
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 小児入院医療管理料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)

    1020,522,9 川口市立医療センター〒333-0833 一般       539（小入１）第3号           平成29年 6月 1日
     (021,522,8) 川口市大字西新井宿１８０ 年間小児緊急入院患者数：1345
     048-287-2525  (048-280-1566) 小児入院医療管理病室病床数：
     28床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2040,259,4 埼玉医科大学　総合医〒350-8550 一般     1,053（小入１）第5号           平成24年 4月 1日
     (041,259,3) 療センター 川越市鴨田１９８１番地 病棟種別：一般
     049-228-3400  (049-226-5274) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     46床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3240,196,6 埼玉医科大学病院 〒350-0495 一般       886（小入１）第4号           平成29年12月 1日
     (241,196,5) 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８番地精神        78 病棟種別：一般
     049-276-1121  (049-294-8222) 一般（感染） 小児入院医療管理病室病床数：
                  6 42床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児入院医療管理料１　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)

    4650,800,6 埼玉県立小児医療セン〒330-0081 一般       316（小入１）第6号           平成29年 3月 1日
     (651,800,5) ター さいたま市中央区新都心１番地２ 年間小児緊急入院患者数：1427
     048-601-2200  (048-601-2224) 小児入院医療管理病室病床数：
     28床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     年間小児緊急入院患者数：1427
     小児入院医療管理病室病床数：
     28床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     年間小児緊急入院患者数：1427
     小児入院医療管理病室病床数：
     28床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     年間小児緊急入院患者数：1427
     小児入院医療管理病室病床数：
     28床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     年間小児緊急入院患者数：1427
     小児入院医療管理病室病床数：
     28床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     （小入１）第6号           平成29年 3月 1日
     年間小児緊急入院患者数：1427
     小児入院医療管理病室病床数：
     28床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     年間小児緊急入院患者数：1427
     小児入院医療管理病室病床数：
     36床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児入院医療管理料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)

    1020,135,0 社会福祉法人　恩賜財〒332-8558 一般       424（小入２）第18号          平成29年 6月 1日
     団　済生会支部　埼玉川口市西川口５－１１－５ 病棟種別：一般
     県　済生会　川口総合048-253-1551  (048-256-5703) 小児入院医療管理病室病床数：
     病院 25床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2030,404,8 自治医科大学附属さい〒330-0834 一般       628（小入２）第6号           平成24年 4月 1日
     (031,404,7) たま医療センター さいたま市大宮区天沼町１－８４ 病棟種別：一般
     ７ 病床区分：一般
     048-647-2111  (048-648-5166) 年間小児緊急入院患者数：12
     小児入院医療管理病室病床数：
     36床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3080,156,3 学校法人　獨協学園　〒343-8555 一般       873（小入２）第5号           平成27年 7月 1日
     (081,156,2) 獨協医科大学埼玉医療越谷市南越谷２－１－５０ 病棟種別：一般
     センター 048-965-1111  (048-965-1127) 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：634
     小児入院医療管理病室病床数：
     45床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4180,227,1 草加市立病院 〒340-8560 一般       380（小入２）第17号          平成27年12月 1日
     (181,227,0) 草加市草加二丁目２１番１号 病棟種別：一般
     048-946-2200  (048-946-2211) 年間小児緊急入院患者数：791
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5290,131,2 医療法人財団　明理会〒354-0021 一般       341（小入２）第19号          平成28年 4月 1日
     　イムス富士見総合病富士見市鶴馬１９６７－１ 病棟種別：一般
     院 049-251-3060  (049-254-1224) 届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6630,029,7 埼玉医科大学国際医療〒350-1298 一般       700（小入２）第10号          平成29年 6月 1日
     (631,029,6) センター 日高市大字山根字稲荷山１３９７ 病棟種別：一般
     番地１ 小児入院医療管理病室病床数：
     042-984-4111  (042-984-0432) 26床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児入院医療管理料２　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)

    7650,012,8 さいたま市立病院 〒336-0911 一般       537（小入２）第2号           平成30年 2月 1日
     (651,012,7) さいたま市緑区大字三室２４６０一般（感染） 病棟種別：一般
     番地             10 年間小児緊急入院患者数：649
     048-873-4111  (048-873-5451) 結核        20 小児入院医療管理病室病床数：
     47床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8990,002,8 独立行政法人　国立病〒351-0102 一般       350（小入２）第13号          平成28年 4月 1日
     院機構　埼玉病院 和光市諏訪２－１ 病棟種別：一般
     048-462-1101  (048-464-1138) 年間小児緊急入院患者数：649
     小児入院医療管理病室病床数：
     22床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児入院医療管理料３　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)

    1060,333,2 春日部市立医療センタ〒344-8577 一般       361（小入３）第30号          平成28年 7月 1日
     (061,333,1) ー 春日部市中央六丁目七番地１ 一般（感染） 病棟種別：一般
     048-735-1261  (048-734-2471)              2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2080,105,0 越谷市立病院 〒343-8577 一般       481（小入３）第4号           平成29年 8月 1日
     越谷市東越谷１０－４７－１ 病棟種別：一般
     048-965-2221  (048-965-3019) 小児入院医療管理病室病床数：
     31床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3090,104,1 医療法人　土屋小児病〒346-0003 一般        40（小入３）第31号          平成29年 5月 1日
     院 久喜市久喜中央３丁目１番１０号 病棟種別：一般
     0480-21-0766  (0480-21-2230) 小児入院医療管理病室病床数：
     40床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4160,039,4 医療法人社団　愛友会〒362-0075 一般       724（小入３）第23号          平成26年12月 1日
     (161,039,3) 　上尾中央総合病院 上尾市柏座１－１０－１０ その他       9 加減算区分:加算
     048-773-1111  (048-773-7122) 病棟種別：一般
     年間小児緊急入院患者数：46
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5190,013,3 医療法人社団　東光会〒335-0023 一般       492（小入３）第24号          平成24年10月 1日
     　戸田中央総合病院 戸田市本町１－１９－３ 病棟種別：一般
     048-442-1111  (048-443-0104) 年間小児緊急入院患者数：852
     小児入院医療管理病室病床数：
     27床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6460,065,6 深谷赤十字病院 〒366-0052 一般       500（小入３）第10号          平成29年 4月 1日
     (461,065,5) 深谷市上柴町西５－８－１ 一般（感染） 病棟種別：一般
     048-571-1511  (048-573-5351)              6 年間小児緊急入院患者数：437
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児入院医療管理料４　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)

    1030,100,2 独立行政法人地域医療〒331-0805 一般       163（小入４）第24号          平成28年 8月 1日
     (031,100,1) 機能推進機構　さいたさいたま市北区盆栽町４５３ 病棟種別：一般
     ま北部医療センター 048-663-1671  (048-663-0058) 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：51
     小児入院医療管理病室病床数：
     10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2110,192,2 社会福祉法人　恩賜財〒349-1105 一般       325（小入４）第25号          平成29年10月 1日
     団　済生会支部　埼玉久喜市小右衛門７１４－６ 一般（感染） 年間小児緊急入院患者数：569
     県済生会　栗橋病院 0480-52-3611  (0480-52-0954)              4 小児入院医療管理病室病床数：
     15床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3190,141,2 医療法人社団　東光会〒335-0022 一般        62（小入４）第18号          平成28年 8月 1日
     　戸田中央産院 戸田市上戸田２丁目２６番３号 病棟種別：一般
     048-444-1181  (048-444-6993) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4990,005,1 独立行政法人　国立病〒359-1151 一般       325（小入４）第19号          平成26年 4月 1日
     (991,005,0) 院機構　西埼玉中央病所沢市若狭２－１６７１ 病棟種別：一般
     院 04-2948-1111  (04-2948-1121) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     15床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5990,006,9 防衛医科大学校病院 〒359-0042 一般       754（小入４）第21号          平成29年 2月 1日
     (991,006,8) 所沢市並木３－２ 精神        36 病棟種別：一般
     04-2995-1511  (04-2995-0713) 一般（感染） 病床区分：特定
                 10 年間小児緊急入院患者数：315
     小児入院医療管理病室病床数：
     24床
     小児入院医療管理病室病床数：
     12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 小児入院医療管理料５　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)

    1270,076,3 社会医療法人　入間川〒350-1307 一般       140（小入５）第3号           平成18年 4月 1日
     病院 狭山市祇園１７－２ 療養        59 小児入院医療管理病室病床数：
     04-2958-6111  (04-2956-4949) 140床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2380,031,5 医療法人社団　弘人会〒347-0065 一般       117（小入５）第6号           平成21年 5月 1日
     　中田病院 加須市元町６－８ 小児入院医療管理病室病床数：
     0480-61-3122  (0480-61-4467) 4床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3460,089,6 医療法人　信猶会　菊〒366-0801 一般        60（小入５）第8号           平成18年 4月 1日
     地病院 深谷市上野台３７１ 小児入院医療管理病室病床数：
     048-571-0660  (048-574-1760) 5床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4530,092,6 北里大学メディカルセ〒364-8501 一般       372（小入５）第22号          平成29年 8月 1日
     ンター 北本市荒井６丁目１００番地 小児入院医療管理病室病床数：
     048-593-1212  (048-593-1239) 298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 回復期リハビリテーション病棟入院料１　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)

    1030,257,0 医療法人　明浩会　西〒330-0856 一般       198（回１）第15号            平成30年 1月 1日
     大宮病院 さいたま市大宮区三橋１－１１７ 体制強化加算:加算２
     ３ 病棟面積のうち１床当たり:8.7
     048-644-0511  (048-647-4876) 8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.78㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.02ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:46床
     病棟面積のうち１床当たり:8.7
     8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.78㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.02ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2040,449,1 川越リハビリテーショ〒350-1138 一般        49（回１）第14号            平成29年10月 1日
     ン病院 川越市中台元町１丁目９番地１２療養       102 体制強化加算:加算１
     049-245-3555  (049-245-2288) 病棟面積のうち１床当たり:23
     ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.59㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:49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 回復期リハビリテーション病棟入院料１　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)

    3050,110,6 医療法人社団　哺育会〒349-0217 一般       256（回１）第26号            平成29年 7月 1日
     　白岡中央総合病院 白岡市小久喜９３８－１２ 病棟面積のうち１床当たり:16.
     0480-93-0661  (0480-92-8462) 14㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.83㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:41床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4080,119,1 医療法人財団　明理会〒343-0815 一般        91（回１）第28号            平成29年 8月 1日
     　新越谷病院 越谷市元柳田町６－４５ 療養        97 体制強化加算:加算１
     048-964-2211  (048-964-7155) 病棟面積のうち１床当たり:14.
     13㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.47㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟数:1棟
     病床数:46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 回復期リハビリテーション病棟入院料１　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)

    5080,132,4 リハビリテーション天〒343-0002 療養       169（回１）第9号             平成30年 1月 1日
     (081,132,3) 草病院 越谷市平方３４３－１ 体制強化加算:加算１
     048-974-1171  (048-977-9495) 病棟面積のうち１床当たり:23.
     31㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.28㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.87ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:51床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:25.
     08㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.28㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.87ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:52床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:20.
     13㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.65㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.87ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:56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 回復期リハビリテーション病棟入院料１　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)

    6090,126,4 新久喜総合病院 〒346-8530 一般       300（回１）第37号            平成30年 1月 1日
     久喜市上早見４１８番１ 体制強化加算:加算１
     0480-26-0033  (0480-44-8026) 病棟面積のうち１床当たり:33.
     31㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.78㎡
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:49床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:33.
     31㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.78㎡
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:49床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7100,099,1 医療法人社団　協友会〒340-0814 一般       250（回１）第30号            平成29年 6月 1日
     　八潮中央総合病院 八潮市南川崎８４５番地 体制強化加算:加算１
     048-996-1131  (048-997-2135) 病棟面積のうち１床当たり:21.
     31㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.83㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.72ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50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 回復期リハビリテーション病棟入院料１　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)

    8120,020,3 埼玉みさと総合リハビ〒341-0034 一般        60（回１）第2号             平成30年 1月 1日
     リテーション病院 三郷市新和５－２０７ 療養       115 体制強化加算:加算１
     048-953-1211  (048-952-0127) リハビリテーション充実加算：
     有
     病床数:60床
     体制強化加算:加算１
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病床数:55床
     体制強化加算:加算１
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9120,042,7 医療法人財団　健和会〒341-0035 一般       282（回１）第7号             平成28年 7月 1日
     　みさと健和病院 三郷市鷹野４－４９４－１ 体制強化加算:加算１
     048-955-7171  (048-948-0261) 病棟面積のうち１床当たり:22.
     69㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.7㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.91ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:30床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10120,059,1 医療法人社団　愛友会〒341-0038 一般       289（回１）第27号            平成29年 6月 1日
     　三郷中央総合病院 三郷市中央４丁目５番地１ 体制強化加算:加算１
     048-953-1321  (048-952-7279) リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟数:1棟
     病床数:58床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11120,098,9 医療法人財団　東京勤〒341-0016 一般       120（回１）第20号            平成29年 7月 1日
     労者医療会　みさと協三郷市田中新田中の割２７３－１精神        54 体制強化加算:加算１
     立病院 048-959-1811  (048-959-1819) 病棟面積のうち１床当たり:18.
     61㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.3ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:42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 回復期リハビリテーション病棟入院料１　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)

   12130,315,5 希望病院 〒362-0806 療養        57（回１）第4号             平成29年11月 1日
     北足立郡伊奈町大字小室３１７０ 体制強化加算:加算１
     048-723-0855  (048-721-8813) 病棟面積のうち１床当たり:24.
     49㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.7㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.81ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:57床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13160,039,4 医療法人社団　愛友会〒362-0075 一般       724（回１）第5号             平成29年 2月 1日
     (161,039,3) 　上尾中央総合病院 上尾市柏座１－１０－１０ その他       9 体制強化加算:加算１
     048-773-1111  (048-773-7122) 病棟面積のうち１床当たり:14.
     2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.28㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.28ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:53床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14160,158,2 埼玉県総合リハビリテ〒362-8567 一般       120（回１）第12号            平成29年11月 1日
     (161,158,1) ーションセンター 上尾市西貝塚１４８－１ 体制強化加算:加算２
     048-781-2222  (048-781-2229) 病棟面積のうち１床当たり:34.
     1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.59㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.54ｍ
     病棟種別:一般
     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 回復期リハビリテーション病棟入院料１　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)

   15160,167,3 医療法人社団　愛友会〒362-0051 一般        66（回１）第29号            平成28年 7月 1日
     　上尾中央第二病院 上尾市大字地頭方字北谷４２１－療養       120 病棟面積のうち１床当たり:16.
     １ 2㎡
     048-781-1101  (048-781-1251) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.02ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:32床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16180,092,9 医療法人　親和会　鳳〒340-0028 一般        50（回１）第39号            平成30年 2月 1日
     永病院 草加市谷塚二丁目１２番１５号 病棟面積のうち１床当たり:16.
     048-924-2631  (048-920-0091) 68㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.04㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     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 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月28日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   17190,090,1 医療法人社団　東光会〒335-0023 療養       129（回１）第3号             平成29年10月 1日
     　戸田中央リハビリテ戸田市本町１－１４－１ 体制強化加算:加算１
     ーション病院 048-442-1116  (048-442-3500) 病棟面積のうち１床当たり:16.
     26㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.87㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:43床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:16.
     08㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.87㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:43床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:16.
     08㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.87㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:43床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18220,095,4 医療法人社団　武蔵野〒353-0001 一般       100（回１）第33号            平成29年 6月 1日
     会　ＴＭＧ宗岡中央病志木市上宗岡５丁目１４番５０号 体制強化加算:加算１
     院 048-472-9211  (048-476-2610) 病棟面積のうち１床当たり:40
     ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.08㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.88ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40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 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月28日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   19240,249,3 医療法人財団　明理会〒354-0045 療養       202（回１）第11号            平成30年 3月 1日
     　埼玉セントラル病院入間郡三芳町大字上富字東永久保精神       200 病棟面積のうち１床当たり:29.
     ２１７７番地２ 一般        48 5㎡
     049-259-0161  (049-259-5507) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20250,177,3 医療法人社団　東光会〒359-0013 療養       191（回１）第13号            平成29年 9月 1日
     　東所沢病院 所沢市大字城４３５－１ 精神        60 体制強化加算:加算１
     04-2944-2390  (04-2944-5236) 病棟面積のうち１床当たり:22.
     3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:3ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:38床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21250,449,6 医療法人　啓仁会　所〒359-1152 療養       332（回１）第25号            平成29年 8月 1日
     沢ロイヤル病院 所沢市北野３－１－１１ 体制強化加算:加算２
     04-2949-3385  (04-2949-7872) 病棟面積のうち１床当たり:16.
     7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.53㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月28日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   22250,570,9 医療法人社団　和風会〒359-0002 療養       112（回１）第36号            平成30年 2月 1日
     　所沢リハビリテーシ所沢市中富１０１６番地 体制強化加算:加算１
     ョン病院 04-2943-1771  (04-2942-3149) 病棟面積のうち１床当たり:25.
     5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.08ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:56床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23250,591,5 明生リハビリテーショ〒359-1106 療養       111（回１）第8号             平成30年 2月 1日
     ン病院 所沢市東狭山ケ丘４丁目２６８１ 体制強化加算:加算１
     番地の２ 病棟面積のうち１床当たり:31.
     04-2929-2220  (04-2939-2136) 76㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:58床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:32.
     03㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.8㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:53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 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月28日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   24270,229,8 社会医療法人財団　石〒350-1305 一般       450（回１）第38号            平成30年 1月 1日
     心会　埼玉石心会病院狭山市入間川２丁目３７番２０ 体制強化加算:加算１
     04-2953-6611  (04-2953-8040) 病棟面積のうち１床当たり:17.
     72㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25280,042,3 社会医療法人　東明会〒358-0003 一般       135（回１）第35号            平成29年 7月 1日
     　原田病院 入間市豊岡１－１３－３ 療養        54 体制強化加算:加算１
     04-2962-1251  (04-2962-0865) 病棟面積のうち１床当たり:16.
     97㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.53㎡
     病室に隣接する廊下幅:3ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:31床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26290,131,2 医療法人財団　明理会〒354-0021 一般       341（回１）第31号            平成30年 3月 1日
     　イムス富士見総合病富士見市鶴馬１９６７－１ 体制強化加算:加算１
     院 049-251-3060  (049-254-1224) 病棟面積のうち１床当たり:32.
     1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40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 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月28日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   27310,402,3 医療法人　熊谷総合病〒360-8567 一般       310（回１）第40号            平成30年 2月 1日
     院 熊谷市中西四丁目５番１号 病棟面積のうち１床当たり:17.
     048-521-0065  (048-523-5928) 34㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.29㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.5ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28320,118,3 武蔵嵐山病院 〒355-0212 一般        39（回１）第24号            平成29年 5月 1日
     比企郡嵐山町大字太郎丸１３５ 療養       118 体制強化加算:加算２
     0493-62-7282  (0493-62-8887) 病棟面積のうち１床当たり:18.
     18㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.46㎡
     病室に隣接する廊下幅:2ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:56床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29320,161,3 医療法人　啓仁会　平〒350-0123 療養       238（回１）第22号            平成29年12月 1日
     成の森・川島病院 比企郡川島町大字畑中４７８番地 病棟面積のうち１床当たり:18.
     １ 4㎡
     049-297-2811  (049-297-0535) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.33㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:58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 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月28日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   30370,098,6 社会医療法人　壮幸会〒361-0056 一般       450（回１）第16号            平成29年 6月 1日
     　行田総合病院 行田市持田３７６ 療養        54 体制強化加算:加算１
     048-552-1111  (048-552-1116) 病棟面積のうち１床当たり:21.
     97㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.16㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.4ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:56床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31380,031,5 医療法人社団　弘人会〒347-0065 一般       117（回１）第23号            平成27年 8月 1日
     　中田病院 加須市元町６－８ 病棟面積のうち１床当たり:29.
     0480-61-3122  (0480-61-4467) 42㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.49㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32510,056,5 医療法人社団　青葉会〒352-0023 一般        32（回１）第10号            平成26年10月 1日
     　新座病院 新座市堀ノ内３－１４－３０ 療養        96 病棟面積のうち１床当たり:19.
     048-481-1611  (048-481-2665) 17㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.86㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     病棟面積のうち１床当たり:19.
     17㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.86㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48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 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月28日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   33600,131,7 医療法人　若葉会　若〒350-0208 療養       112（回１）第21号            平成29年12月 1日
     葉病院 坂戸市戸宮６０９番地 体制強化加算:加算１
     049-283-3633  (049-283-3379) 病棟面積のうち１床当たり:19.
     32㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.09㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.9ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34650,434,4 社会医療法人　さいた〒331-0054 一般       340（回１）第6号             平成30年 2月 1日
     ま市民医療センター　さいたま市西区大字島根２９９－ 体制強化加算:加算１
     さいたま市民医療セン１ 病棟面積のうち１床当たり:10.
     ター 048-626-0011  (048-799-5146) 03㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.35㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.4ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:47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 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月28日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,400,0 医療法人　聖仁会　西〒338-0824 一般       148（回２）第16号            平成27年10月 1日
     部総合病院 さいたま市桜区大字上大久保８８療養       120 病棟面積のうち１床当たり:16.
     ４番地 18㎡
     048-854-1111  (048-855-3285) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.42㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.84ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:56床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2020,309,1 埼玉協同病院 〒333-0831 一般       401（回２）第1号             平成28年 9月 1日
     川口市木曽呂１３１７ 病棟面積のうち１床当たり:26.
     048-296-4771  (048-296-7182) 68㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.81㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3020,359,6 社会医療法人社団　大〒334-0063 一般        99（回２）第51号            平成26年 1月 1日
     成会　武南病院 川口市東本郷西谷２０２６ 療養       141 病棟面積のうち１床当たり:13.
     048-284-2811  (048-284-2522) 7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:33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 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月28日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    4020,379,4 医療法人社団　協友会〒333-0801 一般       198（回２）第57号            平成29年 9月 1日
     　東川口病院 川口市東川口２－１０－８ 病棟面積のうち１床当たり:14.
     048-295-1000  (048-295-5501) 67㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.49㎡
     病室に隣接する廊下幅:2ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5030,349,5 医療法人　一成会　さ〒337-0012 一般       159（回２）第18号            平成30年 3月 1日
     いたま記念病院 さいたま市見沼区東宮下字西１９療養        40 病棟面積のうち１床当たり:19.
     ６ 14㎡
     048-686-3111  (048-685-3155) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.82㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:55床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6030,499,8 大宮共立病院 〒337-0024 一般        96（回２）第64号            平成29年 7月 1日
     (031,499,7) さいたま市見沼区大字片柳１５５療養       320 病棟面積のうち１床当たり:19.
     ０ 53㎡
     048-686-7151  (048-684-7961) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.3㎡
     病室に隣接する廊下幅:2ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：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 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月28日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    7040,275,0 医療法人　真正会　霞〒350-1173 一般        37（回２）第17号            平成29年 8月 1日
     (041,275,9) ヶ関南病院 川越市安比奈新田２８３－１ 療養       162 病棟面積のうち１床当たり:29.
     049-232-1313  (049-233-0981) 88㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:10.08㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:43床
     病棟面積のうち１床当たり:25.
     74㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.96㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:37床
     病棟面積のうち１床当たり:29.
     85㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:10.11㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     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 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月28日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    8040,449,1 川越リハビリテーショ〒350-1138 一般        49（回２）第14号            平成24年10月 1日
     ン病院 川越市中台元町１丁目９番地１２療養       102 病棟面積のうち１床当たり:22.
     049-245-3555  (049-245-2288) 09㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.31㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:53床
     病棟面積のうち１床当たり:23
     ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.59㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:49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 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月28日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    9060,101,3 医療法人　光仁会　春〒344-0063 一般        90（回２）第40号            平成30年 3月 1日
     日部厚生病院 春日部市緑町６－１１－４８ 療養       100 病棟面積のうち１床当たり:7.0
     048-736-1155  (048-736-2818) 7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.58㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.73ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     病棟面積のうち１床当たり:7.0
     7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.58㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.73ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:34床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10110,175,7 東鷲宮病院 〒340-0203 一般       127（回２）第55号            平成29年 4月 1日
     久喜市桜田３－９－３ 療養        36 病棟面積のうち１床当たり:7㎡
     0480-58-2468  (0480-58-9580) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:32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 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月28日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   11180,308,9 草加松原リハビリテー〒340-0013 一般        50（回２）第62号            平成29年10月 1日
     ション病院 草加市松江２丁目３番２５号 病棟面積のうち１床当たり:20.
     048-933-6000  (048-933-6001) 49㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.33㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.94ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12240,053,9 社会福祉法人　埼玉医〒350-0451 一般       178（回２）第12号            平成28年11月 1日
     (241,053,8) 療福祉会　丸木記念福入間郡毛呂山町毛呂本郷３８ 精神       446 病棟面積のうち１床当たり:19.
     祉メディカルセンター049-276-1496  (049-276-1497) 93㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.33㎡
     病室に隣接する廊下幅:3.5ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     病棟面積のうち１床当たり:28.
     7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.55㎡
     病室に隣接する廊下幅:3.5ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50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 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月28日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   13250,571,7 社会医療法人　至仁会〒359-1106 一般       137（回２）第31号            平成28年 7月 1日
     　圏央所沢病院 所沢市東狭山ケ丘４－２６９２－ 病棟面積のうち１床当たり:52.
     １ 36㎡
     04-2920-0500  (04-2920-0501) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.25㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:36床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14260,134,2 医療法人　靖和会　飯〒357-0016 一般       154（回２）第24号            平成29年 1月 1日
     能靖和病院 飯能市下加治１３７番地２ 療養       266 病棟面積のうち１床当たり:16.
     0429-74-2311  (0429-73-7209) 精神        60 8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:46床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15270,115,9 医療法人　尚寿会　大〒350-1317 一般        55（回２）第7号             平成29年 6月 1日
     (271,115,8) 生病院 狭山市大字水野６００番地 療養       298 病棟面積のうち１床当たり:20.
     04-2957-1141  (04-2957-1146) 精神       120 3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.14㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:42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 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月28日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   16300,103,9 富家病院 〒356-0051 一般        85（回２）第53号            平成26年 4月 1日
     ふじみ野市亀久保２１９７ 療養       117 病棟面積のうち１床当たり:18.
     049-264-8811  (049-266-2287) 86㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.69㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:28床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17310,159,9 医療法人　啓清会　関〒360-0804 一般       101（回２）第37号            平成27年 6月 1日
     (311,159,8) 東脳神経外科病院 熊谷市代１１２０ 療養        48 病棟面積のうち１床当たり:17.
     048-521-3133  (048-524-6190) 87㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.9㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18450,181,3 埼玉よりい病院 〒369-1201 一般        95（回２）第52号            平成29年11月 1日
     (451,181,2) 大里郡寄居町用土３９５番地 療養        50 病棟面積のうち１床当たり:21.
     048-579-2788  (048-579-2792) 04㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.85㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50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 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月28日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   19490,144,3 秩父生協病院 〒368-0016 一般        40（回２）第35号            平成29年 6月 1日
     秩父市阿保町１番１１号 療養        35 病棟面積のうち１床当たり:34.
     0494-23-1300  (0494-22-7003) 2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.3㎡
     病室に隣接する廊下幅:3ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20530,061,1 医療法人社団　博翔会〒364-0001 療養       196（回２）第63号            平成29年 1月 1日
     　桃泉園　北本病院 北本市深井５－６６ 病棟面積のうち１床当たり:12.
     048-543-1011  (048-543-1316) 4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.87㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:22床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21630,025,5 武蔵台病院 〒350-1254 一般        93（回２）第47号            平成28年12月 1日
     日高市久保２７８－１２ リハビリテーション充実加算：
     042-982-2222  (042-982-0636) 有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:41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 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月28日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   22640,005,5 医療法人社団　協友会〒342-0056 一般       218（回２）第59号            平成29年11月 1日
     　吉川中央総合病院 吉川市大字平沼１１１ 療養        54 病棟面積のうち１床当たり:23.
     048-982-8311  (048-981-2062) 8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.01㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟数:1棟
     病床数:30床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23650,566,3 医療法人　三慶会　指〒331-0074 一般       175（回２）第44号            平成24年 6月 1日
     (651,566,2) 扇病院 さいたま市西区宝来１２９５番地療養        51 病棟面積のうち１床当たり:17.
     １ 4㎡
     048-623-1101  (048-624-8539) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.1㎡
     病室に隣接する廊下幅:3ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:51床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24990,001,0 独立行政法人国立病院〒349-0101 一般       452（回２）第50号            平成30年 3月 1日
     (991,001,9) 機構　東埼玉病院 蓮田市黒浜４１４７ 結核        80 病棟面積のうち１床当たり:25.
     048-768-1161  (048-769-5347) 77㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.75㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.71ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50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 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 3月28日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1070,005,4 医療法人　慈正会　丸〒339-8521 一般       241（回３）第71号            平成29年 1月 1日
     (071,005,3) 山記念総合病院 さいたま市岩槻区本町２－１０－ 休日リハビリテーション提供体
     ５ 制加算：有
     048-757-3511  (048-756-6061) 病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:28床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2210,099,8 医療法人　山柳会　塩〒351-0023 一般        60（回３）第60号            平成26年10月 1日
     味病院 朝霞市溝沼２－４－１ 病棟面積のうち１床当たり:8.0
     048-467-0016  (048-467-0018) 5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.19㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:24床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3310,402,3 医療法人　熊谷総合病〒360-8567 一般       310（回３）第73号            平成29年 8月 1日
     院 熊谷市中西四丁目５番１号 病棟面積のうち１床当たり:17.
     048-521-0065  (048-523-5928) 34㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.29㎡
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4530,092,6 北里大学メディカルセ〒364-8501 一般       372（回３）第74号            平成29年 8月 1日
     ンター 北本市荒井６丁目１００番地 病棟種別:一般
     048-593-1212  (048-593-1239) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:30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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月28日     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,133,7 独立行政法人地域医療〒330-0074 一般       395（地包ケア１）第37号      平成28年 8月 1日
     機能推進機構　埼玉メさいたま市浦和区北浦和４－９－ 地域包括ケア病棟入院料１
     ディカルセンター ３ 当該病棟区分:一般
     048-832-4951  (048-833-7527) 病棟入院料病床数:46床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,167,5 医療法人　博仁会　共〒336-0931 一般        80（地包ケア１）第36号      平成29年10月 1日
     済病院 さいたま市緑区原山３－１５－３療養        37 地域包括ケア入院医療管理料１
     １ 当該病床届出病棟区分:療養
     048-882-2867  (048-882-2887) 入院医療管理料病床数:14床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3010,400,0 医療法人　聖仁会　西〒338-0824 一般       148（地包ケア１）第39号      平成28年 8月 1日
     部総合病院 さいたま市桜区大字上大久保８８療養       120 地域包括ケア病棟入院料１
     ４番地 当該病棟区分:一般
     048-854-1111  (048-855-3285) 病棟入院料病床数:40床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4020,171,5 医療法人　安東病院 〒333-0866 一般        38（地包ケア１）第24号      平成27年 1月 1日
     川口市芝３－７－１２ 療養        60 地域包括ケア入院医療管理料１
     048-266-2611  (048-268-1021) 当該病床届出病棟区分:療養
     入院医療管理料病床数:22床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5020,378,6 寿康会病院 〒332-0035 一般        40（地包ケア１）第28号      平成27年 7月 1日
     川口市西青木２－１５－１０ 療養        42 地域包括ケア入院医療管理料１
     048-251-2050  (048-257-6669) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:13床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月28日     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    6020,379,4 医療法人社団　協友会〒333-0801 一般       198（地包ケア１）第40号      平成29年 8月 1日
     　東川口病院 川口市東川口２－１０－８ 地域包括ケア入院医療管理料１
     048-295-1000  (048-295-5501) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:16床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7020,734,0 医療法人　三誠会　川〒334-0074 一般        60（地包ケア１）第41号      平成29年 5月 1日
     口誠和病院 川口市江戸３丁目３５－４６ 療養        40 地域包括ケア入院医療管理料１
     048-285-0661  (048-283-7957) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:12床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8020,789,4 医療法人　新青会　川〒332-0031 一般       199（地包ケア１）第3号       平成29年 4月 1日
     口工業総合病院 川口市青木１丁目１８番１５号 地域包括ケア病棟入院料１
     048-252-4873  (048-252-4865) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:38床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9030,001,2 医療法人　ヘブロン会〒331-0814 一般       262（地包ケア１）第57号      平成29年12月 1日
     (031,001,1) 　大宮中央総合病院 さいたま市北区東大成町１－２２ 地域包括ケア病棟入院料１
     ７ 当該病棟区分:一般
     048-663-2501  (048-666-4673) 病棟入院料病床数:45床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10040,155,4 医療法人　刀圭会　本〒350-0042 一般        70（地包ケア１）第58号      平成30年 1月 1日
     川越病院 川越市中原町１丁目１２－１ 地域包括ケア入院医療管理料１
     049-222-0533  (049-224-2109) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:37床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出



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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月28日     35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   11040,174,5 医療法人　武蔵野総合〒350-1167 一般       185（地包ケア１）第52号      平成30年 1月 1日
     病院 川越市大袋新田９７７－９ 地域包括ケア病棟入院料１
     049-244-6340  (049-244-6302) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:50床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12040,392,3 医療法人社団　誠弘会〒350-1175 一般        76（地包ケア１）第9号       平成26年 9月 1日
     　池袋病院 川越市大字笠幡３７２４－６ 地域包括ケア入院医療管理料１
     049-231-1552  (049-233-2075) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:4床
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
     地域包括ケア入院医療管理料１
     当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:4床
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13040,513,4 医療法人　康正会病院〒350-8588 一般       147（地包ケア１）第43号      平成28年10月 1日
     川越市大字山田３２０番地１ 地域包括ケア入院医療管理料１
     049-223-5711  (049-223-5713) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:38床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14040,517,5 帯津三敬病院 〒350-0021 一般        99（地包ケア１）第18号      平成29年11月 1日
     川越市大字大中居５４５番地 地域包括ケア病棟入院料１
     049-235-1981  (049-235-8063) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:35床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月28日     36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   15060,098,1 医療法人財団　明理会〒344-0063 一般       364（地包ケア１）第62号      平成30年 3月 1日
     　春日部中央総合病院春日部市緑町５－９－４ 療養        40 地域包括ケア病棟入院料１
     048-736-1221  (048-738-1559) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:48床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16060,101,3 医療法人　光仁会　春〒344-0063 一般        90（地包ケア１）第7号       平成27年 1月 1日
     日部厚生病院 春日部市緑町６－１１－４８ 療養       100 地域包括ケア入院医療管理料１
     048-736-1155  (048-736-2818) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:24床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17060,118,7 医療法人社団　嬉泉会〒344-0067 一般        60（地包ケア１）第21号      平成29年 1月 1日
     　春日部嬉泉病院 春日部市中央１－５３－１６ 地域包括ケア入院医療管理料１
     048-736-0111  (048-734-1700) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:8床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18060,250,8 医療法人社団　庄和会〒344-0111 一般        47（地包ケア１）第48号      平成29年 3月 1日
     　庄和中央病院 春日部市上金崎２８ 地域包括ケア入院医療管理料１
     048-746-3122  (048-745-1564) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:10床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19120,042,7 医療法人財団　健和会〒341-0035 一般       282（地包ケア１）第27号      平成28年 2月 1日
     　みさと健和病院 三郷市鷹野４－４９４－１ 地域包括ケア病棟入院料１
     048-955-7171  (048-948-0261) 病棟入院料病床数:35床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月28日     37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   20120,057,5 医療法人　三愛会　三〒341-0003 一般       178（地包ケア１）第16号      平成28年 3月 1日
     愛会総合病院 三郷市彦成３－７－１７ 地域包括ケア入院医療管理料１
     048-958-3111  (048-958-6835) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:27床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21160,108,7 医療法人　藤仁会　藤〒362-0035 一般        76（地包ケア１）第29号      平成28年 4月 1日
     村病院 上尾市仲町１－８－３３ 療養        26 地域包括ケア入院医療管理料１
     048(776)1111  (048-776-1522) 当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
     当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:8床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22200,014,9 医療法人　あかつき会〒334-0003 一般        40（地包ケア１）第26号      平成27年 5月 1日
     　はとがや病院 川口市坂下町４－１６－２６ 療養        60 地域包括ケア病棟入院料１
     048-281-1468  (048-284-5635) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:40床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23220,095,4 医療法人社団　武蔵野〒353-0001 一般       100（地包ケア１）第51号      平成29年 6月 1日
     会　ＴＭＧ宗岡中央病志木市上宗岡５丁目１４番５０号 地域包括ケア入院医療管理料１
     院 048-472-9211  (048-476-2610) 入院医療管理料病床数:8床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出



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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月28日     38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   24250,449,6 医療法人　啓仁会　所〒359-1152 療養       332（地包ケア１）第55号      平成29年10月 1日
     沢ロイヤル病院 所沢市北野３－１－１１ 地域包括ケア病棟入院料１
     04-2949-3385  (04-2949-7872) 当該病棟区分:療養
     病棟入院料病床数:32床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25250,452,0 埼玉西協同病院 〒359-0002 一般        50（地包ケア１）第6号       平成29年 7月 1日
     所沢市中富１８６５－１ 地域包括ケア入院医療管理料１
     04-2942-0323  (04-2942-4407) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:24床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26260,074,0 佐瀬病院 〒357-0025 一般        48（地包ケア１）第11号      平成26年10月 1日
     飯能市栄町１１－２ 地域包括ケア入院医療管理料１
     042-973-9191  (042-972-3991) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:15床
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27270,115,9 医療法人　尚寿会　大〒350-1317 一般        55（地包ケア１）第22号      平成27年 1月 1日
     (271,115,8) 生病院 狭山市大字水野６００番地 療養       298 地域包括ケア病棟入院料１
     04-2957-1141  (04-2957-1146) 精神       120 当該病棟区分:療養
     病棟入院料病床数:50床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月28日     39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   28270,141,5 医療法人社団　清心会〒350-1332 一般        95（地包ケア１）第19号      平成26年11月 1日
     　至聖病院 狭山市下奥富１２２１ 地域包括ケア入院医療管理料１
     04-2952-1000  (04-2952-1003) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:10床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29280,042,3 社会医療法人　東明会〒358-0003 一般       135（地包ケア１）第50号      平成29年 4月 1日
     　原田病院 入間市豊岡１－１３－３ 療養        54 地域包括ケア病棟入院料１
     04-2962-1251  (04-2962-0865) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:35床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30280,083,7 小林病院 〒358-0014 一般        50（地包ケア１）第25号      平成29年 2月 1日
     入間市宮寺２４１７ 療養        49 地域包括ケア入院医療管理料１
     04-2934-5121  (04-2934-3001) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:14床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31280,155,3 医療法人　豊岡整形外〒358-0003 一般        60（地包ケア１）第12号      平成30年 1月 1日
     科病院 入間市豊岡１丁目８番３号 地域包括ケア入院医療管理料１
     04-2962-8256  (04-2963-9427) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:10床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月28日     40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   32290,131,2 医療法人財団　明理会〒354-0021 一般       341（地包ケア１）第34号      平成29年10月 1日
     　イムス富士見総合病富士見市鶴馬１９６７－１ 地域包括ケア病棟入院料１
     院 049-251-3060  (049-254-1224) 病棟入院料病床数:43床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33290,159,3 医療法人　さくら　さ〒354-0013 一般        91（地包ケア１）第61号      平成30年 1月 1日
     くら記念病院 富士見市水谷東１－２８－１ 地域包括ケア入院医療管理料１
     049-253-3811  (049-253-3815) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:13床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34310,001,3 埼玉慈恵病院 〒360-0816 一般       109（地包ケア１）第4号       平成26年 9月 1日
     熊谷市石原３－２０８ 療養        51 地域包括ケア入院医療管理料１
     048-521-0321  (048-521-8841) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:12床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35310,276,1 熊谷生協病院 〒360-0012 一般        50（地包ケア１）第2号       平成29年 2月 1日
     熊谷市上之３８５４番地 療養        55 地域包括ケア入院医療管理料１
     048-524-3841  (048-524-8409) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:24床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月28日     41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   36320,002,9 小川赤十字病院 〒355-0397 一般       252（地包ケア１）第38号      平成29年10月 1日
     比企郡小川町小川１５２５ 精神        50 地域包括ケア病棟入院料１
     0493-72-2333  (0493-72-2755) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:42床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37320,118,3 武蔵嵐山病院 〒355-0212 一般        39（地包ケア１）第32号      平成29年 5月 1日
     比企郡嵐山町大字太郎丸１３５ 療養       118 地域包括ケア入院医療管理料１
     0493-62-7282  (0493-62-8887) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:6床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38330,047,2 東松山医師会病院 〒355-0021 一般       215（地包ケア１）第8号       平成28年12月 1日
     東松山市神明町１－１５－１０ 療養        46 地域包括ケア病棟入院料１
     0493-22-2822  (0493-22-8903) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:38床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39330,048,0 東松山市立市民病院 〒355-0005 一般       110（地包ケア１）第31号      平成29年 4月 1日
     東松山市大字松山２３９２ 一般（感染） 地域包括ケア入院医療管理料１
     0493-24-6111  (0493-22-0887)              4 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:12床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40330,072,0 医療法人　埼玉成恵会〒355-0072 一般       195（地包ケア１）第13号      平成28年12月 1日
     病院 東松山市大字石橋１７２１ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0493-23-1221  (0493-23-1220) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:10床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月28日     42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   41370,098,6 社会医療法人　壮幸会〒361-0056 一般       450（地包ケア１）第17号      平成29年12月 1日
     　行田総合病院 行田市持田３７６ 療養        54 地域包括ケア病棟入院料１
     048-552-1111  (048-552-1116) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:51床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42380,031,5 医療法人社団　弘人会〒347-0065 一般       117（地包ケア１）第30号      平成28年 2月 1日
     　中田病院 加須市元町６－８ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0480-61-3122  (0480-61-4467) 入院医療管理料病床数:8床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43430,103,2 本庄総合病院 〒367-0031 一般       185（地包ケア１）第15号      平成26年10月 1日
     本庄市北堀１７８０ 療養       102 地域包括ケア病棟入院料１
     0495-22-6111  (0495-24-5765) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:48床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44430,137,0 医療法人　柏成会　青〒367-0063 一般        47（地包ケア１）第1号       平成29年10月 1日
     木病院 本庄市下野堂１丁目１３番地２７ 地域包括ケア入院医療管理料１
     号 当該病床届出病棟区分:一般
     0495-24-3005  (0495-24-3007) 入院医療管理料病床数:26床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45430,144,6 医療法人　鈴木外科病〒367-0217 一般        42（地包ケア１）第59号      平成30年 1月 1日
     院 本庄市児玉町八幡山２９３ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0495-72-1235  (0495-72-1236) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:21床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出



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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月28日     43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   46430,161,0 医療法人　桂水会　岡〒367-0031 一般        76（地包ケア１）第54号      平成29年 9月 1日
     病院 本庄市北堀８１０番地　 療養        33 地域包括ケア入院医療管理料１
     0495-24-8821  (0495-21-7640) 当該病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:24床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47460,091,2 あねとす病院 〒366-0811 一般        33（地包ケア１）第56号      平成30年 3月 1日
     深谷市人見１９７５ 療養       154 地域包括ケア入院医療管理料１
     048-571-5311  (048-572-8800) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:16床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48480,092,6 国民健康保険町立小鹿〒368-0105 一般        45（地包ケア１）第20号      平成28年 4月 1日
     野中央病院 秩父郡小鹿野町小鹿野３００番地療養        50 地域包括ケア入院医療管理料１
     0494-75-2332  (0494-75-3313) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:13床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49490,173,2 秩父市立病院 〒368-0025 一般       165（地包ケア１）第23号      平成28年10月 1日
     秩父市桜木町８－９ 地域包括ケア病棟入院料１
     0494-23-0611  (0494-23-0650) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:36床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50510,068,0 堀ノ内病院 〒352-0023 一般       189（地包ケア１）第60号      平成30年 1月 1日
     (511,068,9) 新座市堀ノ内２－９－３１ 地域包括ケア入院医療管理料１
     048-481-5168  (048-481-4785) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:24床
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出



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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月28日     44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   51570,040,6 蓮田病院 〒349-0131 一般       250（地包ケア１）第47号      平成29年 2月 1日
     (571,040,5) 蓮田市根金１６６２番地１ 療養       103 地域包括ケア病棟入院料１
     048-766-8111  (048-766-8110) 当該病棟区分:療養
     病棟入院料病床数:31床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52600,103,6 坂戸中央病院 〒350-0233 一般       138（地包ケア１）第44号      平成28年11月 1日
     坂戸市南町３０－８ 療養        50 地域包括ケア入院医療管理料１
     049-283-0019  (049-283-5515) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:18床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53610,073,9 社会医療法人　ジャパ〒340-0153 一般       173（地包ケア１）第42号      平成28年10月 1日
     ンメディカルアライア幸手市大字吉野字明神前５１７番 地域包括ケア入院医療管理料１
     ンス　東埼玉総合病院５ 当該病床届出病棟区分:一般
     0480-40-1311  (0480-40-1370) 入院医療管理料病床数:13床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54620,007,5 医療法人　関越病院 〒350-2213 一般       229（地包ケア１）第33号      平成28年 4月 1日
     鶴ケ島市大字脚折１４５－１ 地域包括ケア病棟入院料１
     049-285-3161  (049-286-7462) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:34床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55630,025,5 武蔵台病院 〒350-1254 一般        93（地包ケア１）第49号      平成29年 3月 1日
     日高市久保２７８－１２ 地域包括ケア入院医療管理料１
     042-982-2222  (042-982-0636) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:9床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料２　医科］ 平成30年 3月28日     45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1020,425,5 河合病院 〒332-0004 一般        60（地包ケア２）第14号      平成29年10月 1日
     川口市領家３－６－７ 療養        60 地域包括ケア入院医療管理料２
     048-222-3394  (048-223-7052) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:6床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2090,003,5 医療法人　蓮江病院 〒346-0005 一般        53（地包ケア２）第2号       平成27年 8月 1日
     久喜市本町１－７－１２ 地域包括ケア入院医療管理料２
     0480-21-0061  (0480-21-0097) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:27床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3100,023,1 医療法人社団　協友会〒340-0825 療養       311（地包ケア２）第4号       平成28年 5月 1日
     (101,023,0) 　埼玉回生病院 八潮市大原４５５番地 地域包括ケア病棟入院料２
     048-995-3331  (048-995-7554) 当該病棟区分:療養
     病棟入院料病床数:34床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4190,021,6 医療法人財団　啓明会〒335-0011 一般        71（地包ケア２）第16号      平成29年12月 1日
     　中島病院 戸田市下戸田２－７－１０ 療養        45 地域包括ケア入院医療管理料２
     048-441-1211  (048-444-2146) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:39床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5230,035,8 医療法人　寿鶴会　菅〒351-0114 一般        28（地包ケア２）第17号      平成30年 3月 1日
     (231,035,7) 野病院 和光市本町２８－３ 療養        96 地域包括ケア病棟入院料２
     048-464-5111  (048-461-2271) 精神       280 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:28床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6230,037,4 坪田和光病院 〒351-0101 一般        51（地包ケア２）第15号      平成29年11月 1日
     和光市白子２－１２－１５ 地域包括ケア入院医療管理料２
     048-465-5001  (048-465-5002) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:30床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7290,042,1 みずほ台病院 〒354-0018 一般        60（地包ケア２）第8号       平成28年10月 1日
     (291,042,0) 富士見市西みずほ台２－９－５ 地域包括ケア入院医療管理料２
     049-252-5121  (049-255-2179) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:17床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


