
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)

    110,1014,5 医療法人　博仁会　第〒370-0074 一般       148（特疾１）第8号           平成27年 1月 1日
     (10,1028,1) 一病院 高崎市下小鳥町１２７７ 療養        45 病棟名:特殊疾患病棟
     高医1014 027-362-1811  (027-362-1814) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.3㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:45床
     入院患者の比率:95
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    210,1027,7 昭和病院 〒370-1207 一般        94（特疾１）第6号           平成20年10月 1日
     (10,1009,1) 高崎市綿貫町字堀米前１３４１ 療養        46 病棟名:新館２階
     高医1027 027-347-1171  (027-347-1172) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :16㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:39床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    325,1069,7 医療法人財団明理会　〒373-8513 一般       212（特疾１）第7号           平成20年12月 1日
     (25,1017,2) イムス太田中央総合病太田市東今泉町８７５番地１ 療養       138 病棟名:特殊疾患病棟（本館３
     太医1069 院 0276-37-2378  (0276-37-1050) 階）
     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:9.3㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:48床
     入院患者の比率:89.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    426,1010,9 館林記念病院 〒374-0068 一般        76（特疾１）第2号           平成14年 6月 1日
     館医1010 館林市台宿町７－１８ 療養        28 病棟名:特殊疾患病棟
     0276-72-3155  (0276-74-1368) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.97㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.2㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:32床
     入院患者の比率:93.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 特殊疾患病棟入院料２　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)

    101,1017,7 厩橋病院 〒371-0002 精神       320（特疾２）第13号          平成24年 2月 1日
     前医1017 前橋市江木町１２４１ 病棟名:N1病棟
     027-269-2530  (027-269-4169) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :27.83㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:21.91㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1037,5 医療法人　中沢会　上〒379-2152 一般        20（特疾２）第15号          平成25年12月 1日
     (01,3018,9) 毛病院 前橋市下大島町５９６－１ 精神       314 病棟名:第７病棟
     前医1037 027-266-1482  (027-266-2800) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :27.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.4㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:60床
     入院患者の比率:82
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    310,1005,3 医療法人　山崎会　サ〒370-0857 一般       105（特疾２）第12号          平成18年 6月 1日
     (10,1003,4) ンピエール病院 高崎市上佐野町７８６－７ 精神       417 病棟名:６階病棟
     高医1005 027-347-1177  (027-347-2850) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :28.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.1㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:48床
     病棟名:２階西病棟
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.1㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    413,1008,1 医療法人　大和会　西〒370-2455 精神        60（特疾２）第16号          平成28年 6月 1日
     (13,1003,8) 毛病院 富岡市神農原５５９－１ 精神       240 病棟名:東館３病棟
     富医1008 0274-62-3156  (0274-64-3826) 精神        60 病棟面積のうち患者１人当たり
     療養        50 :21㎡
     療養       100 病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.3㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:60床
     入院患者の比率:86.2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 特殊疾患病棟入院料２　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)

    515,1005,2 群馬病院 〒370-3516 精神       461（特疾２）第17号          平成30年 1月 1日
     群医1005 高崎市稲荷台町１３６ 病棟名:南
     027-373-2251  (027-373-2745) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.01㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:45床
     入院患者の比率:88.88
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    624,1008,8 医療法人　岸会　岸病〒376-0011 精神       286（特疾２）第14号          平成24年 8月 1日
     桐医1008 院 桐生市相生町２－２７７ 病棟名:Ｄ病棟
     0277-54-8949  (0277-54-8956) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:51床
     入院患者の比率:89.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 緩和ケア病棟入院料　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)

    101,1014,4 群馬県済生会前橋病院〒371-0821 一般 （緩）第7号               平成24年 6月 1日
     前医1014 前橋市上新田町５６４－１ 　　一般   317 当該病棟総数病床数①:16床
     027-252-6011  (027-253-0390) 一般 当該病棟の特別の療養環境の提
     　　一般    10 供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:37.
     61㎡
     病室部分の面積１床当たり:8.7
     7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202,1073,8 伊勢崎市民病院 〒372-0817 一般       490（緩）第4号               平成23年 5月 1日
     (02,1012,2) 伊勢崎市連取本町１２番地１ 一般（感染） 当該病棟総数病床数①:17床
     伊医1073 0270-25-5022  (0270-25-5023)              4 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:47％
     当該病棟の面積１床当たり:43.
     59㎡
     病室部分の面積１床当たり:12.
     73㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    313,1002,4 公立富岡総合病院 〒370-2393 一般 （緩）第6号               平成23年 8月 1日
     (13,1002,0) 富岡市富岡２０７３－１ 　　一般   330 当該病棟総数病床数①:18床
     富医1002 0274-63-2111  (0274-64-3377) 一般 当該病棟の特別の療養環境の提
     　　一般     4 供に係る病床数の割合:50％
     一般 当該病棟の面積１床当たり:52.
     　　感染     4 22㎡
     病室部分の面積１床当たり:8.2
     ㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    427,1003,2 医療法人　社団　三思〒379-2311 一般       221（緩）第8号               平成26年 6月 1日
     (27,1001,2) 会　東邦病院 みどり市笠懸町阿左美１１５５ 療養       222 当該病棟総数病床数①:21床
     新医1003 0277-76-6311  (0277-76-6763) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:47.6％
     当該病棟の面積１床当たり:42.
     86㎡
     病室部分の面積１床当たり:9.3
     8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    550,1002,6 群馬県立がんセンター〒373-8550 一般       314（緩）第9号               平成26年 7月 1日
     (50,1005,5) 太田市高林西町６１７－１ 当該病棟総数病床数①:25床
     太医1001 0276-38-0771  (0276-38-0614) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:32％
     当該病棟の面積１床当たり:80.
     1㎡
     病室部分の面積１床当たり:18.
     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      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    670,1011,5 独立行政法人国立病院〒377-0280 一般 （緩）第10号              平成28年 3月26日
     渋医1044 機構　渋川医療センタ渋川市白井３８３番地 　　一般   400 当該病棟総数病床数①:25床
     ー 0279-23-1010  (0279-23-1011) 結核        46 当該病棟の特別の療養環境の提
     一般（感染） 供に係る病床数の割合:48％
                  4 当該病棟の面積１床当たり:41.
     74㎡
     病室部分の面積１床当たり:8.6
     ㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科救急入院料１　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)

    115,1005,2 群馬病院 〒370-3516 精神       461（精救１）第4号           平成27年 8月 1日
     群医1005 高崎市稲荷台町１３６ 病棟数:1棟
     027-373-2251  (027-373-2745) 病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    225,1015,0 医療法人　赤城会　三〒373-0054 精神       217（精救１）第1号           平成26年 4月 1日
     太医1015 枚橋病院 太田市長手町１７４４ 精神        16 病床数:58床
     0276-26-7511  (0276-26-7510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    350,1003,4 群馬県立精神医療セン〒379-2221 精神       248（精救１）第2号           平成26年 4月 1日
     (50,1003,0) ター 伊勢崎市国定町二丁目２３７４ 精神        17 病棟数:2棟
     佐医1007 0270-62-3311  (0270-62-0088) 病床数:76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      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1037,5 医療法人　中沢会　上〒379-2152 一般        20（精急１）第5号           平成27年 2月 1日
     (01,3018,9) 毛病院 前橋市下大島町５９６－１ 精神       314 看護補助加算:看護補助加算２
     前医1037 027-266-1482  (027-266-2800) 病床数:45床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    204,1020,5 赤城高原ホスピタル 〒379-1111 精神       111（精急１）第2号           平成26年 7月 1日
     勢医1020 渋川市赤城町北赤城山１０５１ 病棟数:1棟
     0279-56-8148  (0279-56-8847) 病床数:56床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    315,1005,2 群馬病院 〒370-3516 精神       461（精急１）第6号           平成29年 2月 1日
     群医1005 高崎市稲荷台町１３６ 病棟数:1棟
     027-373-2251  (027-373-2745) 病床数:56床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    416,1003,5 群栄会　田中病院 〒370-3603 一般        43（精急１）第3号           平成22年 3月 1日
     (16,1005,6) 北群馬郡吉岡町大字陣場９８ 精神       396 病棟種別:精神
     北医1003 0279-54-2106  (0279-54-0247) 療養        55 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:42床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    526,1009,1 つつじメンタルホスピ〒374-0037 精神       172（精急１）第7号           平成29年 5月 1日
     館医1009 タル 館林市小桑原町１５０５
     0276-80-2111  (0276-80-2113)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

    101,1017,7 厩橋病院 〒371-0002 精神       320（精療）第29号            平成27年 4月 1日
     前医1017 前橋市江木町１２４１ 重症者加算１:有
     027-269-2530  (027-269-4169) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｎ３病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.6㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｎ４病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1024,3 赤城病院 〒371-0002 精神       228（精療）第31号            平成27年 4月 1日
     前医1024 前橋市江木町１０７２ 重症者加算１:有
     027-269-5111  (027-269-5112) 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:53
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1037,5 医療法人　中沢会　上〒379-2152 一般        20（精療）第27号            平成27年 4月 1日
     (01,3018,9) 毛病院 前橋市下大島町５９６－１ 精神       314 重症者加算１:有
     前医1037 027-266-1482  (027-266-2800) 退院調整加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    404,1013,0 医療法人　橘会　上之〒377-0055 精神 （精療）第24号            平成27年 4月 1日
     勢医1013 原病院 渋川市北橘町上南室１６７番地５　　一般    30 重症者加算１:有
     0279-52-2221  (0279-52-2205) 精神 退院調整加算:有
     　　療養    90
     精神        50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

    504,1020,5 赤城高原ホスピタル 〒379-1111 精神       111（精療）第25号            平成27年 4月 1日
     勢医1020 渋川市赤城町北赤城山１０５１ 重症者加算１:有
     0279-56-8148  (0279-56-8847) 精神保健福祉士配置加算:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:第二病棟
     病床数:51
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :26.95㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.97㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

    606,1008,5 医療法人　原病院 〒370-0127 精神       344（精療）第32号            平成27年 4月 1日
     佐医1008 伊勢崎市境上武士８９８の１ 重症者加算１:有
     0270-74-0633  (0270-74-1988) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ａ病棟
     病床数:56
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.17㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｂ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.64㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.39㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｃ病棟
     病床数:44
     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㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｄ病棟
     病床数:46
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.08㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.84㎡
     病棟名:第２病棟
     病床数:51
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.67㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:18.07㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    710,1005,3 医療法人　山崎会　サ〒370-0857 一般       105（精療）第23号            平成27年 4月 1日
     (10,1003,4) ンピエール病院 高崎市上佐野町７８６－７ 精神       417 重症者加算１:有
     高医1005 027-347-1177  (027-347-2850) 退院調整加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    811,1037,4 榛名病院 〒377-0008 精神       300（精療）第26号            平成27年 4月 1日
     (11,1008,1) 渋川市渋川３６５８－２０ 重症者加算１:有
     渋医1037 0279-22-1970  (0279-25-1132) 退院調整加算: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 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)

    913,1008,1 医療法人　大和会　西〒370-2455 精神        60（精療）第22号            平成27年 4月 1日
     (13,1003,8) 毛病院 富岡市神農原５５９－１ 精神       240 重症者加算１:有
     富医1008 0274-62-3156  (0274-64-3826) 精神        60 退院調整加算:有
     療養        50
     療養       100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1015,1005,2 群馬病院 〒370-3516 精神       461（精療）第30号            平成27年 4月 1日
     群医1005 高崎市稲荷台町１３６ 重症者加算１:有
     027-373-2251  (027-373-2745) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３－東病棟　３－西病
     棟
     病床数:120
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.77㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.12㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４－東病棟　４－西病
     棟
     病床数:120
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.12㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1116,1003,5 群栄会　田中病院 〒370-3603 一般        43（精療）第21号            平成27年 4月 1日
     (16,1005,6) 北群馬郡吉岡町大字陣場９８ 精神       396 重症者加算１:有
     北医1003 0279-54-2106  (0279-54-0247) 療養        55 退院調整加算: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 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)

   1224,1008,8 医療法人　岸会　岸病〒376-0011 精神       286（精療）第20号            平成27年 4月 1日
     桐医1008 院 桐生市相生町２－２７７ 重症者加算１:有
     0277-54-8949  (0277-54-8956) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:Ｅ病棟
     病床数:55
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.1㎡
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:Ｆ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.25㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1325,1015,0 医療法人　赤城会　三〒373-0054 精神       217（精療）第28号            平成27年 4月 1日
     太医1015 枚橋病院 太田市長手町１７４４ 精神        16 重症者加算１:有
     0276-26-7511  (0276-26-7510) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１病棟
     病床数:57
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.17㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.95㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.28㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.33㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1426,1009,1 つつじメンタルホスピ〒374-0037 精神       172（精療）第19号            平成27年 4月 1日
     館医1009 タル 館林市小桑原町１５０５ 重症者加算１:有
     0276-80-2111  (0276-80-2113) 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
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.4㎡


