
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１　医科］ 平成30年 3月28日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1081,009,2 小山厚生病院 〒323-0031 一般        23（特疾１）第6号           平成20年 7月 1日
     小医1009 小山市八幡町２－１０－６ 療養        30 病棟名:２階
     0285-22-1105  (0285-24-9870) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :16.08㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.8㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:23床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2211,026,9 白澤病院 〒329-1102 療養 （特疾１）第7号           平成24年 4月 1日
     河医1026 宇都宮市白沢町１８１３－１６ 　　療養   101 病棟名:３階病棟
     028-673-0011  (028-673-7711) 一般 病棟面積のうち患者１人当たり
     　　一般    58 :22.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.1㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:58床
     入院患者の比率:83.3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 緩和ケア病棟入院料　医科］ 平成30年 3月28日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011,385,1 栃木県立がんセンター〒320-0834 一般       291（緩）第8号               平成28年 4月 1日
     (013,115,6) 宇都宮市陽南４－９－１３ 当該病棟総数病床数①:24床
     宇医11385 028-658-5151  (028-658-5482) 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％
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2031,071,3 とちぎメディカルセン〒328-0071 一般       128（緩）第10号              平成29年11月 1日
     木医1071 ターとちのき 栃木市大町３９番５号 療養       122 当該病棟総数病床数①:14床
     0282-22-7722  (0282-22-7509) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:30.
     46㎡
     病室部分の面積１床当たり:14.
     37㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3511,037,3 日本赤十字社栃木県支〒326-0843 一般       500（緩）第9号               平成28年10月 1日
     足医1037 部足利赤十字病院 足利市五十部町２８４番地１ 結核        15 当該病棟総数病床数①:19床
     0284-21-0121  (0284-22-0225) 精神        40 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:36.8％
     当該病棟の面積１床当たり:55.
     26㎡
     病室部分の面積１床当たり:15.
     52㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4511,039,9 那須赤十字病院 〒324-8686 一般       454（緩）第7号               平成25年 4月 1日
     (513,007,0) 大田原市中田原１０８１番地４ 一般（感染） 当該病棟総数病床数①:20床
     大医1039 0287-23-1122  (0287-23-3004)              6 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％
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5521,007,4 自治医科大学附属病院〒329-0498 一般     1,075（緩）第4号               平成19年 5月 1日
     河医1007 下野市薬師寺３３１１－１ 精神        56 当該病棟総数病床数①:17床
     0285-44-2111  (0285-40-6016) 一般（感染） 当該病棟の特別の療養環境の提
                  1 供に係る病床数の割合:47.1％
     当該病棟の面積１床当たり:33.
     89㎡
     病室部分の面積１床当たり:12.
     4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6621,011,5 済生会宇都宮病院 〒321-0974 一般       644（緩）第1号               平成 8年11月 1日
     (013,133,9) 宇都宮市竹林町９１１－１ 当該病棟総数病床数①:20床
     宇医1011 028-626-5500  (028-626-5594)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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28日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1611,006,7 栃木県立岡本台病院 〒329-1104 精神       221（精救１）第5号           平成26年 4月 1日
     河医1006 宇都宮市下岡本町２１６２ 病棟数:1棟
     028-673-2211  (028-673-2214) 病床数:45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28日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1021,010,3 足利富士見台病院 〒326-0845 精神       139（精急１）第4号           平成18年 4月 1日
     足医1010 足利市大前町１２７２ 病棟種別:精神
     0284-62-2448  (0284-62-9608) 病床区分:特定
     病棟数:1棟
     病床数:35床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2021,015,2 青木病院 〒326-0808 精神       156（精急１）第6号           平成18年 7月 1日
     足医1015 足利市本城１－１５６０ 病棟種別:精神
     0284-41-2213  (0284-43-0463) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:54床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3041,048,9 佐野厚生総合病院 〒327-8511 一般       376（精急１）第9号           平成28年10月 1日
     佐医1048 佐野市堀米町１７２８番地 精神        51 病棟種別:精神
     0283-22-5222  (0283-22-8252) 療養       100 病床区分:精神
     一般（感染） 病棟数:1棟
                  4 病床数:51床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4051,002,3 上都賀総合病院 〒322-8550 一般       302（精急１）第8号           平成26年 7月 1日
     (053,014,2) 鹿沼市下田町１－１０３３ 精神        50 看護配置加算:有
     鹿医1002 0289-64-2161  (0289-64-2468) 看護補助加算:看護補助加算２
     病棟種別:精神
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5051,018,9 鹿沼病院 〒322-0002 精神       286（精急１）第7号           平成21年 4月 1日
     鹿医1018 鹿沼市千渡１５８５－２ 病棟種別:精神
     0289-64-2255  (0289-64-2259) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:39床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6081,014,2 朝日病院 〒323-0014 精神       221（精急１）第5号           平成24年 4月 1日
     小医1014 小山市大字喜沢６６０ 病棟種別:精神
     0285-22-1182  (0285-22-8946) 病床区分:特定
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7101,006,4 室井病院 〒324-0042 一般        29（精急１）第10号          平成29年 7月 1日
     大医1006 大田原市末広１－２－５ 精神       175 看護配置加算:有
     0287-23-6622  (0287-23-7825) 看護補助加算:看護補助加算１
     病棟数:1棟
     病床数:39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 児童・思春期精神科入院医療管理料　医科］ 平成30年 3月28日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1521,007,4 自治医科大学附属病院〒329-0498 一般     1,075（児春入）第1号           平成24年 4月 1日
     河医1007 下野市薬師寺３３１１－１ 精神        56
     0285-44-2111  (0285-40-6016) 一般（感染）
                  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 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 3月28日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011,032,9 森病院 〒321-0347 精神       165（精療）第57号            平成26年 4月 1日
     宇医1032 宇都宮市飯田町４１９ 重症者加算１:有
     028-648-6111  (028-648-5910) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:２階病棟
     病床数:57
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.2㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 3月28日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    2011,053,5 宇都宮病院 〒320-8521 精神       533（精療）第60号            平成26年 4月 1日
     宇医1053 宇都宮市陽南４－６－３４ 療養        60 届出に係る病棟:精神
     028-658-2121  (028-658-2117) 一般        60 病棟名:新１
     病床数:40
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.91㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.04㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:新２
     病床数:45
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.05㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.57㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:新４
     病床数:45
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.93㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.57㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:東２
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.14㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.94㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:東３
     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:6.94㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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28日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    3011,069,1 皆藤病院 〒321-0985 精神       318（精療）第53号            平成26年 4月 1日
     宇医1069 宇都宮市東町２２ 療養        79 重症者加算１:有
     028-661-3261  (028-661-3269) 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:西５階
     病床数:50
     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:西６階
     病床数:50
     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:東４階
     病床数:59
     重症者加算１:有
     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:東３階
     病床数:59
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4011,085,7 新直井病院 〒321-0912 精神       199（精療）第36号            平成26年 4月 1日
     宇医1085 宇都宮市石井町３３８５ 病棟名:第２病棟
     028-656-8600  (028-656-3877) 病床数:53
     病棟名:第３病棟
     病床数:53
     病棟名:第１病棟
     病床数:46
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5021,010,3 足利富士見台病院 〒326-0845 精神       139（精療）第58号            平成26年 4月 1日
     足医1010 足利市大前町１２７２ 重症者加算１:有
     0284-62-2448  (0284-62-9608) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３病棟
     病床数:50
     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:４階病棟
     病床数:54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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28日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    6021,012,9 前沢病院 〒326-0338 精神       105（精療）第55号            平成28年11月 1日
     足医1012 足利市福居町１２１０ 重症者加算１:有
     0284-71-3191  (0284-71-3153) 精神保健福祉士配置加算:無
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第一病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7021,015,2 青木病院 〒326-0808 精神       156（精療）第38号            平成26年 4月 1日
     足医1015 足利市本城１－１５６０ 重症者加算１:有
     0284-41-2213  (0284-43-0463) 退院調整加算:無
     病棟名:２階病棟　４階病棟
     病床数:102
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8041,004,2 両毛病院 〒327-0843 精神       183（精療）第41号            平成26年 4月 1日
     佐医1004 佐野市堀米町１６４８ 重症者加算１:有
     0283-22-6150  (0283-22-6159) 退院調整加算:有
     病床数:59
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.7㎡
     看護配置加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9051,018,9 鹿沼病院 〒322-0002 精神       286（精療）第64号            平成26年 4月 1日
     鹿医1018 鹿沼市千渡１５８５－２ 重症者加算１:有
     0289-64-2255  (0289-64-2259) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:南２（60床）、南３（6
     0床）、北３（43床）
     病床数:163
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10061,024,5 大澤台病院 〒321-2343 精神 （精療）第62号            平成26年 4月 1日
     日医1024 日光市山口８６７番地３ 　　一般    60 重症者加算１:有
     0288-26-2828  (0288-26-5144) 精神 届出に係る病棟:精神
     　　療養    60 病棟名:１階
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.45㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.02㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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28日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   11081,014,2 朝日病院 〒323-0014 精神       221（精療）第42号            平成27年 3月 1日
     小医1014 小山市大字喜沢６６０ 重症者加算１:有
     0285-22-1182  (0285-22-8946) 精神保健福祉士配置加算:無
     病棟名:A病棟
     病床数:46
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:無
     病棟名:B病棟
     病床数:45
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:無
     病棟名:新２階病棟
     病床数:45
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:無
     病棟名:新４階病棟
     病床数:45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12101,006,4 室井病院 〒324-0042 一般        29（精療）第39号            平成26年 4月 1日
     大医1006 大田原市末広１－２－５ 精神       175 重症者加算１:有
     0287-23-6622  (0287-23-7825) 退院調整加算:有
     病棟名:Ｂ棟１階病棟
     病床数:46
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.6㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     病棟名:Ｂ棟２階病棟
     病床数:46
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.1㎡
     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
     病棟名:Ｂ棟３階病棟
     病床数:44
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 3月28日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   13111,004,7 佐藤病院 〒329-2131 精神       282（精療）第40号            平成26年 4月 1日
     矢医1004 矢板市土屋１８ 重症者加算１:有
     0287-43-0758  (0287-43-4570) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:２病棟
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14231,011,7 大平下病院 〒329-4404 精神       144（精療）第59号            平成26年 4月 1日
     下医1011 栃木市大平町富田１６６５ 重症者加算１:有
     0282-43-2222  (0282-43-1888) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:精神療養
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15231,015,8 小山富士見台病院 〒329-0412 精神       197（精療）第43号            平成26年 4月 1日
     下医1015 下野市柴１１２３ 重症者加算１:有
     0285-44-0200  (0285-44-8163) 病棟名:療養Ⅰ号棟
     病床数:42
     重症者加算１:有
     病棟名:療養Ⅱ号棟
     病床数:48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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28日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   16251,030,2 那須高原病院 〒325-0001 精神       344（精療）第63号            平成26年 5月 1日
     那医1030 那須郡那須町大字高久甲３７５ 重症者加算１:有
     0287-63-5511  (0287-63-0904) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｂ－２
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.6㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｃ－１
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.9㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｃ－２
     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:6.4㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ａ
     病床数:53
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:Ｃ－３
     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:6.7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 3月28日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   17251,060,9 烏山台病院 〒321-0605 精神       122（精療）第45号            平成26年 4月 1日
     那医1060 那須烏山市滝田字富士山１８６８ 重症者加算１:有
     －１８ 病棟名:第Ⅰ病棟
     0287-82-2739  (0287-82-2762) 病床数:53
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.3㎡
     重症者加算１:有
     病棟名:第Ⅱ病棟
     病床数:45
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18261,022,7 氏家病院 〒329-1326 精神       171（精療）第56号            平成26年 4月 1日
     塩医1022 さくら市向河原４０９５ 重症者加算１:有
     028-682-2911  (028-682-9190) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:２階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.1㎡
     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:３階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.1㎡
     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:４階病棟
     病床数:51
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（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28日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   19271,005,0 菊池病院 〒321-4216 療養        33（精療）第69号            平成26年 6月 1日
     芳医1005 芳賀郡益子町大字塙３１６ 精神       240 重症者加算１:有
     0285-72-3235  (0285-72-3234) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:精神療養病棟　西１
     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:6.7㎡
     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:精神療養病棟　西２
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


