阿波１２９９ 病棟種別:精神
     029-894-2611  (029-894-3611) 病床区分:精神
     病棟数:4棟
     病床数:227床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2327,1015,0 医療法人盡誠会　宮本〒300-0605 療養 （精神入院）第164号       平成21年 3月 1日
     病院 稲敷市幸田１２４７ 　　療養   143 病棟種別:精神
     0299-79-2114  (0299-79-2116) 精神 病床区分:精神
     　　精神   274 病棟数:3棟
     病床数:172床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2431,1002,0 公益財団法人　報恩会〒311-3122 療養 （精神入院）第46号        平成24年 4月 1日
     　石崎病院 東茨城郡茨城町上石崎４６９８ 　　療養    47 病棟種別:精神
     029-293-7155  (029-293-6062) 精神 病床区分:精神
     　　精神   244 病棟数:3棟
     病床数:144床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 3月 1日 精神病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2534,1002,4 医療法人直志会　袋田〒319-3521 精神       120（精神入院）第378号       平成28年 5月 1日
     病院 久慈郡大子町北田気７６ 病棟種別:精神
     0295-72-2371  (0295-72-5634) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2638,1027,2 医療法人社団恵和会　〒300-0333 精神       121（精神入院）第381号       平成27年 7月 1日
     湯原病院 稲敷郡阿見町若栗２５８４ 病棟種別:精神
     029-887-0310  (029-887-7831) 病床区分:精神
     病棟数:2棟
     病床数:121床
     区分:１５対１入院基本料
     精神保健福祉士配置加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2774,1015,2 医療法人　聖和会　つ〒311-3433 精神 （精神入院）第322号       平成24年 4月 1日
     くば病院 小美玉市高崎２０３２－６ 　　精神   322 病棟種別:精神
     0299-26-1271  (0299-26-7091) 病床区分:精神
     病棟数:4棟
     病床数:260床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 3月 1日 特定機能病院入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    151,1005,1 筑波大学附属病院 〒305-8576 一般       759（特定入院）第1号         平成28年10月 1日
     (51,3005,5) つくば市天久保２－１－１ 精神        41 病棟種別:一般
     029-853-3902  (029-853-3554) 病床区分:一般
     病棟数:16棟
     病床数:631床
     区分:７対１入院基本料
     病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:41床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 3月 1日 障害者施設等入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1402,5 茨城県立あすなろの郷〒319-0306 一般        50（障害入院）第22号        平成24年 4月 1日
     (01,3324,5) 病院 水戸市杉崎町１４６０ 病棟種別:一般
     029-259-3125  (029-257-5515) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1500,6 愛正会記念　茨城福祉〒310-0836 一般 （障害入院）第28号        平成26年12月 1日
     (01,3385,6) 医療センター 水戸市元吉田町１８７２－１ 　　一般   135 病棟種別:一般
     029-353-7171  (029-353-6112) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:１０対１入院基本料
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:35床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    310,1027,1 湖南病院 〒304-0056 一般 （障害入院）第10号        平成25年 5月 1日
     下妻市長塚４８－１ 　　一般    96 病棟種別:一般
     0296-44-2556  (0296-44-2987) 療養 病床区分:一般
     　　療養    30 病棟数:1棟
     病床数:49床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    411,1035,2 水海道さくら病院 〒303-0005 一般 （障害入院）第25号        平成29年 1月 1日
     常総市水海道森下町４４４７ 　　一般    65 病棟種別:一般
     0297-23-2223  (0297-23-0088) 療養 病床区分:一般
     　　療養    28 病棟数:1棟
     病床数:27床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    519,1002,5 医療法人社団　常仁会〒300-1296 一般 （障害入院）第11号        平成20年10月 1日
     (19,3006,0) 　牛久愛和総合病院 牛久市猪子町８９６ 　　一般   434 病棟種別:一般
     029-873-3111  (029-874-1031) 療養 病床区分:一般
     　　療養    55 病棟数:2棟
     病床数:90床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    620,1024,7 医療法人恵仁会　筑波〒300-4231 一般        53（障害入院）第18号        平成28年 4月 1日
     中央病院 つくば市大字北条５１１８ 病棟種別:一般
     029-867-1211  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:53床
     区分:１３対１入院基本料



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 3月 1日 障害者施設等入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    720,1030,4 医療法人社団桜水会　〒305-0043 一般       199（障害入院）第4号         平成24年 4月 1日
     筑波病院 つくば市大角豆１７６１ 病棟種別:一般
     029-855-0777  病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:199床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    820,1172,4 医療法人社団双愛会　〒300-1245 一般 （障害入院）第21号        平成25年 6月 1日
     つくば双愛病院 つくば市高崎１００８ 　　一般    50 病棟種別:一般
     029-873-2511  (029-872-3820) 一般 病床区分:一般
     　　一般    51 病棟数:1棟
     一般 病床数:51床
     　　一般    14 区分:１３対１入院基本料
     療養
     　　療養    61
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    922,1001,1 公益財団法人　鹿島病〒314-0012 一般        77（障害入院）第13号        平成29年 3月 1日
     (22,3045,2) 院 鹿嶋市平井１１２９－２ 結核         2 病棟種別:一般
     0299-82-1271  (0299-82-1824) 精神       178 病床区分:一般
     一般（感染） 病棟数:1棟
                  4 病床数:43床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1024,1013,2 守谷慶友病院 〒302-0118 一般 （障害入院）第19号        平成26年10月 1日
     守谷市立沢９８０－１ 　　一般   178 病棟種別:一般
     0297-45-3311  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:58床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1124,1079,3 医療法人三星会　茨城〒302-0112 一般 （障害入院）第29号        平成30年 2月 1日
     リハビリテーション病守谷市同地字仲山３６０ 　　一般   106 病棟種別:一般
     院 0297-48-6111  (0297-48-6116) 療養 病床区分:一般
     　　療養    72 病棟数:1棟
     病床数:59床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1238,1064,5 茨城県立医療大学付属〒300-0331 一般       120（障害入院）第3号         平成20年10月 1日
     (38,3096,1) 病院 稲敷郡阿見町阿見原４７３３ 病棟種別:一般
     029-888-9200  (029-840-2418) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:73床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 3月 1日 障害者施設等入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1351,1003,6 独立行政法人国立病院〒319-1113 一般       342（障害入院）第2号         平成20年10月 1日
     (51,3003,0) 機構　茨城東病院 那珂郡東海村大字照沼８２５ 結核        68 病棟種別:一般
     029-282-1151  (029-282-1151) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:120床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1049,4 高木整形外科医院 〒311-4143 一般        12（診入院）第405号         平成24年 4月 1日
     水戸市大塚町１５０４－１ 病棟種別:一般
     029-251-8038  (029-251-8856) 病床区分:一般
     病床数:12床
     区分:入院基本料６
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1080,9 石田外科医院 〒310-0035 一般        17（診入院）第453号         平成24年 9月 1日
     水戸市東原２－７－３９ 療養         2 病棟種別:一般
     029-221-5538  (029-221-8988) 病床区分:一般
     病床数:17床
     区分:入院基本料５
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1093,2 山本整形外科 〒310-0851 一般        19（診入院）第362号         平成28年 4月 1日
     水戸市千波町４７８－３ 病棟種別:一般
     029-241-2020  (029-241-2021) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    401,1241,7 青木医院 〒310-0815 一般        14（診入院）第415号         平成24年 4月 1日
     水戸市本町３－４－７ 病棟種別:一般
     029-221-8603  (029-221-1235) 病床区分:一般
     病床数:14床
     区分:入院基本料４
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1245,8 医療法人社団　正和会〒310-0815 一般        11（診入院）第445号         平成30年 1月 1日
     　小松崎産婦人科 水戸市本町１－６－２０ 病棟種別:一般
     029-221-2645  病床区分:一般
     病床数:11床
     区分:入院基本料１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1255,7 岩間産婦人科 〒310-0053 一般         3（診入院）第373号         平成24年 4月 1日
     水戸市末広町２－３－３８ 病棟種別:一般
     029-221-6951  (029-227-0707) 病床区分:一般
     病床数:3床
     区分:入院基本料６
     夜間の緊急体制:無
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    701,1273,0 医療法人　坂本内科医〒310-0912 一般        15（診入院）第402号         平成26年 4月 1日
     院 水戸市見川２－１９２－３ 療養         4 病棟種別:一般
     029-241-3939  (029-243-2722) 病床区分:一般
     病床数:15床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1274,8 鈴木眼科医院 〒310-0803 一般         4（診入院）第358号         平成24年 4月 1日
     水戸市城南２－４－１１ 病棟種別:一般
     029-222-4488  病床区分:一般
     病床数:4床
     区分:入院基本料６
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:求人を行っているが応
     募がないため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1305,0 植野産婦人科医院 〒310-0063 一般        19（診入院）第401号         平成26年 4月 1日
     水戸市五軒町２－３－７ 病棟種別:一般
     029-221-2513  (029-226-6420) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1001,1393,6 大場内科クリニック 〒310-0841 一般         8（診入院）第385号         平成29年 3月 1日
     水戸市酒門町２７５番３ 病棟種別:一般
     029-304-0111  (029-304-1208) 病床区分:一般
     病床数:8床
     区分:入院基本料４
     加減算区分:医師配置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,1410,8 医療法人誠順会クリニ〒310-0851 一般         3（診入院）第392号         平成29年 9月 1日
     ック健康の杜 水戸市千波町１２５０番地 病棟種別:一般
     029-305-6655  (029-243-8038) 病床区分:一般
     病床数:3床
     区分:入院基本料２
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,1436,3 長田医院 〒319-0312 一般 （診入院）第439号         平成26年 4月 1日
     水戸市大足町９８０番地 　　一般    19 病棟種別:一般
     029-259-5711  (029-259-5713) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1301,1466,0 医療法人社団　山縣産〒310-0851 一般 （診入院）第403号         平成28年 8月 1日
     婦人科 水戸市千波町３７１番地の４ 　　一般    19 病棟種別:一般
     029-241-6121  (029-243-3863) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料２
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,1472,8 鈴木産婦人科医院 〒310-0818 一般 （診入院）第411号         平成26年 4月 1日
     水戸市東台１丁目１０番１９号 　　一般     7 病棟種別:一般
     029-221-3932  (029-225-5773) 病床区分:一般
     病床数:7床
     区分:入院基本料２
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,1501,4 医療法人　弘寿会　石〒310-0004 一般 （診入院）第4125号        平成29年 6月 1日
     島整形外科医院 水戸市青柳町５０５ 　　一般    19 病棟種別:一般
     029-221-4821  (029-225-7550) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,1514,7 医療法人社団北水会　〒310-0035 一般 （診入院）第4130号        平成29年 9月 1日
     スイコウ南クリニック水戸市東原３－２－１２ 　　一般    19 病棟種別:一般
     029-303-3037  (029-303-3038) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制: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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1702,1110,2 医療法人　瀬尾医院 〒316-0004 一般        19（診入院）第457号         平成24年 4月 1日
     日立市東多賀町２－１５－８ 病棟種別:一般
     0294-33-0763  (0294-32-0702) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料４
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:その他
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     なその他理由:給食は業者委託
     の為
     非常勤の管理栄養士の有無:有
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1802,1153,2 かもめ・日立クリニッ〒317-0052 一般 （診入院）第434号         平成24年 4月 1日
     ク 日立市東滑川町１丁目３１８６番　　一般    19 病棟種別:一般
     地 病床区分:一般
     0294-25-1531  病床数:19床
     区分:入院基本料４
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1902,1168,0 十王ひがし野クリニッ〒319-1301 一般 （診入院）第442号         平成26年 4月 1日
     ク 日立市十王町伊師３４５６ー７ 　　一般    19 病棟種別:一般
     0294-39-3232  (0294-39-2972) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2002,1202,7 川島クリニック 〒316-0002 一般 （診入院）第342号         平成26年 4月 1日
     日立市桜川町　１丁目１－１ 　　一般    19 病棟種別:一般
     0294-35-1266  (0294-35-1272) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2102,1205,0 山手クリニック 〒316-0013 一般 （診入院）第485号         平成24年 4月 1日
     日立市千石町２丁目１３の３ 　　一般    19 病棟種別:一般
     0294-33-2121  (0294-36-5454) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料４
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2203,1019,3 結束耳鼻咽喉科医院 〒300-0038 一般         6（診入院）第474号         平成24年 4月 1日
     土浦市大町７－１９ 病棟種別:一般
     029-821-0222  (029-823-7036) 病床区分:一般
     病床数:6床
     区分:入院基本料６
     夜間の緊急体制:無
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:その他
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     なその他理由:食事を提供する
     入院患者は０であり、管理栄養
     士不要のため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2303,1089,6 橋本産婦人科医院 〒300-0069 一般         7（診入院）第462号         平成26年 4月 1日
     土浦市東並木町５７６ 病棟種別:一般
     029-822-5541  病床区分:一般
     病床数:7床
     区分:入院基本料６
     夜間の緊急体制:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2403,1116,7 柴田マタニティクリニ〒300-0037 一般        15（診入院）第367号         平成24年 4月 1日
     ック 土浦市桜町４－１３－２０ 病棟種別:一般
     029-821-0154  (029-821-1709) 病床区分:一般
     病床数:15床
     区分:入院基本料４
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:求人を行っているが応
     募がないため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2503,1170,4 山手医院 〒300-0814 一般 （診入院）第368号         平成27年 6月 1日
     土浦市国分町７番６号 　　一般    19 病棟種別:一般
     029-835-3388  (029-835-3966) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2603,1188,6 久松耳鼻咽喉科医院 〒300-0043 一般         3（診入院）第480号         平成24年 4月 1日
     土浦市中央２－４－２１ 病棟種別:一般
     029-821-6002  (029-821-6002) 病床区分:一般
     病床数:3床
     区分:入院基本料６
     夜間の緊急体制:無
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:その他
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     なその他理由:給食を行ってい
     ないため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2703,1214,0 医療法人社団　朋友　〒300-0818 一般 （診入院）第393号         平成28年 3月 1日
     外科・内科　天の橋立土浦市天川二丁目１００８番地６　　一般    19 病棟種別:一般
     ４７ 病床区分:一般
     029-835-0333  (029-835-5557) 病床数:19床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2804,1045,6 山中医院 〒306-0011 一般        10（診入院）第365号         平成26年 4月 1日
     古河市東１－７－１１ 病棟種別:一般
     0280-32-0288  (0280-31-1534) 病床区分:一般
     病床数:10床
     区分:入院基本料１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2904,1120,7 医療法人　寿恵会　船〒306-0126 一般         7（診入院）第363号         平成24年 4月 1日
     橋レディスクリニック古河市諸川６５７－３ 病棟種別:一般
     0280-76-0386  (0280-77-3860) 病床区分:一般
     病床数:8床
     区分:入院基本料５
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:その他
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     なその他理由:食事提供を業者
     に委託しているため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3004,1163,7 靍見脳神経外科 〒306-0128 一般 （診入院）第4129号        平成28年 1月 1日
     古河市上片田８１３ 　　一般    19 病棟種別:一般
     0280-77-2222  (0280-77-2227) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3105,1015,6 長尾眼科 〒315-0023 一般         4（診入院）第348号         平成24年 4月 1日
     石岡市東府中１－１５ 病棟種別:一般
     0299-24-1100  (0299-23-8331) 病床区分:一般
     病床数:4床
     区分:入院基本料６
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:その他
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     なその他理由:日帰り入院の為
     該当する患者がいない
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3205,1068,5 府中クリニック 〒315-0013 一般        14（診入院）第396号         平成26年 4月 1日
     石岡市府中５ー１１ー１ 病棟種別:一般
     0299-22-2146  (0299-22-2147) 病床区分:一般
     病床数:14床
     区分:入院基本料２
     加減算区分:医師配置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3305,1085,9 山王台病院附属眼科・〒315-0037 一般 （診入院）第349号         平成26年 4月 1日
     内科クリニック 石岡市東石岡５－２－３３ 　　一般    19 病棟種別:一般
     0299-26-3533  (0299-26-8059) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料４
     加減算区分:医師配置加算２
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3405,1101,4 山王台病院附属第一ク〒315-0037 一般 （診入院）第4119号        平成26年 4月 1日
     リニック 石岡市東石岡５－１－２９ 　　一般    19 病棟種別:一般
     0299-27-0860  (0299-27-1710) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料４
     加減算区分:医師配置加算２
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3505,1102,2 山王台病院附属第二ク〒315-0037 一般 （診入院）第4120号        平成26年 4月 1日
     リニック 石岡市東石岡５－１－２９ 　　一般    19 病棟種別:一般
     0299-27-0870  (0299-27-1710) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料４
     加減算区分:医師配置加算２
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3606,1063,4 小松崎産婦人科医院 〒308-0841 一般        19（診入院）第465号         平成24年 4月 1日
     筑西市二木成１２６７ 病棟種別:一般
     0296-24-6327  (0296-24-6329) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料４
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:その他
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     なその他理由:現在の栄養士が
     管理栄養士の資格を取るか検討
     中
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3706,1088,1 遠藤産婦人科医院 〒308-0005 一般 （診入院）第406号         平成28年 4月 1日
     筑西市中舘字東八丁１３０番地１　　一般    16 病棟種別:一般
     0296-20-1000  (0296-22-5630) 病床区分:一般
     病床数:16床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3806,1133,5 宮田医院 〒308-0031 一般 （診入院）第433号         平成26年 4月 1日
     筑西市丙５９番地 　　一般    19 病棟種別:一般
     0296-22-2440  (0296-24-7701) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3906,1161,6 平間産婦人科医院 〒308-0021 一般 （診入院）第4124号        平成26年 4月 1日
     筑西市甲９５－５ 　　一般    14 病棟種別:一般
     0296-22-3741  (0296-22-2322) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:14床
     区分:入院基本料４
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4007,1016,0 和田耳鼻咽喉科 〒307-0001 一般         3（診入院）第419号         平成24年 4月 1日
     結城市大字結城１３６６７ 病棟種別:一般
     0296-32-6121  (0296-32-6123) 病床区分:一般
     病床数:3床
     区分:入院基本料６
     夜間の緊急体制:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4107,1052,5 池羽レディースクリニ〒307-0001 一般 （診入院）第452号         平成29年 9月 1日
     ック 結城市結城１０６２２番地１ 　　一般    16 病棟種別:一般
     0296-33-3465  病床区分:一般
     病床数:16床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     59

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4207,1062,4 きぬのまち診療所 〒307-0001 一般 （診入院）第377号         平成24年 4月 1日
     結城市結城１１７５８－５０ 　　一般     3 病棟種別:一般
     0296-34-1655  (0296-34-1656) 病床区分:一般
     病床数:3床
     区分:入院基本料６
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:その他
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     なその他理由:入院治療行為を
     行っていないため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4307,1071,5 結城クリニック 〒307-0001 一般 （診入院）第4115号        平成25年 5月 1日
     結城市大字結城６３３－１ 　　一般    19 病棟種別:一般
     0296-32-3639  (0296-32-3669) 病床数:19床
     区分:入院基本料５
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4408,1033,3 山本医院 〒301-0033 一般        19（診入院）第460号         平成24年 4月 1日
     龍ケ崎市佐貫町字蛭川５６０ 病棟種別:一般
     0297-66-3348  病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料６
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4508,1082,0 いがらしクリニック 〒301-0000 一般 （診入院）第464号         平成24年 4月 1日
     龍ケ崎市４６５９番地の３ 　　一般     5 病棟種別:一般
     0297-62-0936  (0297-62-0988) 病床区分:一般
     病床数:5床
     区分:入院基本料５
     夜間の緊急体制:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     60

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4610,1038,8 菊山胃腸科外科医院 〒304-0068 一般 （診入院）第456号         平成26年 9月 1日
     下妻市下妻丁８１－７ 　　一般    19 病棟種別:一般
     0296-44-2014  病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     夜間の緊急体制:無
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4710,1051,1 医療法人　宇津野医院〒304-0068 一般 （診入院）第455号         平成28年 4月 1日
     下妻市下妻丁３７３番地１５ 　　一般    11 病棟種別:一般
     0296-45-0311  (0296-45-0313) 病床区分:一般
     病床数:11床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4812,1001,2 根本眼科 〒313-0016 一般        11（診入院）第447号         平成28年 4月 1日
     常陸太田市金井町３６９４－５ 病棟種別:一般
     0294-73-1331  病床区分:一般
     病床数:11床
     区分:入院基本料２
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4912,1021,0 くぼたクリニック 〒313-0016 一般         5（診入院）第360号         平成24年 4月 1日
     常陸太田市金井町３５６６－１ 病棟種別:一般
     0294-72-7811  病床区分:一般
     病床数:5床
     区分:入院基本料６
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:求人を行っているが応
     募がないため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     61

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5012,1029,3 根本医院 〒313-0123 一般 （診入院）第421号         平成26年 7月 1日
     常陸太田市久米町２００ 　　一般    13 病棟種別:一般
     0294-76-2255  療養 病床区分:一般
     　　療養     6 病床数:13床
     区分:入院基本料２
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
     栄養管理実施加算:無
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5112,1030,1 小林医院 〒313-0213 一般         3（診入院）第355号         平成24年 4月 1日
     常陸太田市町田町２０９３ 病棟種別:一般
     0294-85-0010  (0294-70-5521) 病床区分:一般
     病床数:3床
     区分:入院基本料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5212,1032,7 大森医院 〒311-0502 一般        11（診入院）第432号         平成29年 7月 1日
     常陸太田市徳田町４７４ 療養         8 病棟種別:一般
     0294-82-3335  (0294-82-3348) 病床区分:一般
     病床数:11床
     区分:入院基本料６
     夜間の緊急体制:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5312,1038,4 太田ネフロクリニック〒313-0043 一般 （診入院）第4112号        平成28年 4月 1日
     常陸太田市谷河原町字渋井１－１　　一般    19 病棟種別:一般
     ６６０ 病床区分:一般
     0294-80-5031  (0294-80-5032) 病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     62

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5415,1006,4 高林眼科クリニック 〒319-1542 一般         6（診入院）第404号         平成24年 4月 1日
     北茨城市磯原町本町１－７－１０ 病棟種別:一般
     0293-42-6611  (0293-42-6613) 病床区分:一般
     病床数:6床
     区分:入院基本料６
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:その他
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     なその他理由:食事を出してい
     ない
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5516,1028,6 神里医院 〒309-1611 一般 （診入院）第374号         平成26年 4月 1日
     笠間市笠間１２５６番地 　　一般     7 病棟種別:一般
     0296-72-0177  療養 病床区分:一般
     　　療養     6 病床数:7床
     療養 区分:入院基本料１
     　　療養     6 加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:無
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5616,1052,6 根本産婦人科医院 〒309-1736 一般        19（診入院）第418号         平成28年 9月 1日
     笠間市八雲１丁目４番２１号 病棟種別:一般
     0296-77-0431  (0296-77-0475) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     63

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5716,1055,9 医療法人　浩成会　菅〒319-0202 一般 （診入院）第435号         平成26年 4月 1日
     谷医院 笠間市下郷４４２５－３７ 　　一般    19 病棟種別:一般
     0299-45-2172  (0299-45-5505) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料２
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5817,1121,7 丸野医院 〒302-0026 一般 （診入院）第370号         平成26年 4月 1日
     取手市稲８５３ 　　一般    19 病棟種別:一般
     0297-74-4199  病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5917,1122,5 秋田医院 〒300-1511 一般 （診入院）第427号         平成24年 4月 1日
     取手市椚木８９０ 　　一般    10 病棟種別:一般
     0297-83-0341  (0297-82-4158) 病床区分:一般
     病床数:10床
     区分:入院基本料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6017,1128,2 かんの産婦人科クリニ〒300-1512 一般        18（診入院）第487号         平成26年 4月 1日
     ック 取手市藤代１０７６ 病棟種別:一般
     0297-83-0321  (0297-82-6216) 病床区分:一般
     病床数:18床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6117,1133,2 あおぞら診療所 〒302-0024 一般 （診入院）第4113号        平成25年 3月 1日
     取手市新町３－１３－１１ 　　一般     4 病棟種別:一般
     0297-72-6137  (0297-72-7810) 病床区分:一般
     病床数:4床
     区分:入院基本料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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     64

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6218,1009,2 医療法人医新会　石塚〒306-0631 一般        19（診入院）第424号         平成27年10月 1日
     医院 坂東市岩井４５００－１３ 病棟種別:一般
     0297-35-1161  (0297-36-1618) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料４
     有床診療所一般病床初期加算:
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6318,1044,9 石川眼科クリニック 〒306-0631 一般 （診入院）第4131号        平成28年10月 1日
     坂東市岩井５０７８番地 　　一般     5 病棟種別:一般
     0297-36-7711  (0297-36-7712) 病床区分:一般
     病床数:5床
     区分:入院基本料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6419,1020,7 椎名産婦人科 〒300-1234 一般        18（診入院）第454号         平成26年 4月 1日
     牛久市中央５－１２－２０ 病棟種別:一般
     029-872-0799  (029-874-3783) 病床区分:一般
     病床数:17床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6519,1047,0 医療法人社団桜水会柏〒300-1232 一般        19（診入院）第366号         平成26年 4月 1日
     田診療所 牛久市上柏田２ー３９ー１ 病棟種別:一般
     029-830-7000  (029-830-7707) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     65

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6620,1185,6 ひがし外科内科医院 〒305-0046 一般 （診入院）第382号         平成26年 4月 1日
     つくば市東２－２６－１６ 　　一般     8 病棟種別:一般
     029-856-7070  病床区分:一般
     病床数:8床
     区分:入院基本料１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6720,1216,9 医療法人渋谷クリニッ〒305-0018 一般 （診入院）第409号         平成24年 4月 1日
     ク つくば市金田字前田２０２９－１　　一般     9 病棟種別:一般
     029-863-5252  (029-863-5321) 病床区分:一般
     病床数:9床
     区分:入院基本料６
     夜間の緊急体制:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6820,1242,5 なないろレディースク〒305-0054 一般 （診入院）第4110号        平成24年 4月 1日
     リニック つくば市西大沼６３７－６ 　　一般    19 病棟種別:一般
     029-860-7716  (029-860-7717) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料４
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6920,1263,1 大見クリニック 〒305-0021 一般 （診入院）第387号         平成29年10月 1日
     つくば市古来３２０－５ 　　一般    19 病床区分:一般
     029-857-7373  (029-857-7077) 病床数:19床
     区分:入院基本料６
     加減算区分:医師配置加算２
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
     夜間の緊急体制:無
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     66

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7020,1264,9 紫峰の森　クリニック〒300-2655 一般 （診入院）第388号         平成26年 4月 1日
     つくば市島名字大塚４７２番１ 　　一般    19 病棟種別:一般
     029-848-2348  (029-847-5015) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料６
     夜間の緊急体制:無
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7120,1303,5 つくば橋本眼科 〒305-0021 一般 （診入院）第4123号        平成28年 4月 1日
     つくば市古来字沖畑５３０－４ 　　一般     6 病棟種別:一般
     029-857-8840  (029-857-8846) 病床区分:一般
     病床数:6床
     区分:入院基本料５
     夜間の緊急体制:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7220,1321,7 庄司クリニック 〒305-0873 一般 （診入院）第4128号        平成28年 1月 1日
     つくば市中野１５８番１ 　　一般     4 病棟種別:一般
     029-836-0405  (029-838-0706) 病床区分:一般
     病床数:4床
     区分:入院基本料５
     加減算区分:医師配置加算２
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
     看取り加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7321,1069,0 小浜産科婦人科クリニ〒312-0034 一般        19（診入院）第371号         平成28年 4月 1日
     ック ひたちなか市堀口字向坪６１６ 病棟種別:一般
     029-272-2535  (029-274-0317) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     67

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7421,1077,3 医療法人社団　克仁会〒311-1226 一般        19（診入院）第470号         平成28年 1月 1日
     　恵愛小林クリニックひたちなか市幸町１６－１ 病棟種別:一般
     029-263-0651  病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7521,1102,9 小松整形外科医院 〒312-0032 一般        19（診入院）第471号         平成26年 4月 1日
     ひたちなか市津田３２４５ー１ 病棟種別:一般
     029-275-4141  病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     68

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7621,1112,8 さくら水戸クリニック〒312-0052 一般 （診入院）第351号         平成26年 4月 1日
     ひたちなか市東石川１５８１ 　　一般    19 病棟種別:一般
     029-271-1100  (029-275-0522) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7721,1120,1 はやかわクリニック 〒312-0032 一般 （診入院）第3547号        平成26年 4月 1日
     ひたちなか市津田１９５２－１ 　　一般    16 病棟種別:一般
     029-354-4114  (029-354-4115) 病床区分:一般
     病床数:16床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7821,1134,2 医療法人社団雄々会中〒312-0045 一般 （診入院）第356号         平成24年 4月 1日
     村眼科医院 ひたちなか市勝田中央７－１９ 　　一般     7 病棟種別:一般
     029-272-2925  (029-276-3366) 病床区分:一般
     病床数:7床
     区分:入院基本料５
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:求人を行っているが応
     募がないため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     69

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7921,1139,1 尚仁会クリニック 〒312-0034 一般 （診入院）第423号         平成28年 4月 1日
     ひたちなか市堀口６１６－１ 　　一般    19 病棟種別:一般
     029-271-3409  (029-271-3419) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料５
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:無
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8021,1141,7 医療法人社団秀峰会　〒312-0032 一般 （診入院）第399号         平成28年 4月 1日
     つだ中央クリニック ひたちなか市津田３７２８－１ 　　一般    10 病棟種別:一般
     029-303-7555  (029-303-7757) 病床区分:一般
     病床数:10床
     区分:入院基本料５
     栄養管理実施加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8122,1008,6 医療法人　正友会　島〒314-0031 一般        17（診入院）第400号         平成28年 4月 1日
     医院 鹿嶋市大字宮中５２０４－１ 病棟種別:一般
     0299-83-4011  病床区分:一般
     病床数:17床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     70

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8222,1023,5 島崎外科医院 〒314-0031 一般         6（診入院）第448号         平成24年 4月 1日
     鹿嶋市宮中５－１０－１８ 病棟種別:一般
     0299-82-0191  (0299-83-1279) 病床区分:一般
     病床数:6床
     区分:入院基本料５
     夜間の緊急体制:無
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:求人を行っているが応
     募がないため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8322,1034,2 大野診療所 〒311-2215 一般        19（診入院）第4114号        平成29年 4月 1日
     鹿嶋市和８２４－１ 病棟種別:一般
     0299-69-4724  病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8422,1042,5 井上眼科医院 〒314-0031 一般 （診入院）第414号         平成24年 9月 1日
     鹿嶋市宮中８丁目９番３０号 　　一般    10 病棟種別:一般
     0299-83-1608  病床区分:一般
     病床数:10床
     区分:入院基本料６
     夜間の緊急体制:無
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     71

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8522,1056,5 葉山産婦人科 〒314-0031 一般 （診入院）第4121号        平成26年 6月 1日
     鹿嶋市大字宮中１９９５－２５ 　　一般    15 病棟種別:一般
     0299-83-1515  (0299-83-3366) 病床区分:一般
     病床数:15床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8624,1054,6 お産の森　いのちのも〒302-0116 一般 （診入院）第472号         平成24年 4月 1日
     り　産科婦人科　篠﨑守谷市大柏字天神原１０６７－１　　一般    18 病棟種別:一般
     医院 0297-44-6203  (0297-46-4103) 病床区分:一般
     病床数:18床
     区分:入院基本料５
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8725,1013,9 小泉医院 〒319-2261 一般         8（診入院）第481号         平成24年 4月 1日
     常陸大宮市上町９０９－１ 病棟種別:一般
     0295-52-0116  病床区分:一般
     病床数:8床
     区分:入院基本料６
     夜間の緊急体制:無
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:求人を行っているが応
     募がないため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     72

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8825,1016,2 医療法人　高村外科医〒319-3111 一般         7（診入院）第352号         平成26年 4月 1日
     院 常陸大宮市山方１１１７－１ 療養        12 病棟種別:一般
     0295-57-2031  (0295-57-2032) 病床区分:一般
     病床数:7床
     区分:入院基本料１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8926,1008,7 小野瀬医院 〒311-0111 一般        19（診入院）第436号         平成30年 3月 1日
     那珂市後台１８２９－５ 病棟種別:一般
     029-295-2221  病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9026,1015,2 医療法人健清会　那珂〒311-0113 一般        15（診入院）第384号         平成29年10月 1日
     クリニック 那珂市中台７１９ー１ 療養         4 病床区分:一般
     029-295-9800  (029-295-6500) 病床数:15床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     73

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9126,1023,6 医療法人健清会　那珂〒311-0113 一般 （診入院）第380号         平成28年 4月 1日
     記念クリニック 那珂市中台７４５－５ 　　一般    19 病棟種別:一般
     029-353-2800  (029-295-5400) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9226,1034,3 うどの眼科 〒311-0105 一般         5（診入院）第478号         平成24年 4月 1日
     那珂市菅谷２９９１－１ 病棟種別:一般
     029-352-0777  (029-353-1444) 病床区分:一般
     病床数:5床
     区分:入院基本料６
     夜間の緊急体制:無
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:求人を行っているが応
     募がないため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9327,1007,7 佐倉クリニック 〒300-0508 一般 （診入院）第486号         平成26年 4月 1日
     稲敷市佐倉字佐倉原３２５１－７　　一般    19 病棟種別:一般
     0298-92-7011  病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料２
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     74

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9429,1040,4 鹿嶋ハートクニリック〒314-0146 一般        19（診入院）第4122号        平成27年 6月 1日
     神栖市平泉１番１６８ 病棟種別:一般
     0299-77-8888  (0299-77-8615) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9530,1014,7 つばさクリニック 〒311-3835 一般 （診入院）第459号         平成24年 4月 1日
     行方市島並１５１１ 　　一般     7 病棟種別:一般
     0299-72-2830  (0299-72-2834) 病床区分:一般
     病床数:7床
     区分:入院基本料６
     夜間の緊急体制:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9631,1057,4 三浦胃腸科外科医院 〒311-3116 一般        19（診入院）第398号         平成24年 4月 1日
     東茨城郡茨城町大字長岡１７６５ 病棟種別:一般
     029-292-8151  (029-292-8043) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料５
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     75

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9733,1061,2 尾形クリニック 〒319-1112 一般 （診入院）第413号         平成24年 4月 1日
     那珂郡東海村村松３７５ 　　一般     4 病棟種別:一般
     029-282-4781  (029-282-1890) 療養 病床区分:一般
     　　療養    15 病床数:4床
     区分:入院基本料６
     夜間の緊急体制:無
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:求人を行っているが応
     募がないため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9834,1026,3 吉成医院 〒319-3526 一般        17（診入院）第4118号        平成29年 7月 1日
     久慈郡大子町大子８１３－１ 病棟種別:一般
     0295-72-0555  (0295-72-0715) 病床区分:一般
     病床数:17床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9934,1037,0 医療法人保内郷厚生会〒319-3526 一般 （診入院）第397号         平成26年 4月 1日
     　保内郷メディカルク久慈郡大子町大子８２４ 　　一般    17 病棟種別:一般
     リニック 0295-72-0179  (0295-72-0222) 療養 病床区分:一般
     　　療養     2 病床数:17床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     76

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10034,1038,8 岩佐医院 〒319-3526 一般 （診入院）第4126号        平成28年 4月 1日
     久慈郡大子町大子１８２８－７ 　　一般     7 病棟種別:一般
     0295-72-0975  病床区分:一般
     病床数:7床
     区分:入院基本料２
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:無
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10138,1100,7 阿見第一クリニック 〒300-0337 一般 （診入院）第390号         平成29年 6月 1日
     稲敷郡阿見町中郷二丁目３０番地　　一般    19 病棟種別:一般
     ６ 病床区分:一般
     029-887-3511  病床数:19床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10238,1106,4 まつばらウィメンズク〒300-1159 一般        13（診入院）第463号         平成24年 4月 1日
     リニック 稲敷郡阿見町本郷一丁目１６番地 病棟種別:一般
     ２ 病床区分:一般
     029-830-5151  (029-830-5152) 病床数:13床
     区分:入院基本料４
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:求人を行っているが応
     募がないため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     77

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10343,1017,3 池田医院 〒306-0433 一般        10（診入院）第357号         平成26年 4月 1日
     猿島郡境町２１７４ー１００ 病棟種別:一般
     0280-87-0171  (0280-87-0327) 病床区分:一般
     病床数:10床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
     夜間の緊急体制:無
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10472,1014,9 北浦整形外科 〒311-1517 一般 （診入院）第391号         平成24年 4月 1日
     鉾田市鉾田１６１９－３ 　　一般    19 病棟種別:一般
     0291-33-2136  病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料６
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10573,1028,7 ＭＥＤ　ＡＧＲＩ　Ｃ〒300-2308 一般 （診入院）第4127号        平成27年10月 1日
     ＬＩＮＩＣ つくばみらい市伊奈東３７－２ 　　一般    19 病棟種別:一般
     0297-44-9807  (029-307-8175) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料２
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10674,1016,0 小塙医院 〒311-3435 一般 （診入院）第412号         平成27年 7月 1日
     小美玉市田木谷１６９－３ 　　一般     8 病棟種別:一般
     0299-58-3185  (0299-58-5063) 病床区分:一般
     病床数:8床
     区分:入院基本料５
     夜間の緊急体制:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所療養病床入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     78

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1080,9 石田外科医院 〒310-0035 一般        17（診療養入院）第41号      平成18年 7月 1日
     水戸市東原２－７－３９ 療養         2 病棟種別:療養
     029-221-5538  (029-221-8988) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:2床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1273,0 医療法人　坂本内科医〒310-0912 一般        15（診療養入院）第25号      平成24年 4月 1日
     院 水戸市見川２－１９２－３ 療養         4 病棟種別:療養
     029-241-3939  (029-243-2722) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:4床
     区分:入院基本料
     看取り加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    306,1135,0 明野中央医院 〒300-4517 療養 （診療養入院）第48号      平成24年 4月 1日
     筑西市海老ケ島９２６番地 　　療養    17 病棟種別:療養
     0296-52-0026  (0296-52-5086) 病床区分:療養
     病床数:17床
     区分:入院基本料２
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    412,1029,3 根本医院 〒313-0123 一般 （診療養入院）第39号      平成26年 7月 1日
     常陸太田市久米町２００ 　　一般    13 病棟種別:療養
     0294-76-2255  療養 病床区分:療養
     　　療養     6 病床数:6床
     区分:入院基本料
     栄養管理実施加算:無
     看取り加算:有
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算: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 3月 1日 有床診療所療養病床入院基本料　医科］ 平成30年 3月26日     79

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    512,1032,7 大森医院 〒311-0502 一般        11（診療養入院）第46号      平成28年 4月 1日
     常陸太田市徳田町４７４ 療養         8 病棟種別:療養
     0294-82-3335  (0294-82-3348) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:8床
     区分:入院基本料
     看取り加算:有
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    616,1028,6 神里医院 〒309-1611 一般 （診療養入院）第37号      平成26年 4月 1日
     笠間市笠間１２５６番地 　　一般     7 病棟種別:療養
     0296-72-0177  療養 病床区分:療養
     　　療養     6 病棟数:1棟
     療養 病床数:6床
     　　療養     6 区分:入院基本料
     看取り加算:有
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    721,1161,5 おいかわクリニック 〒312-0011 療養         3（診療養入院）第51号      平成27年10月 1日
     ひたちなか市大字中根字上野３６療養        16 病棟種別:療養
     ４６番７ 病床区分:療養
     029-272-3408  (029-272-9741) 病床数:3床
     区分:入院基本料Ｅ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    826,1015,2 医療法人健清会　那珂〒311-0113 一般        15（診療養入院）第40号      平成29年 9月 1日
     クリニック 那珂市中台７１９ー１ 療養         4 病棟種別:療養
     029-295-9800  (029-295-6500) 病床区分:療養
     病床数:4床
     区分:特別入院基本料
     栄養管理実施加算:有
     看取り加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    934,1037,0 医療法人保内郷厚生会〒319-3526 一般 （診療養入院）第47号      平成28年 4月 1日
     　保内郷メディカルク久慈郡大子町大子８２４ 　　一般    17 病棟種別:療養
     リニック 0295-72-0179  (0295-72-0222) 療養 病床区分:療養
     　　療養     2 病床数:2床
     区分:入院基本料
     栄養管理実施加算:有
     看取り加算:有
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算: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 3月 1日 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月26日     80

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1024,7 住吉クリニック病院 〒310-0844 一般        70（看補）第75号            平成18年 4月 1日
     水戸市住吉町１９３－９７ 病棟種別:一般
     029-247-2251  (029-247-2250) 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:45
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1034,6 医療法人碧水会　汐ケ〒311-1115 精神       208（看補）第227号           平成20年 9月 1日
     (01,3225,4) 崎病院 水戸市大串町７１５ 病棟種別:精神
     029-269-2226  (029-269-4387) 病床区分:精神
     病棟数:4
     病床数:208
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1059,3 医療法人社団青潤会　〒310-0817 一般 （看補）第327号           平成28年 4月 1日
     青柳病院 水戸市柳町２－１０－１１ 　　一般    60 夜間看護体制加算:有
     029-231-2341  療養 病棟種別:一般
     　　療養    30 病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1176,5 医療法人明保会　江幡〒310-0024 一般        49（看補）第263号           平成18年 4月 1日
     (01,3270,0) 産婦人科・内科病院 水戸市備前町４－１１ 病棟種別:一般
     029-224-3223  (029-224-3034) 病棟数:1
     病床数:49
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1204,5 医療法人清真会　丹野〒310-0841 一般 （看補）第270号           平成18年10月 1日
     病院 水戸市酒門町字仲田４８８７ 　　一般    78 病棟種別:一般
     029-226-6555  療養 病棟数:1
     　　療養    60 病床数:60
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1353,0 医療法人　小沢眼科内〒310-0845 一般 （看補）第438号           平成20年 7月 1日
     科病院 水戸市吉沢町２４６－６ 　　一般    46 病棟種別:一般
     029-246-2111  病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:46
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算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 3月 1日 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月26日     81

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    701,1493,4 医療法人誠潤会水戸病〒310-0055 一般 （看補）第602号           平成25年 9月 1日
     院 水戸市袴塚３－２７８７－９ 　　一般    43 病棟種別:一般
     029-353-7077  (029-291-3780) 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:43
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    802,1006,2 大原神経科病院 〒319-1221 精神       246（看補）第420号           平成23年 4月 1日
     日立市大みか町１－１３－１８ 病棟種別:精神
     0294-52-4352  (0294-52-4135) 病床区分:精神
     病棟数:3
     病床数:180
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902,1007,0 医療法人社団　日鉱記〒317-0064 一般 （看補）第364号           平成26年 6月 1日
     念病院 日立市神峰町２－１２－８ 　　一般    88 病棟種別:一般
     0294-24-1212  (0294-24-1216) 療養 病床区分:一般
     　　療養    10 病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1002,1008,8 医療法人　光風会　回〒319-1221 精神 （看補）第367号           平成28年 7月 1日
     春荘病院 日立市大みか町６－１７－１ 　　精神   265 病棟種別:精神
     0294-52-3115  (0294-52-6296) 療養 病床区分:精神
     　　療養    85 病棟数:1
     病床数:40
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1102,1015,3 医療法人　仁愛会　日〒319-1221 一般 （看補）第594号           平成28年 7月 1日
     立おおみか病院 日立市大みか町２－２２－３０ 　　一般    60 夜間看護体制加算:有
     0294-52-4455  療養 病棟種別:一般
     　　療養    30 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算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 3月 1日 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月26日     82

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1202,1016,1 医療法人　群羊会　久〒319-1222 一般 （看補）第316号           平成20年 9月 1日
     慈茅根病院 日立市久慈町４－１６－１０ 　　一般    59 病棟種別:一般
     0294-52-2119  (0294-53-9933) 療養 病床区分:一般
     　　療養    18 病棟数:1
     病床数:59
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1302,1018,7 医療法人　一誠会　川〒316-0002 一般        45（看補）第160号           平成18年 4月 1日
     崎胃腸科肛門科病院 日立市桜川町３－３－１９ 病棟種別:一般
     0294-36-1800  (0294-34-1150) 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:45
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1402,1027,8 日立港病院 〒319-1222 一般 （看補）第311号           平成18年 4月 1日
     日立市久慈町３－４－２２ 　　一般    45 病棟種別:一般
     0294-52-3576  (0294-52-5116) 療養 病棟数:1
     　　療養    38 病床数:50
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1502,1037,7 医療法人　愛正会　田〒319-1416 一般 （看補）第233号           平成18年 4月 1日
     (02,3068,6) 尻ヶ丘病院 日立市田尻町３－２４－１ 　　一般    44 病棟種別:一般
     0294-43-2323  (0294-43-4777) 療養 病床区分:一般
     　　療養   126 病棟数:1
     療養 病床数:44
     　　療養   100 基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1602,1080,7 医療法人　圭愛会　日〒316-0012 精神       313（看補）第193号           平成23年 8月 1日
     立梅ヶ丘病院 日立市大久保町２４０９－３ 病棟種別:精神
     0294-34-2103  (0294-33-1800) 病床区分:精神
     病棟数:3
     病床数:180
     基本料区分:精神入院
     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 3月 1日 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月26日     83

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1702,1142,5 永井ひたちの森病院 〒319-1413 精神 （看補）第531号           平成29年 2月 1日
     日立市小木津町９６６ 　　精神   208 病棟種別:一般
     0294-44-8800  (0294-42-4843) 一般 病床区分:一般
     　　一般    20 病棟数:1
     病床数:20
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     （看補）第401号           平成30年 2月 1日
     病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:56
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1803,1011,0 医療法人財団　県南病〒300-0841 一般 （看補）第296号           平成29年10月 1日
     院 土浦市中１０８７ 　　一般    83 夜間看護体制加算:有
     029-841-1148  (029-843-5888) 病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:32
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
     夜間75対１看護補助加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1903,1180,3 医療法人社団筑波東病〒300-0844 精神       206（看補）第413号           平成23年12月 1日
     院 土浦市乙戸５７－１ 病棟種別:精神
     029-843-2121  病床区分:精神
     病棟数:3
     病床数:206
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2004,1089,4 総和中央病院 〒306-0221 一般 （看補）第118号           平成29年 9月 1日
     古河市駒羽根８２５－１ 　　一般    53 夜間看護体制加算:有
     0280-92-7055  療養 病棟種別:一般
     　　療養    60 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:53
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     夜間75対１看護補助加算: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 3月 1日 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月26日     84

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2105,1075,0 豊後荘病院 〒315-0112 精神 （看補）第428号           平成29年 7月 1日
     (05,3070,5) 石岡市部原７６０－１ 　　精神   393 病棟種別:精神
     0299-44-3211  (0299-44-3219) 療養 病床区分:精神
     　　療養   100 病棟数:1
     病床数:50
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2205,1076,8 医療法人　滝田会　丸〒315-0116 精神       194（看補）第277号           平成29年11月 1日
     山荘病院 石岡市柿岡３７８７ 病棟種別:精神
     0299-43-0079  (0299-43-6498) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:70
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2305,1078,4 八郷整形外科内科病院〒315-0122 一般 （看補）第245号           平成18年 4月 1日
     石岡市東成井２７１９ 　　一般    26 病棟種別:一般
     0299-46-1115  (0299-46-5998) 療養 病床区分:一般
     　　療養    56 病棟数:1
     療養 病床数:26
     　　療養    24 基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2405,1086,7 桜井病院 〒315-0133 精神 （看補）第421号           平成28年 3月 1日
     石岡市半田１８８６ 　　精神    95 病棟種別:精神
     0299-42-3922  病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:45
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2506,1004,8 医療法人　威恵会　三〒308-0005 一般 （看補）第390号           平成24年 5月 1日
     岳荘小松崎病院 筑西市中舘６９－１ 　　一般    32 病棟種別:一般
     0296-24-2331  (0296-24-2411) 精神 病床区分:一般
     　　精神   188 病棟数:1
     病床数:32
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2606,1101,2 大圃病院 〒308-0104 一般 （看補）第144号           平成19年 8月 1日
     筑西市木戸３５２ 　　一般    51 病棟種別:一般
     0296-37-3101  療養 病床区分:一般
     　　療養    88 病棟数:1
     療養 病床数:51
     　　療養    60 基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算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 3月 1日 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月26日     85

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2711,1035,2 水海道さくら病院 〒303-0005 一般 （看補）第25号            平成23年11月 1日
     常総市水海道森下町４４４７ 　　一般    65 病棟種別:一般
     0297-23-2223  (0297-23-0088) 療養 病床区分:一般
     　　療養    28 病棟数:1
     病床数:27
     基本料区分:障害入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2811,1053,5 水海道西部病院 〒303-0041 一般 （看補）第551号           平成19年 6月 1日
     常総市豊岡町丙６８５番地 　　一般    52 病棟種別:一般
     0297-24-1211  (0297-24-4051) 療養 病床区分:一般
     　　療養    52 病棟数:1
     療養 病床数:52
     　　療養    16 基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2912,1025,1 藤井病院 〒313-0016 一般 （看補）第512号           平成24年 1月 1日
     (12,3035,4) 常陸太田市金井町３６７０ 　　一般    46 病棟種別:一般
     0294-72-5511  療養 病棟数:1
     　　療養    79 病床数:46
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3012,1039,2 大山病院 〒313-0016 一般 （看補）第603号           平成28年12月 1日
     常陸太田市金井町４８１０ 　　一般    90 夜間看護体制加算:有
     0294-72-6161  (0294-72-5442) 病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:50
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
     夜間75対１看護補助加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3114,1002,6 やすらぎの丘温泉病院〒318-0003 一般 （看補）第307号           平成28年 4月 1日
     高萩市大字下手綱１９５１－６ 　　一般    68 夜間看護体制加算:有
     0293-24-1212  療養 病棟種別:一般
     　　療養   104 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:41
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算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 3月 1日 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月26日     86

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3214,1022,4 高萩それいゆ病院 〒318-0004 精神       150（看補）第133号           平成28年12月 1日
     高萩市上手綱赤塚２６８ 病棟種別:精神
     0293-24-0770  病床区分:精神
     病棟数:3
     病床数:150
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3315,1016,3 医療法人　芳医会　瀧〒319-1541 一般 （看補）第388号           平成19年 9月 1日
     病院 北茨城市磯原町磯原２丁目３０５　　一般    38 病棟種別:一般
     番地 療養 病床区分:一般
     0293-42-1221  　　療養    38 病棟数:1
     療養 病床数:38
     　　療養    38 基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3416,1002,1 医療法人社団誠芳会　〒309-1613 一般        45（看補）第306号           平成26年 5月 1日
     (16,3052,0) 石本病院 笠間市石井２０４７ 病棟種別:一般
     0296-72-4051  (0296-72-0151) 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:45
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3516,1032,8 茨城県立こころの医療〒309-1717 精神 （看補）第41号            平成24年 4月 1日
     センター 笠間市旭町６５４ 　　精神   525 病棟種別:精神
     0296-77-1151  病床区分:精神
     病棟数:3
     病床数:150
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3616,1033,6 医療法人社団聖嶺会　〒309-1736 一般 （看補）第174号           平成22年 9月 1日
     立川記念病院 笠間市八雲２－１２－１４ 　　一般    65 病棟種別:一般
     0296-77-7211  (0296-78-0518) 療養 病床区分:一般
     　　療養    54 病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3717,1035,9 西間木病院 〒302-0034 一般 （看補）第161号           平成18年 4月 1日
     取手市戸頭１－８－２１ 　　一般    46 病棟種別:一般
     0297-78-1101  療養 病棟数:1
     　　療養    27 病床数:46
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算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 3月 1日 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月26日     87

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3817,1043,3 医療法人中村会　常総〒302-0038 精神 （看補）第240号           平成29年 5月 1日
     病院 取手市下高井２３７１ 　　精神   127 病棟種別:精神
     0297-78-8707  療養 病床区分:精神
     　　療養    30 病棟数:2
     病床数:127
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3918,1046,4 ホスピタル坂東 〒306-0515 一般        70（看補）第432号           平成29年 8月 1日
     (18,3056,7) 坂東市沓掛４１１ 療養        50 病棟種別:精神
     0297-44-2000  (0297-44-2072) 精神       350 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:70
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4020,1024,7 医療法人恵仁会　筑波〒300-4231 一般        53（看補）第18号            平成28年 4月 1日
     中央病院 つくば市大字北条５１１８ 病棟種別:一般
     029-867-1211  病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:53
     基本料区分:障害入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4120,1030,4 医療法人社団桜水会　〒305-0043 一般       199（看補）第4号             平成23年 8月 1日
     筑波病院 つくば市大角豆１７６１ 病棟種別:一般
     029-855-0777  病棟数:4
     病床数:199
     基本料区分:障害入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4220,1168,2 医療法人社団つくば健〒300-2615 精神 （看補）第429号           平成29年 8月 1日
     仁会　とよさと病院 つくば市田倉４７２５ 　　精神   256 病棟種別:精神
     029-847-2631  病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:70
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4320,1172,4 医療法人社団双愛会　〒300-1245 一般 （看補）第21号            平成25年 6月 1日
     つくば双愛病院 つくば市高崎１００８ 　　一般    50 病棟種別:一般
     029-873-2511  (029-872-3820) 一般 病床区分:一般
     　　一般    51 病棟数:1
     一般 病床数:51
     　　一般    14 基本料区分:障害入院
     療養 看護補助加算:看護補助加算２
     　　療養    61



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 3月 1日 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月26日     88

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4422,1001,1 公益財団法人　鹿島病〒314-0012 一般        77（看補）第304号           平成20年 4月 1日
     (22,3045,2) 院 鹿嶋市平井１１２９－２ 結核         2 病棟種別:精神
     0299-82-1271  (0299-82-1824) 精神       178 病棟数:2
     一般（感染） 病床数:118
                  4 基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4524,1013,2 守谷慶友病院 〒302-0118 一般 （看補）第19号            平成29年 3月 1日
     守谷市立沢９８０－１ 　　一般   178 夜間看護体制加算:有
     0297-45-3311  病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:58
     基本料区分:障害入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4626,1005,3 西山堂慶和病院 〒311-0133 一般 （看補）第326号           平成29年12月 1日
     那珂市鴻巣３２４７－１ 　　一般    93 病棟種別:一般
     029-295-5121  (029-295-5125) 療養 病棟数:1
     　　療養    88 病床数:60
     療養 基本料区分:一般入院
     　　療養    18 看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4727,1008,5 医療法人精光会　みや〒301-0902 精神       230（看補）第237号           平成18年 4月 1日
     (27,3019,6) ざきホスピタル 稲敷市上根本３４７４ 病棟種別:精神
     0297-87-3321  (0297-87-3323) 病棟数:2
     病床数:110
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4827,1015,0 医療法人盡誠会　宮本〒300-0605 療養 （看補）第164号           平成21年 3月 1日
     病院 稲敷市幸田１２４７ 　　療養   143 病棟種別:精神
     0299-79-2114  (0299-79-2116) 精神 病床区分:精神
     　　精神   274 病棟数:3
     病床数:172
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4931,1002,0 公益財団法人　報恩会〒311-3122 療養 （看補）第46号            平成25年 5月 1日
     　石崎病院 東茨城郡茨城町上石崎４６９８ 　　療養    47 病棟種別:精神
     029-293-7155  (029-293-6062) 精神 病床区分:精神
     　　精神   244 病棟数:3
     病床数:144
     基本料区分:精神入院
     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 3月 1日 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月26日     89

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5031,1026,9 医療法人　恒仁会　石〒311-4303 一般        50（看補）第282号           平成20年 4月 1日
     塚地方病院 東茨城郡城里町石塚１３３７ 病棟種別:一般
     029-288-3121  病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:56
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5134,1002,4 医療法人直志会　袋田〒319-3521 精神       120（看補）第378号           平成29年10月 1日
     病院 久慈郡大子町北田気７６ 夜間看護体制加算:有
     0295-72-2371  (0295-72-5634) 病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5234,1014,9 医療法人久仁会　久保〒319-3526 一般        53（看補）第177号           平成28年 4月 1日
     田病院 久慈郡大子町大字大子７９９ 夜間看護体制加算:有
     0295-72-0023  (0295-72-2177) 病棟種別:一般
     病棟数:1
     病床数:53
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5334,1027,1 慈泉堂病院 〒319-3526 一般        48（看補）第413号           平成29年 9月 1日
     久慈郡大子町大子８５６－１ 病棟種別:一般
     02957-2-1550  (0295-72-1578) 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:48
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5438,1027,2 医療法人社団恵和会　〒300-0333 精神       121（看補）第381号           平成24年 4月 1日
     湯原病院 稲敷郡阿見町若栗２５８４ 病棟種別:精神
     029-887-0310  (029-887-7831) 病床区分:精神
     病棟数:2
     病床数:121
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算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 3月 1日 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月26日     90

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5572,1003,2 医療法人三尚会　高須〒311-1517 一般        55（看補）第312号           平成23年 9月 1日
     病院 鉾田市鉾田２５７０ 病棟種別:一般
     0291-33-2131  病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:55
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5672,1008,1 医療法人　東湖会　鉾〒311-1504 一般        62（看補）第178号           平成19年11月 1日
     田病院 鉾田市安房１６５０－２ 病棟種別:一般
     0291-32-3313  病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5774,1011,1 美野里病院 〒319-0102 一般        27（看補）第401号           平成18年 4月 1日
     小美玉市西郷地１４６２ 療養        84 病棟種別:一般
     0299-48-2118  病棟数:1
     病床数:27
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5874,1023,6 小美玉市医療センター〒311-3422 一般 （看補）第543号           平成28年 5月 1日
     小美玉市中延６５１－２ 　　一般    80 夜間看護体制加算:有
     0299-58-2711  (0299-58-2934) 病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:41
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


