
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 特殊疾患病棟入院料２　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)

    101,1500,6 愛正会記念　茨城福祉〒310-0836 一般 （特疾２）第7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 病棟名:Ｈユニット
     029-353-7171  (029-353-6112) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :26.03㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.07㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:40床
     入院患者の比率:100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    204,1085,2 芳香会病院青嵐荘療育〒306-0201 一般        62（特疾２）第3号           平成24年 4月 1日
     園 古河市上大野６９８ 病棟面積のうち患者１人当たり
     0280-98-2782  (0280-98-4264) :18.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.7㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:62床
     入院患者の比率:98
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    314,1025,7 医療型障害児入所施設〒318-0003 一般        60（特疾２）第4号           平成26年 7月 1日
     (14,3025,1) 　水方苑 高萩市大字下手綱字大谷口１９５ 届出に係る病棟病棟数:1棟
     １－１５ 届出に係る病棟病床数:60床
     0293-24-6661  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 緩和ケア病棟入院料　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)

    101,1005,6 水戸赤十字病院 〒310-0011 一般       473（緩）第10号              平成27年 6月 1日
     水戸市三の丸３－１２－４８ 一般（感染） 当該病棟総数病床数①:20床
     029-221-5177  (029-227-0819) 　　感染    10 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:43.
     1㎡
     病室部分の面積１床当たり:14.
     7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1020,5 社会福祉法人恩賜財団〒311-4198 一般       472（緩）第3号               平成16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 当該病棟総数病床数①:16床
     生会　水戸済生会総合029-254-5151  (029-254-0502) 当該病棟の特別の療養環境の提
     病院 供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:47.
     42㎡
     病室部分の面積１床当たり:15.
     37㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303,1236,3 総合病院土浦協同病院〒300-0028 一般       794（緩）第12号              平成28年 4月 1日
     (03,3218,5) 土浦市おおつ野四丁目１番１号 一般（感染） 当該病棟総数病床数①:20床
     029-830-3711  (029-846-3721)              6 当該病棟の面積１床当たり:40.
     89㎡
     病室部分の面積１床当たり:10.
     85㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    404,1128,0 友愛記念病院 〒306-0232 一般 （緩）第9号               平成26年 8月 1日
     古河市東牛谷７０７ 　　一般   325 当該病棟総数病床数①:14床
     0280-97-3000  (0280-97-3001) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:7.1％
     当該病棟の面積１床当たり:30.
     89㎡
     病室部分の面積１床当たり:10.
     47㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    516,1031,0 茨城県立中央病院 〒309-1793 一般       475（緩）第8号               平成25年 5月 1日
     (16,3063,7) 笠間市鯉淵６５２８ 結核        25 当該病棟総数病床数①:23床
     0296-77-1121  (0296-77-2886) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:48％
     当該病棟の面積１床当たり:45.
     5㎡
     病室部分の面積１床当たり:16.
     8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 緩和ケア病棟入院料　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)

    619,1023,1 社会医療法人若竹会　〒300-1211 一般 （緩）第7号               平成18年 4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 当該病棟総数病床数①:20床
     029-872-1771  (029-874-4763) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:5％
     当該病棟の面積１床当たり:62.
     33㎡
     病室部分の面積１床当たり:12.
     58㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    720,1006,4 公益財団法人　筑波メ〒305-8558 一般       450（緩）第1号               平成22年 4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） 当該病棟総数病床数①:20床
     波メディカルセンター029-851-3511  (029-858-2773)              3 当該病棟の特別の療養環境の提
     病院 供に係る病床数の割合:30％
     当該病棟の面積１床当たり:63.
     22㎡
     病室部分の面積１床当たり:13.
     2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    825,1006,3 医療法人　博仁会　志〒319-2261 一般 （緩）第11号              平成27年 6月 1日
     (25,3025,7) 村大宮病院 常陸大宮市上町３１３ 　　一般   130 当該病棟総数病床数①:20床
     0295-53-1111  療養 当該病棟の特別の療養環境の提
     　　療養    48 供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:44.
     41㎡
     病室部分の面積１床当たり:8.4
     2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    931,1100,2 独立行政法人国立病院〒311-3193 一般       500（緩）第13号              平成30年 3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 当該病棟総数病床数①:33床
     029-240-7711  (029-240-7788) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:12.1％
     当該病棟の面積１床当たり:38.
     96㎡
     病室部分の面積１床当たり:8.0
     5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 精神科救急入院料１　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)

    116,1032,8 茨城県立こころの医療〒309-1717 精神 （精救１）第1号           平成26年 8月 1日
     センター 笠間市旭町６５４ 　　精神   525 病棟数:1棟
     0296-77-1151  病床数:40床
     病棟数:1棟
     病床数:43床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 精神科急性期治療病棟入院料１　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)

    103,1001,1 土浦厚生病院 〒300-0064 精神       280（精急１）第3号           平成23年 1月 1日
     土浦市東若松町３９６９ 病棟種別:精神
     0298-21-2200  (029-821-2252) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    206,1006,3 医療法人社団　平仁会〒308-0843 精神       172（精急１）第7号           平成26年 8月 1日
     (06,3025,7) 　下館病院 筑西市野殿１１３１ 看護補助加算:看護補助加算１
     0296-22-7558  (0296-22-7527) 病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    311,1059,2 水海道厚生病院 〒303-0043 精神       219（精急１）第4号           平成27年 9月 1日
     常総市内守谷町３７７０－７ 病棟種別:精神
     0297-27-0721  (0297-27-3402) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    418,1046,4 ホスピタル坂東 〒306-0515 一般        70（精急１）第10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:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    526,1001,2 医療法人社団　有朋会〒311-0117 精神       203（精急１）第8号           平成27年10月 1日
     　栗田病院 那珂市豊喰５０５ 精神科急性期医師配置加算:加
     029-298-0175  (029-298-0812) 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 児童・思春期精神科入院医療管理料　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)

    116,1032,8 茨城県立こころの医療〒309-1717 精神 （児春入）第1号           平成24年 4月 1日
     センター 笠間市旭町６５４ 　　精神   525
     0296-77-1151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

    102,1008,8 医療法人　光風会　回〒319-1221 精神 （精療）第27号            平成26年11月 1日
     春荘病院 日立市大みか町６－１７－１ 　　精神   265 重症者加算１:無
     0294-52-3115  (0294-52-6296) 療養 退院調整加算:無
     　　療養    85 届出に係る病棟:精神
     病棟名:第３病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
     重症者加算１:無
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第５病棟
     病床数:52
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.8㎡
     重症者加算１:無
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第６病棟
     病床数:53
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7㎡
     重症者加算１:無
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第８病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 精神療養病棟入院料　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)

    202,1080,7 医療法人　圭愛会　日〒316-0012 精神       313（精療）第30号            平成29年 8月 1日
     立梅ヶ丘病院 日立市大久保町２４０９－３ 重症者加算１:有
     0294-34-2103  (0294-33-1800) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:E病棟
     病床数:52
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.12㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.01㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    302,1142,5 永井ひたちの森病院 〒319-1413 精神 （精療）第32号            平成27年 4月 1日
     日立市小木津町９６６ 　　精神   208 重症者加算１:有
     0294-44-8800  (0294-42-4843) 一般 退院調整加算:無
     　　一般    20 届出に係る病棟:精神
     病棟名:おもいやり病棟
     病床数:54
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:ふれあい病棟
     病床数:54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    403,1001,1 土浦厚生病院 〒300-0064 精神       280（精療）第39号            平成27年 4月 1日
     土浦市東若松町３９６９ 重症者加算１:有
     0298-21-2200  (029-821-2252) 届出に係る病棟:精神
     病床数:240
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    504,1084,5 医療法人共助会　猿島〒306-0233 精神       235（精療）第29号            平成27年 4月 1日
     (04,3104,5) 厚生病院 古河市西牛谷７３７ 重症者加算１:有
     0280-98-2231  退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病床数:195
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

    604,1105,8 医療法人慈政会　小栁〒306-0202 精神 （精療）第34号            平成27年 4月 1日
     (04,3105,2) 病院 古河市稲宮１００１ 　　精神   414 重症者加算１:有
     0280-97-1110  (0280-97-1110) 療養 退院調整加算:無
     　　療養    54 届出に係る病棟:精神
     病棟名:東２病棟
     病床数:60
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:東３病棟
     病床数:58
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:東４病棟
     病床数:60
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:南４病棟
     病床数:54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    705,1075,0 豊後荘病院 〒315-0112 精神 （精療）第28号            平成27年 6月 1日
     (05,3070,5) 石岡市部原７６０－１ 　　精神   393 重症者加算１:有
     0299-44-3211  (0299-44-3219) 療養 退院調整加算:有
     　　療養   100 届出に係る病棟:精神
     病棟名:５西
     病床数:48
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.2㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:5東
     病床数:48
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:4F
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :29.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:12.2㎡



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 精神療養病棟入院料　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)

    805,1076,8 医療法人　滝田会　丸〒315-0116 精神       194（精療）第36号            平成27年 4月 1日
     山荘病院 石岡市柿岡３７８７ 重症者加算１:有
     0299-43-0079  (0299-43-6498) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:精神療養病棟Ⅱ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:精神療養病棟Ⅴ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    905,1086,7 桜井病院 〒315-0133 精神 （精療）第42号            平成27年 4月 1日
     石岡市半田１８８６ 　　精神    95 重症者加算１:有
     0299-42-3922  退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病床数:50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1006,1006,3 医療法人社団　平仁会〒308-0843 精神       172（精療）第38号            平成27年 4月 1日
     (06,3025,7) 　下館病院 筑西市野殿１１３１ 重症者加算１:有
     0296-22-7558  (0296-22-7527) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:A2病棟
     病床数:42
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :27.82㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1111,1059,2 水海道厚生病院 〒303-0043 精神       219（精療）第41号            平成27年 4月 1日
     常総市内守谷町３７７０－７ 重症者加算１:有
     0297-27-0721  (0297-27-3402) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病床数:174
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1215,1017,1 医療法人誠之会　廣橋〒319-1722 療養        60（精療）第45号            平成27年12月 1日
     病院 北茨城市関本町福田１８７１ 精神       121 届出に係る病棟:精神
     0293-46-0630  病棟名:精神療養病棟
     病床数:56
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1318,1046,4 ホスピタル坂東 〒306-0515 一般        70（精療）第47号            平成29年 8月 1日
     (18,3056,7) 坂東市沓掛４１１ 療養        50 重症者加算１:有
     0297-44-2000  (0297-44-2072) 精神       350 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:3GH
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.1㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:5号館
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1420,1168,2 医療法人社団つくば健〒300-2615 精神 （精療）第40号            平成27年 4月 1日
     仁会　とよさと病院 つくば市田倉４７２５ 　　精神   256 重症者加算１:有
     029-847-2631  退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:2病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.9㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:3病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 精神療養病棟入院料　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)

   1522,1001,1 公益財団法人　鹿島病〒314-0012 一般        77（精療）第31号            平成27年 4月 1日
     (22,3045,2) 院 鹿嶋市平井１１２９－２ 結核         2 重症者加算１:有
     0299-82-1271  (0299-82-1824) 精神       178 退院調整加算:無
     一般（感染） 届出に係る病棟:精神
                  4 病棟名:第7病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1626,1001,2 医療法人社団　有朋会〒311-0117 精神       203（精療）第44号            平成27年 9月 1日
     　栗田病院 那珂市豊喰５０５ 重症者加算１:有
     029-298-0175  (029-298-0812) 精神保健福祉士配置加算:無
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:ヒマワリ病棟
     病床数:45
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.2㎡
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:コスモス病棟
     病床数:58
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :26.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:10.6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1727,1008,5 医療法人精光会　みや〒301-0902 精神       230（精療）第37号            平成27年 4月 1日
     (27,3019,6) ざきホスピタル 稲敷市上根本３４７４ 重症者加算１:有
     0297-87-3321  (0297-87-3323) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病床数:120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1827,1015,0 医療法人盡誠会　宮本〒300-0605 療養 （精療）第35号            平成27年 4月 1日
     病院 稲敷市幸田１２４７ 　　療養   143 重症者加算１:有
     0299-79-2114  (0299-79-2116) 精神 退院調整加算:無
     　　精神   274 届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｄ２＝５１、Ｄ３＝５
     １
     病床数:102



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
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1931,1002,0 公益財団法人　報恩会〒311-3122 療養 （精療）第33号            平成26年 4月 1日
     　石崎病院 東茨城郡茨城町上石崎４６９８ 　　療養    47 重症者加算１:有
     029-293-7155  (029-293-6062) 精神 退院調整加算:有
     　　精神   244 届出に係る病棟:精神
     病棟名:5病棟
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.7㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:6病棟
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2034,1002,4 医療法人直志会　袋田〒319-3521 精神       120（精療）第46号            平成28年 4月 1日
     病院 久慈郡大子町北田気７６ 重症者加算１:有
     0295-72-2371  (0295-72-5634) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:療養病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.82㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


