
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)

    1030,499,8 大宮共立病院 〒337-0024 一般        96（特疾１）第24号          平成28年 2月 1日
     (031,499,7) さいたま市見沼区大字片柳１５５療養       320 病棟名:Ａ４病棟
     ０ 病棟面積のうち患者１人当たり
     048-686-7151  (048-684-7961) :18.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.5㎡
     届出に係る病棟病棟数:2棟
     届出に係る病棟病床数:96床
     入院患者の比率:86.7
     病棟名:Ａ５病棟
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.22㎡
     入院患者の比率:85.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2060,326,6 医療法人社団　全仁会〒344-0022 一般       130（特疾１）第25号          平成27年 7月 1日
     　東都春日部病院 春日部市大畑６５２－７ 療養        54 病棟名:５階病棟
     048-739-2000  (048-739-2003) 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:7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3080,119,1 医療法人財団　明理会〒343-0815 一般        91（特疾１）第20号          平成24年 8月 1日
     　新越谷病院 越谷市元柳田町６－４５ 療養        97 病棟名:３Ｂ病棟
     048-964-2211  (048-964-7155) 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:43床
     入院患者の比率:88.4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4240,249,3 医療法人財団　明理会〒354-0045 療養       202（特疾１）第23号          平成29年 4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 病棟名:特殊疾患病棟（本館５
     ２１７７番地２ 一般        48 階病棟）
     049-259-0161  (049-259-5507) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :29.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5250,553,5 医療法人社団　医凰会〒359-1106 一般        98（特疾１）第17号          平成21年 6月 1日
     　並木病院 所沢市東狭山ケ丘５丁目２７５３療養        82 届出に係る病棟病棟数:1棟
     番地 届出に係る病棟病床数:58床
     04-2928-1000  (04-2928-9991)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    6260,134,2 医療法人　靖和会　飯〒357-0016 一般       154（特疾１）第15号          平成25年 5月 1日
     能靖和病院 飯能市下加治１３７番地２ 療養       266 病棟名:南館２階
     0429-74-2311  (0429-73-7209) 精神        60 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:6.9㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:60床
     病棟名:南館３階
     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:6.9㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7270,115,9 医療法人　尚寿会　大〒350-1317 一般        55（特疾１）第18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 届出に係る病棟病棟数:1棟
     04-2957-1141  (04-2957-1146) 精神       120 届出に係る病棟病床数:53床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8300,103,9 富家病院 〒356-0051 一般        85（特疾１）第19号          平成26年12月 1日
     ふじみ野市亀久保２１９７ 療養       117 病棟名:本館３階南病棟
     049-264-8811  (049-266-2287) 届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:56床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9650,537,4 社会福祉法人　シナプ〒338-8577 一般       116（特疾１）第22号          平成23年 4月 1日
     (651,537,3) ス　埼玉精神神経センさいたま市中央区本町東６－１１精神       243 病棟名:本館病棟４階
     ター －１ 病棟面積のうち患者１人当たり
     048-857-6811  (048-857-0166) :21㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:13.4㎡
     入院患者の比率:97.9
     病棟名:本館病棟５階
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:13.4㎡
     入院患者の比率:95.8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 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)

    1240,152,9 社会福祉法人　埼玉医〒350-0446 一般       120（特疾２）第7号           平成25年 5月 1日
     (241,152,8) 療福祉会　光の家　療入間郡毛呂山町大字小田谷字瀬田精神       225 届出に係る病棟病棟数:4棟
     育センター １６２ 届出に係る病棟病床数:225床
     049-276-1357  (049-295-5103) 入院患者の比率:100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2270,177,9 医療法人　尚寿会　あ〒350-1317 精神       300（特疾２）第15号          平成29年 6月 1日
     さひ病院 狭山市大字水野５９２番地 病棟名:精神病棟
     04-2957-1010  (04-2957-1600) 届出に係る病棟病棟数:3棟
     届出に係る病棟病床数:148床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3310,321,5 福祉医療センター太陽〒369-0101 一般        79（特疾２）第2号           平成26年 5月 1日
     の園 熊谷市津田１８５５－１ 病棟名:第２病棟
     0493-39-2851  (0493-39-2247) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.37㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.5㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:20床
     入院患者の比率:100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

    1020,309,1 埼玉協同病院 〒333-0831 一般       401（緩）第211号             平成28年 9月 1日
     川口市木曽呂１３１７ 当該病棟総数病床数①:24床
     048-296-4771  (048-296-7182) 当該病棟の面積１床当たり:32.
     33㎡
     病室部分の面積１床当たり:8.7
     1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2120,042,7 医療法人財団　健和会〒341-0035 一般       282（緩）第207号             平成28年 2月 1日
     　みさと健和病院 三郷市鷹野４－４９４－１ 当該病棟総数病床数①:20床
     048-955-7171  (048-948-0261) 当該病棟の面積１床当たり:60.
     4㎡
     病室部分の面積１床当たり:18.
     3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3130,299,1 埼玉県立がんセンター〒362-0806 一般       503（緩）第202号             平成26年 2月 1日
     (131,299,0) 北足立郡伊奈町大字小室７８０ 当該病棟総数病床数①:36床
     048-722-1111  (048-722-1129) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:35
     ㎡
     病室部分の面積１床当たり:13.
     1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4160,039,4 医療法人社団　愛友会〒362-0075 一般       724（緩）第212号             平成26年 7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 当該病棟総数病床数①:21床
     048-773-1111  (048-773-7122) 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:30.
     2㎡
     病室部分の面積１床当たり:15.
     1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5160,167,3 医療法人社団　愛友会〒362-0051 一般        66（緩）第203号             平成23年 2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 当該病棟総数病床数①:15床
     １ 当該病棟の特別の療養環境の提
     048-781-1101  (048-781-1251) 供に係る病床数の割合:46％
     当該病棟の面積１床当たり:30.
     75㎡
     病室部分の面積１床当たり:9.2
     7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6190,013,3 医療法人社団　東光会〒335-0023 一般       492（緩）第204号             平成21年 3月 1日
     　戸田中央総合病院 戸田市本町１－１９－３ 当該病棟総数病床数①:18床
     048-442-1111  (048-443-0104)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

    7240,053,9 社会福祉法人　埼玉医〒350-0451 一般       178（緩）第210号             平成27年 6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 当該病棟総数病床数①:20床
     祉メディカルセンター049-276-1496  (049-276-1497) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:40％
     当該病棟の面積１床当たり:31.
     29㎡
     病室部分の面積１床当たり:10.
     1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8270,229,8 社会医療法人財団　石〒350-1305 一般       450（緩）第218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 当該病棟総数病床数①:20床
     04-2953-6611  (04-2953-8040) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:50％
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9290,066,0 三浦病院 〒354-0004 一般        81（緩）第214号             平成27年 7月 1日
     富士見市下南畑３１６６ 当該病棟総数病床数①:21床
     049-254-7111  (049-254-2707) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:38％
     当該病棟の面積１床当たり:30.
     96㎡
     病室部分の面積１床当たり:9.0
     5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10310,349,6 埼玉県立循環器・呼吸〒360-0105 一般       292（緩）第217号             平成29年 6月 1日
     (311,349,5) 器病センター 熊谷市板井１６９６ 結核        30 当該病棟総数病床数①:24床
     048-536-9900  (048-536-9920) 一般（感染） 当該病棟の特別の療養環境の提
                 21 供に係る病床数の割合:8.3％
     当該病棟の面積１床当たり:45.
     27㎡
     病室部分の面積１床当たり:150
     .87㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11330,184,3 シャローム病院 〒355-0005 一般        55（緩）第216号             平成28年 7月 1日
     東松山市大字松山１４９６ 当該病棟総数病床数①:20床
     0493-25-2979  (0493-25-2723) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:45％
     当該病棟の面積１床当たり:46.
     09㎡
     病室部分の面積１床当たり:11.
     14㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   12640,005,5 医療法人社団　協友会〒342-0056 一般       218（緩）第213号             平成27年 5月 1日
     　吉川中央総合病院 吉川市大字平沼１１１ 療養        54 当該病棟総数病床数①:14床
     048-982-8311  (048-981-2062) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:43％
     当該病棟の面積１床当たり:14.
     23㎡
     病室部分の面積１床当たり:13.
     36㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13650,724,8 医療法人社団　協友会〒331-0804 一般       337（緩）第215号             平成27年 8月 1日
     (651,724,7) 　彩の国東大宮メディさいたま市北区土呂町１５２２番 当該病棟総数病床数①:22床
     カルセンター 地 当該病棟の特別の療養環境の提
     048-665-6111  (048-665-6112) 供に係る病床数の割合:45.5％
     当該病棟の面積１床当たり:31.
     9㎡
     病室部分の面積１床当たり:9.0
     9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 精神科救急入院料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)

    1030,519,3 医療法人社団　輔仁会〒337-0024 精神       281（精救１）第8号           平成30年 2月 1日
     　大宮厚生病院 さいたま市見沼区片柳１ 病棟数:1棟
     048-683-1861  (048-687-3310) 病床数:42床
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2080,374,2 医療法人　秀峰会　北〒343-0851 精神       238（精救１）第5号           平成26年 5月 1日
     辰病院 越谷市七左町４－３５８
     048-985-3333  (048-985-3366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3090,062,1 久喜すずのき病院 〒346-0024 精神       442（精救１）第2号           平成28年12月 1日
     久喜市北青柳１３６６－１ 病棟数:5棟
     0480-23-6540  (0480-23-8779) 病床数:248床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4130,316,3 埼玉県立精神医療セン〒362-0806 精神       183（精救１）第6号           平成29年 4月 1日
     (131,316,2) ター 北足立郡伊奈町小室８１８－２ 病棟数:1棟
     048-723-1111  (048-723-1550) 病床数:30床
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5170,036,8 社会福祉法人恩賜財団〒365-0073 精神       379（精救１）第7号           平成29年 7月 1日
     　済生会支部　埼玉県鴻巣市八幡田８４９ 病棟数:1棟
     済生会　鴻巣病院 048-596-2221  (048-596-6786) 病床数:41床
     病棟数:1棟
     病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6240,196,6 埼玉医科大学病院 〒350-0495 一般       886（精救１）第3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 病棟数:1棟
     049-276-1121  (049-294-8222) 一般（感染） 病床数:34床
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7310,062,5 西熊谷病院 〒360-0816 精神       528（精救１）第1号           平成26年 4月 1日
     熊谷市石原５７２
     048-522-0200  (048-525-8384)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8650,537,4 社会福祉法人　シナプ〒338-8577 一般       116（精救１）第4号           平成29年 8月 1日
     (651,537,3) ス　埼玉精神神経センさいたま市中央区本町東６－１１精神       243 病棟数:1棟
     ター －１ 病床数:50床
     048-857-6811  (048-857-0166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,457,0 医療法人　白翔会　浦〒336-0041 精神       265（精急１）第14号          平成26年 8月 1日
     和神経サナトリウム さいたま市南区広ケ谷戸字稲荷越 病棟種別:精神
     ３０１－１ 病棟数:1棟
     048-873-3115  (048-875-0195) 病床数:56床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2030,519,3 医療法人社団　輔仁会〒337-0024 精神       281（精急１）第20号          平成30年 2月 1日
     　大宮厚生病院 さいたま市見沼区片柳１ 看護配置加算:有
     048-683-1861  (048-687-3310) 看護補助加算:看護補助加算１
     病棟種別:精神
     病棟数:1棟
     病床数:49床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3080,199,3 順天堂大学医学部　附〒343-0032 精神       226（精急１）第19号          平成29年10月 1日
     属順天堂越谷病院 越谷市大字袋山５６０ 病棟数:1棟
     048(975)0321  (048-978-7821) 病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4080,278,5 医療法人社団　俊睿会〒343-0012 精神       230（精急１）第17号          平成23年 7月 1日
     　南埼玉病院 越谷市増森２５２ 病棟種別:精神
     048-965-1151  (048-964-9051) 病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5080,374,2 医療法人　秀峰会　北〒343-0851 精神       238（精急１）第12号          平成26年 4月 1日
     辰病院 越谷市七左町４－３５８ 病棟種別:精神
     048-985-3333  (048-985-3366) 病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6130,316,3 埼玉県立精神医療セン〒362-0806 精神       183（精急１）第3号           平成29年 4月 1日
     (131,316,2) ター 北足立郡伊奈町小室８１８－２ 病棟種別:精神
     048-723-1111  (048-723-1550) 病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7250,456,1 医療法人　啓仁会　平〒359-1152 精神       177（精急１）第15号          平成24年 4月 1日
     沢記念病院 所沢市北野３－２０－１ 病棟種別:精神
     04-2947-2466  (04-2947-2482) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:24床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8310,062,5 西熊谷病院 〒360-0816 精神       528（精急１）第22号          平成29年 4月 1日
     熊谷市石原５７２ 病棟種別:精神
     048-522-0200  (048-525-8384) 病床区分:精神
     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 精神科急性期治療病棟入院料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)

    9650,537,4 社会福祉法人　シナプ〒338-8577 一般       116（精急１）第16号          平成26年 5月 1日
     (651,537,3) ス　埼玉精神神経センさいたま市中央区本町東６－１１精神       243 病棟種別:精神
     ター －１ 病棟数:1棟
     048-857-6811  (048-857-0166) 病床数:30床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
     病棟種別:精神
     病棟数:1棟
     病床数:30床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 精神科急性期治療病棟入院料２　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)

    1250,556,8 所沢慈光病院 〒359-1101 精神       200（精急２）第4号           平成26年11月 1日
     所沢市北中１丁目２２８番 看護配置加算:有
     04-2922-2990  (04-2922-2934) 看護補助加算:看護補助加算１
     病棟種別:精神
     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 児童・思春期精神科入院医療管理料　医科］ 平成30年 3月28日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1130,316,3 埼玉県立精神医療セン〒362-0806 精神       183（児春入）第1号           平成29年 4月 1日
     (131,316,2) ター 北足立郡伊奈町小室８１８－２
     048-723-1111  (048-723-1550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

    1080,278,5 医療法人社団　俊睿会〒343-0012 精神       230（精療）第40号            平成26年 4月 1日
     　南埼玉病院 越谷市増森２５２ 重症者加算１:有
     048-965-1151  (048-964-9051) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2080,374,2 医療法人　秀峰会　北〒343-0851 精神       238（精療）第32号            平成26年 5月 1日
     辰病院 越谷市七左町４－３５８ 重症者加算１:有
     048-985-3333  (048-985-3366) 精神保健福祉士配置加算:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３病棟
     病床数:34
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.8㎡
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:５病棟
     病床数:42
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :43.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:18.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3090,062,1 久喜すずのき病院 〒346-0024 精神       442（精療）第1号             平成26年 4月 1日
     久喜市北青柳１３６６－１ 重症者加算１:有
     0480-23-6540  (0480-23-8779) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:A3病棟、C2病棟、F3病
     棟
     病床数:147
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

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

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    4100,020,7 医療法人社団　慶榮会〒340-0802 精神       454（精療）第33号            平成28年 7月 1日
     (101,020,6) 　八潮病院 八潮市鶴ケ曽根１０８９ 重症者加算１:有
     048-996-3034  (048-996-3100) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１０病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5160,123,6 医療法人社団　宗仁会〒362-0033 精神       180（精療）第13号            平成28年 7月 1日
     　武蔵野病院 上尾市栄町１５－３２ 届出に係る病棟:精神
     048-771-4686  (048-774-9935) 病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :28.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6170,036,8 社会福祉法人恩賜財団〒365-0073 精神       379（精療）第8号             平成27年11月 1日
     　済生会支部　埼玉県鴻巣市八幡田８４９ 重症者加算１:有
     済生会　鴻巣病院 048-596-2221  (048-596-6786) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:第４病棟、第５病棟
     病床数:120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7190,001,8 医療法人　髙仁会　戸〒335-0026 精神       550（精療）第25号            平成30年 1月 1日
     (191,001,7) 田病院 戸田市新曽南３－４－２５ 重症者加算１:有
     048-442-3824  (048-447-0751) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第７病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8240,053,9 社会福祉法人　埼玉医〒350-0451 一般       178（精療）第20号            平成26年 4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 重症者加算１:有
     祉メディカルセンター049-276-1496  (049-276-1497) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病床数:214
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 3月28日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    9240,249,3 医療法人財団　明理会〒354-0045 療養       202（精療）第41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 重症者加算１:有
     ２１７７番地２ 一般        48 精神保健福祉士配置加算:無
     049-259-0161  (049-259-5507) 退院調整加算:無
     病棟名:本館２階病棟
     病床数:48
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.2㎡
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:無
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:本館３階病棟
     病床数:48
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.79㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10240,353,3 医療法人社団　明雄会〒354-0045 精神       240（精療）第26号            平成26年12月 1日
     　三芳の森病院 入間郡三芳町上富１６８６ 届出に係る病棟:精神
     049-274-7911  (049-274-7912) 病棟名:３Ｂ病棟
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11250,456,1 医療法人　啓仁会　平〒359-1152 精神       177（精療）第28号            平成29年 7月 1日
     沢記念病院 所沢市北野３－２０－１ 重症者加算１:有
     04-2947-2466  (04-2947-2482) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:南
     病床数:57
     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:7.2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12260,049,2 南飯能病院 〒357-0042 精神       308（精療）第35号            平成27年 2月 1日
     飯能市矢颪４１５ 重症者加算１:有
     042-972-7111  (042-972-7153) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:新館２Ｆ病棟、新館４
     Ｆ病棟、新館５Ｆ病棟、本館２
     Ｆ病棟
     病床数:240
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   13260,139,1 武蔵の森病院 〒357-0063 精神       180（精療）第24号            平成28年 7月 1日
     飯能市大字飯能９４９番地１５ 重症者加算１:有
     042-983-1221  (042-983-1177) 精神保健福祉士配置加算:無
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :29.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:無
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :29.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14270,035,9 医療法人　狭山ケ丘病〒350-1317 精神       153（精療）第31号            平成26年 9月 1日
     院 狭山市水野１０２６ 重症者加算１:有
     04-2959-3295  (04-2959-3210) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:第３病棟、第５病棟
     病床数:99
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15270,115,9 医療法人　尚寿会　大〒350-1317 一般        55（精療）第17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 退院調整加算:有
     04-2957-1141  (04-2957-1146) 精神       120 届出に係る病棟:精神
     病棟名:１病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.8㎡
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:２病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 3月28日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   16270,177,9 医療法人　尚寿会　あ〒350-1317 精神       300（精療）第37号            平成29年 8月 1日
     さひ病院 狭山市大字水野５９２番地 届出に係る病棟:精神
     04-2957-1010  (04-2957-1600) 病床数:102
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17280,010,0 医療法人社団　松風会〒358-0012 精神       204（精療）第22号            平成29年 6月 1日
     　松風荘病院 入間市東藤沢５－９－２ 重症者加算１:有
     04-2962-3091  (04-2964-0195) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第３病棟
     病床数:36
     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:6.4㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第６病棟
     病床数:48
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 3月28日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   18310,062,5 西熊谷病院 〒360-0816 精神       528（精療）第21号            平成29年 7月 1日
     熊谷市石原５７２ 重症者加算１:有
     048-522-0200  (048-525-8384) 精神保健福祉士配置加算:無
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３Ａ病棟
     病床数:60
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:無
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３B
     病床数:60
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:無
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４B
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:無
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:５B
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19330,038,1 医療法人　緑光会　東〒355-0008 精神       382（精療）第39号            平成29年 3月 1日
     (331,038,0) 松山病院 東松山市大字大谷４１６０－２ 重症者加算１:有
     0493-39-0303  (0493-39-3739) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:緑風館　北棟３階
     病床数:60
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:緑風館　南棟２階
     病床数:46
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:養生館　２階
     病床数:52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   20380,050,5 医療法人　藍生会　不〒347-0058 精神 （精療）第14号            平成26年 4月 1日
     動ヶ丘病院 加須市岡古井１０７ 　　一般   117 重症者加算１:有
     0480-62-3005  (0480-62-7583) 精神 精神保健福祉士配置加算:無
     　　療養    60 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第１病棟
     病床数:60
     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:7.09㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21430,010,9 医療法人　上武病院 〒367-0061 療養        60（精療）第16号            平成26年 4月 1日
     (431,010,8) 本庄市小島５－６－１ 精神       394 重症者加算１:有
     0495-21-0111  (0495-21-7725) 精神保健福祉士配置加算:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:看２病棟
     病床数:56
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.6㎡
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:無
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:看３病棟
     病床数:56
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   22460,073,0 医療法人　江仁会　北〒366-0012 精神       177（精療）第15号            平成30年 3月 1日
     深谷病院 深谷市江原３５０ 重症者加算１:有
     048-573-0801  (048-574-1586) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第２病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.9㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第３病棟
     病床数:60
     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:7.2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23490,108,8 秩父中央病院 〒368-0056 精神       123（精療）第3号             平成29年 4月 1日
     (491,108,7) 秩父市寺尾１４０４ 重症者加算１:有
     0494-24-5551  (0494-24-5552) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第１病棟
     病床数:44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24610,010,1 医療法人　慈光会　東〒340-0156 精神       230（精療）第34号            平成25年 4月 1日
     武丸山病院 幸手市南２－２－１３ 重症者加算１:有
     0480-42-0710  (0480-42-7211) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病床数:120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   25640,060,0 中村病院 〒342-0004 精神       180（精療）第44号            平成29年 3月 1日
     吉川市鍋小路８１番地１ 重症者加算１:有
     048-982-3011  (048-982-7602) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:２Ｆ
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.69㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.13㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３階
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.45㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.2㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４Ｆ
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.74㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.13㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   26650,537,4 社会福祉法人　シナプ〒338-8577 一般       116（精療）第43号            平成29年 8月 1日
     (651,537,3) ス　埼玉精神神経センさいたま市中央区本町東６－１１精神       243 重症者加算１:有
     ター －１ 退院調整加算:無
     048-857-6811  (048-857-0166) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:精神科療養病棟３階
     病床数:45
     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:7.5㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:精神科療養病棟５階
     病床数:44
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


