
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)

    10112524  千葉市立海浜病院 〒261-0012 一般       293（小入１）第5号           平成28年11月 1日
     千葉市美浜区磯辺３－３１－１ 病棟種別：一般
     043-277-7711  (043-278-7482) 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：1038
     小児入院医療管理病室病床数：
     42床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20113191  千葉県こども病院 〒266-0007 一般       224（小入１）第2号           平成27年 6月 1日
     (0133215  ) 千葉市緑区辺田町５７９－１ 加減算区分:加算
     043-292-2111  (043-292-3815) 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：820
     小児入院医療管理病室病床数：
     47床
     加減算区分:加算
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：820
     小児入院医療管理病室病床数：
     36床
     加減算区分:加算
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：820
     小児入院医療管理病室病床数：
     25床
     加減算区分:加算
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：820
     小児入院医療管理病室病床数：
     23床
     加減算区分:加算
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：820
     小児入院医療管理病室病床数：
     25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)

    30411736  学校法人東京女子医科〒276-8524 一般       498（小入１）第3号           平成24年 1月 1日
     (0431841  ) 大学　東京女子医科大八千代市大和田新田４７７－９６ 加減算区分:加算
     学附属八千代医療セン047-450-6000  (047-458-7058) 病棟種別：一般
     ター 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：1108
     小児入院医療管理病室病床数：
     31床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     加減算区分:加算
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：1108
     小児入院医療管理病室病床数：
     49床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    42416527  松戸市立総合医療セン〒270-2296 一般 （小入１）第6号           平成29年12月27日
     (2435824  ) ター 松戸市千駄堀９９３－１ 　　一般   592 加減算区分:加算
     047-712-2511  (047-712-2512) 一般（感染） 病棟種別：一般
     　　感染     8 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：1481
     小児入院医療管理病室病床数：
     35床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     加減算区分:加算
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：1481
     小児入院医療管理病室病床数：
     35床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：1481
     小児入院医療管理病室病床数：
     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 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)

    11411255  総合病院国保旭中央病〒289-2511 一般       763（小入２）第14号          平成28年 4月 1日
     (1431196  ) 院 旭市イの１３２６ 精神       220 病棟種別：一般
     0479-63-8111  (0479-62-5899) 一般（感染） 病床区分：一般
                  6 年間小児緊急入院患者数：881
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21910363  学校法人順天堂　順天〒279-0021 一般       785（小入２）第1号           平成23年 4月 1日
     堂大学医学部附属浦安浦安市富岡２‐１‐１ 病棟種別：一般
     病院 047-353-3111  (047-353-3138) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     24床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    32110914  東京慈恵会医科大学附〒277-8567 一般       664（小入２）第4号           平成23年 4月 1日
     属柏病院 柏市柏下１６３－１ 加減算区分:加算
     04-7164-1111  (04-7166-9374) 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：751
     小児入院医療管理病室病床数：
     55床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    43910221  医療法人鉄蕉会　亀田〒296-0041 一般       865（小入２）第6号           平成24年 4月 1日
     (3930120  ) 総合病院 鴨川市東町９２９ 精神        52 病棟種別：一般
     04-7092-2211  (04-7099-1105) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     24床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    54310041  日本赤十字社　成田赤〒286-8523 一般       666（小入２）第8号           平成23年 4月 1日
     (4330890  ) 十字病院 成田市飯田町９０－１ 精神        50 加減算区分:加算
     0476-22-2311  (0476-22-2853) 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：708
     小児入院医療管理病室病床数：
     42床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    69210014  国立大学法人　千葉大〒260-0856 一般       800（小入２）第2号           平成27年 8月 1日
     (9210014  ) 学医学部附属病院 千葉市中央区亥鼻１‐８‐１ 精神        45 加減算区分:加算
     043-222-7171  (043-226-2648) 一般（感染） 病棟種別：一般
                  5 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：417
     小児入院医療管理病室病床数：
     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 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)

    79510033  独立行政法人国立病院〒284-0003 一般       424（小入２）第7号           平成23年 4月 1日
     (9510033  ) 機構　下志津病院 四街道市鹿渡９３４－５ 加減算区分:加算
     043-422-2511  (043-421-3007) 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     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：
     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 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)

    11010149  国保直営総合病院　君〒292-0822 一般       637（小入３）第26号          平成26年10月 1日
     (1010149  ) 津中央病院 木更津市桜井１０１０ 結核        18 加減算区分:加算
     0438-36-1071  一般（感染） 病棟種別：一般
                  6 病床区分：一般
     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)

    10112524  千葉市立海浜病院 〒261-0012 一般       293（小入４）第43号          平成28年12月 1日
     千葉市美浜区磯辺３－３１－１ 病棟種別：一般
     043-277-7711  (043-278-7482) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     12床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20610147  独立行政法人　労働者〒290-0003 一般       400（小入４）第46号          平成29年 7月 1日
     (0610147  ) 健康安全機構　千葉労市原市辰巳台東２‐１６ 小児入院医療管理病室病床数：
     災病院 0436-74-1111  (0436-74-1151) 12床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30610634  帝京大学ちば総合医療〒299-0111 一般       475（小入４）第41号          平成28年 9月 1日
     (0632240  ) センター 市原市姉崎３４２６‐３ 加減算区分:加算
     0436-62-1211  (0436-61-4773) 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    41911981  公益社団法人地域医療〒279-0001 一般       340（小入４）第47号          平成29年 7月 1日
     振興協会　東京ベイ・浦安市当代島３－４－３２ 一般（感染） 加減算区分:加算
     浦安市川医療センター047-351-3101  (047-352-6237)              4 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     20床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    52010304  医療法人社団　圭春会〒278-0004 一般       350（小入４）第42号          平成30年 3月 1日
     　小張総合病院 野田市横内２９－１ 病棟種別：一般
     04-7124-6666  (04-7124-6764) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     46床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    62310423  医療法人社団愛友会　〒270-0161 一般       268（小入４）第44号          平成28年11月 1日
     千葉愛友会記念病院 流山市鰭ケ崎１－１ 病棟種別：一般
     0471-59-1611  病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     10床
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     10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４　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)

    72412484  社会医療法人社団木下〒270-2251 一般       608（小入４）第36号          平成26年12月 1日
     (2433845  ) 会　千葉西総合病院 松戸市金ケ作１０７－１ 病棟種別：一般
     047-384-8111  (047-384-9403) 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：1124
     小児入院医療管理病室病床数：
     11床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    82712404  東京歯科大学市川総合〒272-0824 一般       570（小入４）第45号          平成29年 1月 1日
     (2732451  ) 病院 市川市菅野５‐１１‐１３ 加減算区分:加算
     0473-22-0151  病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     38床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    92810943  社会医療法人社団千葉〒274-0805 一般       232（小入４）第33号          平成23年 4月 1日
     県勤労者医療協会　船船橋市二和東５‐１‐１ 療養        47 病棟種別：一般
     橋二和病院 047-448-7111  病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     20床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   102811214  船橋市立医療センター〒273-0853 一般       449（小入４）第7号           平成23年 5月 1日
     (2836252  ) 船橋市金杉１‐２１‐１ 加減算区分:加算
     0474-38-3321  (047-438-7323) 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：1169
     小児入院医療管理病室病床数：
     26床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   114111134  日本医科大学千葉北総〒270-1694 一般       600（小入４）第12号          平成18年 4月 1日
     (4131124  ) 病院 印西市鎌苅１７１５ 加減算区分:加算
     0476-99-1111  (0476-99-1911) 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     31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４　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)

   124210639  学校法人東邦大学　東〒285-8741 一般       451（小入４）第10号          平成26年11月 1日
     邦大学医療センター佐佐倉市下志津５６４－１ 加減算区分:加算
     倉病院 043-462-8811  (043-462-8820) 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：272
     小児入院医療管理病室病床数：
     11床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   134211363  社会福祉法人　聖隷福〒285-8765 一般       400（小入４）第29号          平成25年 6月 1日
     祉事業団　聖隷佐倉市佐倉市江原台２－３６－２ 病棟種別：一般
     民病院 043-486-1151  (043-486-8696) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     18床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   149510058  独立行政法人国立病院〒260-0801 一般       402（小入４）第28号          平成21年 5月 1日
     (9510058  ) 機構　千葉東病院 千葉市中央区仁戸名町６７３ 結核        19 加減算区分:加算
     043-261-5171  (043-268-2613) 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     35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      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10118687  千葉市　千葉市立青葉〒260-0852 一般       314（小入５）第16号          平成27年12月 1日
     (0138107  ) 病院 千葉市中央区青葉町１２７３－２精神        60 病棟種別：一般
     043-227-1131  一般（感染） 病床区分：一般
                  6 年間小児緊急入院患者数：198
     小児入院医療管理病室病床数：
     40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    22010130  キッコーマン総合病院〒278-0005 一般       129（小入５）第17号          平成28年 4月 1日
     野田市宮崎１００ 病棟種別：一般
     04-7123-5911  (04-7123-5920) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     129床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    34710422  医療法人社団聖仁会　〒270-1426 一般 （小入５）第18号          平成28年12月 1日
     白井聖仁会病院 白井市笹塚３－２５－２ 　　一般    69 病棟種別：一般
     047-491-3111  (047-491-3128) 療養 病床区分：一般
     　　療養   124 小児入院医療管理病室病床数：
     68床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    49110016  独立行政法人国立病院〒260-8606 一般       410（小入５）第14号          平成23年 5月 1日
     (9110016  ) 機構　千葉医療センタ千葉市中央区椿森４－１－２ 精神        45 病棟種別：一般
     ー 043-251-5311  (043-255-1675) 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：428
     小児入院医療管理病室病床数：
     10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)

    10111799  社会福祉法人千葉県身〒266-0005 一般       242（回１）第3号             平成26年10月 1日
     (0130971  ) 体障害者福祉事業団　千葉市緑区誉田町１‐４５‐２ 病棟面積のうち１床当たり:8.9
     千葉県千葉リハビリテ043-291-1831  (043-291-1857) ㎡
     ーションセンター 病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.9㎡
     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:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20114728  医療法人社団誠馨会　〒264-0017 一般       272（回１）第13号            平成26年10月 1日
     千葉中央メディカルセ千葉市若葉区加曽利町１８３５－ 体制強化加算:加算１
     ンター １ 病棟面積のうち１床当たり:20.
     043-232-3691  (043-232-9100) 75㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.41㎡
     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：
     無
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30116384  医療法人社団創進会　〒264-0021 一般       261（回１）第11号            平成27年 6月 1日
     (0136796  ) みつわ台総合病院 千葉市若葉区若松町５３１－４８ 体制強化加算:加算１
     ６ 病棟面積のうち１床当たり:8.3
     043-251-3030  (043-284-0181) ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     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:一般
     病床区分: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     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    40119180  社会医療法人社団千葉〒262-0032 一般        90（回１）第28号            平成28年 3月 1日
     県勤労者医療協会　千千葉市花見川区幕張町５－３９２ 病棟面積のうち１床当たり:23.
     葉健生病院 －４ 7㎡
     043-272-1211  (043-275-1400) 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:2.75ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50122820  医療法人社団淳英会　〒266-0033 一般       149（回１）第22号            平成27年 7月 1日
     おゆみの中央病院 千葉市緑区おゆみ野南６－４９－ 体制強化加算:加算１
     ９ 病棟面積のうち１床当たり:34.
     043-300-3355  (043-300-3377) 4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.19㎡
     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: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)

    60122895  一般社団法人　巨樹の〒260-0024 療養       156（回１）第24号            平成27年 3月 1日
     (0161653  ) 会　千葉みなとリハビ千葉市中央区中央港１－１７－１ 体制強化加算:加算１
     リテーション病院 ８ 病棟面積のうち１床当たり:31.
     043-245-1555  (043-245-1558) 7㎡
     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:2.71ｍ
     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
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:31.
     7㎡
     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:2.71ｍ
     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
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:31.
     7㎡
     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:2.71ｍ
     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:36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)

    70210518  医療法人社団愛友会　〒275-0026 一般       300（回１）第5号             平成29年 8月 1日
     津田沼中央総合病院 習志野市谷津１－９－１７ 体制強化加算:加算１
     047-476-5111  (047-476-5184) 病棟面積のうち１床当たり:17.
     14㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     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
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:54床
     病棟面積のうち１床当たり:18.
     5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     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
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:28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)

    80211409  医療法人社団保健会　〒275-0026 一般       100（回１）第7号             平成29年10月 1日
     東京湾岸リハビリテー習志野市谷津４－１－１ 療養        60 体制強化加算:加算１
     ション病院 047-453-9000  (047-453-9002) 病棟面積のうち１床当たり:28
     ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.34ｍ
     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:60床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:26.
     9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.34ｍ
     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
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:38.
     89㎡
     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:2.35ｍ
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

    90410308  医療法人社団心和会　〒276-0015 療養       295（回１）第15号            平成26年10月 1日
     (0430330  ) 新八千代病院 八千代市米本２１６７ 体制強化加算:加算１
     0474-88-3251  病棟面積のうち１床当たり:31.
     11㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.59㎡
     病室に隣接する廊下幅:3.1ｍ
     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:48床
     体制強化加算:加算１
     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:6.63㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100412015  一般社団法人巨樹の会〒276-0015 療養 （回１）第1号             平成29年 6月 1日
     　八千代リハビリテー八千代市米本１８０８ 　　療養   130 体制強化加算:加算１
     ション病院 047-488-1555  (047-488-1552) 病棟面積のうち１床当たり:33.
     6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:10.68㎡
     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
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:33.
     6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:10.68㎡
     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     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   110612879  リハビリテーション病〒290-0050 療養       120（回１）第26号            平成28年 1月 1日
     院さらしな 市原市更級１－５－３ 体制強化加算:加算１
     0436-25-2345  (0436-20-0301) 病棟面積のうち１床当たり:17.
     8㎡
     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:1.8ｍ
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   120710707  医療法人社団慈優会　〒283-0104 一般        99（回１）第16号            平成26年10月 1日
     九十九里病院 山武郡九十九里町片貝２７００ 療養       100 体制強化加算:加算１
     0475-76-8282  (0475-76-8764) 病棟面積のうち１床当たり:16.
     2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.9㎡
     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: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     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   130910307  袖ヶ浦さつき台病院 〒299-0246 一般       191（回１）第18号            平成28年 9月 1日
     袖ケ浦市長浦駅前５－２１ 精神       218 体制強化加算:加算１
     0438-62-1113  (0438-63-6213) 病棟面積のうち１床当たり:40.
     28㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.65㎡
     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: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:40.
     28㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.65㎡
     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:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:49床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   142010833  医療法人社団真療会　〒270-0237 一般       146（回１）第14号            平成28年 4月 1日
     (2031078  ) 野田病院 野田市中里１５５４－１ 療養        51 病棟面積のうち１床当たり:18.
     04-7127-3200  (04-7129-8039) 5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.06ｍ
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

   152114866  医療法人社団協友会　〒277-0862 一般 （回１）第9号             平成29年 4月 1日
     (2134666  ) 柏厚生総合病院 柏市篠籠田６１７ 　　一般   318 病棟面積のうち１床当たり:20.
     04-7145-1111  (04-7145-1112) 9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.37㎡
     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
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   162310423  医療法人社団愛友会　〒270-0161 一般       268（回１）第4号             平成27年 9月 1日
     千葉愛友会記念病院 流山市鰭ケ崎１－１ 病棟面積のうち１床当たり:12.
     0471-59-1611  24㎡
     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:2.75ｍ
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   172310456  医療法人社団曙会　流〒270-0114 一般 （回１）第19号            平成26年10月 1日
     山中央病院 流山市東初石２‐１３２‐２ 　　一般   116 体制強化加算:加算１
     04-7154-5741  (04-7155-0450) 療養        40 病棟面積のうち１床当たり:28.
     34㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.64㎡
     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：
     無
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     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)

   182311603  医療法人財団　東京勤〒270-0153 一般       330（回１）第30号            平成29年 5月 1日
     労者医療会　東葛病院流山市中１０２－１（運Ｂ１４０療養        36 体制強化加算:加算１
     街区９） 病棟面積のうち１床当たり:18.
     04-7159-1011  (04-7158-9202) 59㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.85㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.86ｍ
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   192411429  医療法人社団弥生会　〒270-0022 療養 （回１）第10号            平成26年10月 1日
     旭神経内科リハビリテ松戸市栗ケ沢７８９－１ 　　療養    48 病棟面積のうち１床当たり:31.
     ーション病院 0473-85-5566  (047-383-3148) 一般 75㎡
     　　一般    39 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.96㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.35ｍ
     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:48床
     病棟面積のうち１床当たり:37.
     53㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.01㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.35ｍ
     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:39床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 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)

   202415289  五香病院 〒270-2213 一般 （回１）第27号            平成27年 9月 1日
     松戸市五香８－４０－１ 　　一般   120 体制強化加算:加算１
     047-311-5550  (047-311-5580) 病棟面積のうち１床当たり:12.
     47㎡
     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:2.85ｍ
     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:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   212416014  松戸リハビリテーショ〒270-2232 療養 （回１）第23号            平成27年 4月 1日
     ン病院 松戸市和名ケ谷１００９－１ 　　療養   120 体制強化加算:加算１
     047-703-1555  (047-703-1556) 病棟面積のうち１床当たり:38.
     12㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:16.14㎡
     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:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:38.
     12㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:16.14㎡
     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: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     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   222713444  市川市リハビリテーシ〒272-0802 一般       100（回１）第35号            平成29年10月 1日
     (2733434  ) ョン病院 市川市柏井町４－２２９－４ 病棟面積のうち１床当たり:23.
     047-320-7111  11㎡
     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:3.01ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     病棟面積のうち１床当たり:23.
     11㎡
     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:3.01ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   232716686  国際医療福祉大学市川〒272-0827 一般 （回１）第36号            平成29年10月 1日
     病院 市川市国府台６－１－１４ 　　一般   137 体制強化加算:加算２
     047-375-1111  (047-373-4921) 療養 病棟面積のうち１床当たり:42.
     　　療養    78 72㎡
     結核        45 病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.82㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.86ｍ
     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:34床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   242814945  医療法人社団誠馨会　〒274-0053 一般       292（回１）第2号             平成29年 5月 1日
     (2835296  ) セコメディック病院 船橋市豊富町６９６－１ 体制強化加算:加算１
     047-457-9900  (047-457-9901) 病棟面積のうち１床当たり:14.
     3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.41㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.9ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:39床



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 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     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   252815777  船橋市立リハビリテー〒273-0866 療養       200（回１）第17号            平成27年 8月 1日
     ション病院 船橋市夏見台４－２６－１ 体制強化加算:加算１
     047-439-1200  病棟面積のうち１床当たり:32.
     83㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.46㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.62ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病床区分:特例
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:27.
     45㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:10.36㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.62ｍ
     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:35床
     病棟面積のうち１床当たり:27.
     77㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.24㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.62ｍ
     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:35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     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   262816858  医療法人社団協友会船〒273-0864 一般       246（回１）第25号            平成27年 4月 1日
     橋総合病院 船橋市北本町１－１３－１ 体制強化加算:加算１
     047-425-1151  (047-425-1058) 病棟面積のうち１床当たり:23.
     5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.02㎡
     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:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:46床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   272817187  医療法人沖縄徳洲会　〒274-8503 一般 （回１）第21号            平成28年 6月 1日
     千葉徳洲会病院 船橋市高根台２－１１－１ 　　一般   391 病棟面積のうち１床当たり:19.
     047-466-7111  (047-464-6322) 5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:12.53㎡
     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:46床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   284210050  公益財団法人日産厚生〒285-0025 一般        45（回１）第32号            平成29年 6月 1日
     会　佐倉厚生園病院 佐倉市鏑木町３２０ 療養       136 体制強化加算:加算２
     043-484-2161  (043-484-1825) 病棟面積のうち１床当たり:23.
     33㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.78㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.91ｍ
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   294610572  医療法人平成博愛会　〒270-1339 一般 （回１）第29号            平成30年 1月 1日
     印西総合病院 印西市牧の台１－１－１ 　　一般   120 体制強化加算:加算２
     0476-33-3000  (0476-47-5611) 療養 病棟面積のうち１床当たり:28.
     　　療養    60 2㎡
     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:2.2ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     病棟面積のうち１床当たり:29.
     45㎡
     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
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   304710406  千葉白井病院 〒270-1422 一般 （回１）第33号            平成30年 1月 1日
     白井市復１４３９－２ 　　一般   100 体制強化加算:加算１
     047-497-6800  (047-497-6801) 病棟面積のうち１床当たり:19.
     33㎡
     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:2.7ｍ
     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:55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     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   315210265  イムス佐原リハビリテ〒287-0001 一般        60（回１）第12号            平成29年12月 1日
     ーション病院 香取市佐原ロ２１２１－１ 療養       157 体制強化加算:加算２
     0478-55-1113  (0478-54-6132) 病棟面積のうち１床当たり:21.
     39㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.55㎡
     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:59床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:18.
     8㎡
     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:2.22ｍ
     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:38床
     病棟面積のうち１床当たり:21.
     03㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.41㎡
     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:一般
     病床区分:一般
     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     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   325410030  医療法人社団　鎮誠会〒299-3241 一般        60（回１）第34号            平成29年 7月 1日
     　季美の森リハビリテ大網白里市季美の森南１－３０－療養        60 病棟面積のうち１床当たり:31
     ーション病院 １ ㎡
     0475-71-3366  (0475-71-3367) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.32㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.56ｍ
     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: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)

    10110767  医療法人社団晴山会　〒262-0046 一般        47（回２）第36号            平成26年 5月 1日
     平山病院 千葉市花見川区花見川１４９４‐療養       119 病棟面積のうち１床当たり:21.
     ３ 39㎡
     043-259-4525  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:1.8ｍ
     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:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:33床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20115675  医療法人社団有相会　〒262-8506 一般       199（回２）第35号            平成25年 8月 1日
     最成病院 千葉市花見川区柏井町８００－１療養        33 病棟面積のうち１床当たり:8㎡
     043-258-1211  (043-258-2121) 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:2.5ｍ
     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:39床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30116855  医療法人社団紫雲会　〒266-0003 一般        52（回２）第23号            平成29年 8月 1日
     千葉南病院 千葉市緑区高田町４０１－５ 療養        85 病棟面積のうち１床当たり:14.
     043-292-5111  (043-292-2068) 2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.17㎡
     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
     病床区分:療養
     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)

    40118042  医療法人社団ふけ会　〒263-0001 一般        42（回２）第40号            平成26年 1月 1日
     富家千葉病院 千葉市稲毛区長沼原町２７７－１療養       157 病棟面積のうち１床当たり:20.
     043-250-3110  (043-250-3233) 5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     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
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:42床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50210047  社会医療法人社団菊田〒275-0016 一般       183（回２）第57号            平成29年 2月 1日
     (0231118  ) 会　習志野第一病院 習志野市津田沼５‐５‐２５ 病棟面積のうち１床当たり:20.
     047-454-1511  (047-451-8841) 14㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.71㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.11ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:38床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60410308  医療法人社団心和会　〒276-0015 療養       295（回２）第7号             平成25年 2月 1日
     (0430330  ) 新八千代病院 八千代市米本２１６７ 病棟面積のうち１床当たり:25.
     0474-88-3251  59㎡
     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
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:24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)

    70610113  医療法人芙蓉会　五井〒290-0056 一般       180（回２）第60号            平成29年10月 1日
     病院 市原市五井５１５５ 療養        34 病棟面積のうち１床当たり:18.
     0436-21-5405  2㎡
     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:3ｍ
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80611822  医療法人社団白金会　〒290-0059 一般        50（回２）第19号            平成22年 4月 1日
     白金整形外科病院 市原市白金町１－７５－１ 療養        78 病棟面積のうち１床当たり:15.
     0436-22-2748  (0436-22-1436) 47㎡
     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: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:39床
     病棟面積のうち１床当たり:15.
     47㎡
     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: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:39床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 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)

    90612879  リハビリテーション病〒290-0050 療養       120（回２）第47号            平成27年 4月 1日
     院さらしな 市原市更級１－５－３ 病棟面積のうち１床当たり:17.
     0436-25-2345  (0436-20-0301) 8㎡
     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: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:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   101011824  医療法人互生会　アク〒292-0812 一般 （回２）第61号            平成30年 1月 1日
     アリハビリテーション木更津市矢那４４９０－５ 　　一般    58 病棟面積のうち１床当たり:16.
     病院 0438-53-8800  (0438-53-7500) 療養 62㎡
     　　療養    90 病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.52㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     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     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   112112423  医療法人社団天宣会　〒277-0004 一般       111（回２）第33号            平成27年 9月 1日
     (2132660  ) 北柏リハビリ総合病院柏市柏下２６５ 精神       100 病棟面積のうち１床当たり:21.
     04-7169-8000  (04-7169-8004) 療養        36 3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り: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
     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:36床
     病棟面積のうち１床当たり:20.
     08㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.43㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.74ｍ
     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:30床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   122114114  医療法人社団葵会　千〒277-0902 療養       169（回２）第8号             平成22年 4月 1日
     葉・柏リハビリテーシ柏市大井２６５１ 精神       120 重症患者回復病棟加算:加算
     ョン病院 04-7160-8300  (04-7160-8301) 一般       147 病棟面積のうち１床当たり:31.
     1㎡
     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:2.75ｍ
     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: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２　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)

   132411924  松戸市立福祉医療セン〒270-2222 一般       198（回２）第49号            平成27年 5月 1日
     ター　東松戸病院 松戸市高塚新田１２３－１３ 病棟面積のうち１床当たり:19.
     047-391-5500  (047-391-7566) 9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.9㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:34床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   142510758  医療法人社団　創造会〒270-1101 一般       144（回２）第10号            平成27年 6月 1日
     　平和台病院 我孫子市布佐８３４－２８ 療養        80 病棟面積のうち１床当たり:8.0
     04-7189-1111  (04-7189-5079) 1㎡
     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:2.72ｍ
     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:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     病棟面積のうち１床当たり:8.0
     7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.07㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.74ｍ
     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:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:38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     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   152714533  医療法人社団嵐川　大〒272-0821 一般       197（回２）第17号            平成27年 8月 1日
     野中央病院 市川市下貝塚３－２０－３ 病室部分の面積のうち１床当た
     047-374-0011  り:6.5㎡
     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：
     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
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:46床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   162810299  医療法人吉栄会　下総〒274-0075 療養        50（回２）第48号            平成26年11月 1日
     病院 船橋市滝台町９４‐２２ 病棟面積のうち１床当たり:15.
     047-464-8111  (047-464-8114) 27㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.76㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.65ｍ
     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:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   172810943  社会医療法人社団千葉〒274-0805 一般       232（回２）第5号             平成23年 7月 1日
     県勤労者医療協会　船船橋市二和東５‐１‐１ 療養        47 重症患者回復病棟加算:加算
     橋二和病院 047-448-7111  病棟面積のうち１床当たり:14.
     79㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.55㎡
     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：
     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
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:31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     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   182815777  船橋市立リハビリテー〒273-0866 療養       200（回２）第20号            平成27年 8月 1日
     ション病院 船橋市夏見台４－２６－１ 病棟面積のうち１床当たり:27.
     047-439-1200  73㎡
     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:2.62ｍ
     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:35床
     （回２）第26号            平成25年 1月 1日
     病棟面積のうち１床当たり:27.
     79㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.62ｍ
     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:35床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   192816189  医療法人社団千葉秀心〒274-0065 一般       128（回２）第55号            平成29年 1月 1日
     会　東船橋病院 船橋市高根台４－２９－１ 病棟面積のうち１床当たり:18.
     047-468-0011  (047-467-8593) 01㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.03㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.55ｍ
     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:52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     35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   203611001  社会医療法人社団木下〒294-0037 一般 （回２）第44号            平成26年 9月 1日
     (3630589  ) 会　館山病院 館山市長須賀１９６ 　　一般    57 病棟面積のうち１床当たり:28.
     0470-22-1122  (0470-22-2826) 一般 4㎡
     　　一般    48 病室部分の面積のうち１床当た
     一般 り:7.86㎡
     　　一般    43 病室に隣接する廊下幅:2.27ｍ
     療養 病棟種別:一般
     　　療養    60 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:43床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   213910346  医療法人鉄蕉会　亀田〒296-0041 一般        56（回２）第1号             平成27年 2月 1日
     リハビリテーション病鴨川市東町９７５－２ 病棟面積のうち１床当たり:30.
     院 0470-93-1400  47㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.45㎡
     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
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:56床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   224310058  成田病院 〒286-0845 精神       296（回２）第50号            平成27年 8月 1日
     (4330940  ) 成田市押畑８９６ 一般       180 病棟面積のうち１床当たり:18.
     0476-22-1500  (0476-22-2300) 療養       240 02㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.45㎡
     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：
     無
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：無
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     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２　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)

   234312492  医療法人社団心和会　〒286-0113 療養 （回２）第62号            平成30年 3月 1日
     (4332383  ) 成田リハビリテーショ成田市南三里塚字宮園１８－１ 　　療養   100 病棟面積のうち１床当たり:30.
     ン病院 0476-37-4111  (0476-85-8581) 99㎡
     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:2.7ｍ
     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:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   244510079  医療法人三矢会　八街〒289-1115 一般       120（回２）第43号            平成30年 3月 1日
     (4530101  ) 総合病院 八街市八街ほ１３７－１ 療養        71 病棟面積のうち１床当たり:30.
     043-443-7311  (043-443-7320) 7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.26㎡
     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:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   254510442  医療法人社団　誠和会〒289-1103 療養       108（回２）第53号            平成29年 8月 1日
     　長谷川病院 八街市八街に８５ 病棟面積のうち１床当たり:13.
     043-444-0137  (043-444-0807) 6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     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:51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     37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   264810438  医療法人徳洲会　成田〒286-0201 一般       285（回２）第58号            平成29年 4月 1日
     富里徳洲会病院 富里市日吉台１－１－１ 病棟面積のうち１床当たり:66.
     0476-93-1001  23㎡
     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:2.1ｍ
     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:42床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   275310354  さんむ医療センター 〒289-1326 一般       190（回２）第37号            平成27年 6月 1日
     (5330238  ) 山武市成東１６７番地 一般        40 病棟面積のうち１床当たり:27.
     0475-82-2521  (0475-82-3354) 一般        26 4㎡
     一般        10 病室部分の面積のうち１床当た
     一般        46 り:8.7㎡
     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：
     無
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:38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     38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10110197  医療法人柏葉会　柏戸〒260-0854 一般       129（回３）第53号            平成28年 8月 1日
     病院 千葉市中央区長洲２‐２１‐８ 療養        41 病棟面積のうち１床当たり:31.
     043-227-8366  (043-224-4868) 05㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.07㎡
     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：
     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
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:43床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20412015  一般社団法人巨樹の会〒276-0015 療養 （回３）第83号            平成30年 1月 1日
     　八千代リハビリテー八千代市米本１８０８ 　　療養   130 病棟面積のうち１床当たり:150
     ション病院 047-488-1555  (047-488-1552) .4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.77㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.82ｍ
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30711358  髙根病院 〒289-1608 一般       158（回３）第52号            平成26年 2月 1日
     (0731083  ) 山武郡芝山町岩山２３０８ 療養        91 病棟面積のうち１床当たり:221
     0479-77-1133  (0479-77-2018) 一般（感染） .6㎡
                  4 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：
     無
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：無
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:39床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 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     39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    42111482  社会医療法人社団蛍水〒277-0032 一般       247（回３）第69号            平成27年 7月 1日
     会　名戸ヶ谷病院 柏市名戸ケ谷６８７－４ 病棟面積のうち１床当たり:24.
     04-7167-8336  (04-7163-7433) 86㎡
     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:2.13ｍ
     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:19床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    52610889  社会医療法人社団木下〒273-0121 一般       306（回３）第82号            平成29年12月 1日
     (2631323  ) 会鎌ケ谷総合病院 鎌ケ谷市初富９２９－６ 病棟面積のうち１床当たり:26.
     047-498-8111  (047-498-5050) 78㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.11㎡
     病室に隣接する廊下幅:3.1ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    62716249  医療法人財団　明理会〒272-0103 一般       307（回３）第81号            平成30年 1月 1日
     　行徳総合病院 市川市本行徳５５２５－２ 病棟面積のうち１床当たり:26.
     047-395-1151  (047-399-2422) 2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.91㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     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:45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 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     40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    73110053  医療法人社団上総会　〒297-0022 一般        83（回３）第64号            平成26年10月 1日
     山之内病院 茂原市町保３ 療養        54 病棟面積のうち１床当たり:31.
     0475-25-1131  (0475-24-5645) 94㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.68㎡
     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：
     無
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:20床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    84312492  医療法人社団心和会　〒286-0113 療養 （回３）第80号            平成29年11月 1日
     (4332383  ) 成田リハビリテーショ成田市南三里塚字宮園１８－１ 　　療養   100 病棟面積のうち１床当たり:37.
     ン病院 0476-37-4111  (0476-85-8581) 74㎡
     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:2.7ｍ
     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
     病床区分:療養
     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     41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10110171  医療法人社団普照会　〒260-0027 一般       125（地包ケア１）第15号      平成29年 8月 1日
     井上記念病院 千葉市中央区新田町１‐１６ 療養        51 地域包括ケア病棟入院料１
     043-245-8800  (043-244-6200) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:51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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20110197  医療法人柏葉会　柏戸〒260-0854 一般       129（地包ケア１）第16号      平成27年 8月 1日
     病院 千葉市中央区長洲２‐２１‐８ 療養        41 地域包括ケア入院医療管理料１
     043-227-8366  (043-224-4868) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30110635  独立行政法人地域医療〒260-0801 一般       199（地包ケア１）第7号       平成26年10月 1日
     機能推進機構　千葉病千葉市中央区仁戸名町６８２ 地域包括ケア病棟入院料１
     院 043-261-2211  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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40113050  医療法人社団　幸有会〒262-0013 一般       122（地包ケア１）第44号      平成30年 1月 1日
     記念病院 千葉市花見川区犢橋町７７‐３ 地域包括ケア入院医療管理料１
     043-259-3210  (043-257-3366) 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     42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    50115675  医療法人社団有相会　〒262-8506 一般       199（地包ケア１）第1号       平成26年 4月 1日
     最成病院 千葉市花見川区柏井町８００－１療養        33 地域包括ケア病棟入院料１
     043-258-1211  (043-258-2121) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:56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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60116855  医療法人社団紫雲会　〒266-0003 一般        52（地包ケア１）第43号      平成29年12月 1日
     千葉南病院 千葉市緑区高田町４０１－５ 療養        85 地域包括ケア入院医療管理料１
     043-292-5111  (043-292-2068) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    70119180  社会医療法人社団千葉〒262-0032 一般        90（地包ケア１）第22号      平成27年11月 1日
     県勤労者医療協会　千千葉市花見川区幕張町５－３９２ 地域包括ケア入院医療管理料１
     葉健生病院 －４ 当該病床届出病棟区分:一般
     043-272-1211  (043-275-1400) 入院医療管理料病床数:39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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80122820  医療法人社団淳英会　〒266-0033 一般       149（地包ケア１）第19号      平成30年 3月 1日
     おゆみの中央病院 千葉市緑区おゆみ野南６－４９－ 地域包括ケア病棟入院料１
     ９ 当該病棟区分:一般
     043-300-3355  (043-300-3377) 病棟入院料病床数:49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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    90123240  稲毛病院 〒263-0043 一般       180（地包ケア１）第41号      平成29年 6月 1日
     千葉市稲毛区小仲台６－２１－３ 地域包括ケア入院医療管理料１
     043-253-7211  (043-256-9087) 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



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)

   100210351  医療法人社団保健会　〒275-0026 一般       280（地包ケア１）第3号       平成27年 8月 1日
     谷津保健病院 習志野市谷津４‐６‐１６ 地域包括ケア病棟入院料１
     047-451-6000  (047-451-0393) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:60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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   110410308  医療法人社団心和会　〒276-0015 療養       295（地包ケア１）第24号      平成28年 4月 1日
     (0430330  ) 新八千代病院 八千代市米本２１６７ 地域包括ケア病棟入院料１
     0474-88-3251  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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   120610055  医療法人　鎗田病院 〒290-0056 一般       146（地包ケア１）第17号      平成27年 9月 1日
     市原市五井８９９ 療養        53 地域包括ケア入院医療管理料１
     0436-21-1655  (0436-21-3157) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:12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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   130610113  医療法人芙蓉会　五井〒290-0056 一般       180（地包ケア１）第30号      平成28年10月 1日
     病院 市原市五井５１５５ 療養        34 地域包括ケア病棟入院料１
     0436-21-5405  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:24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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   140610162  千葉県循環器病センタ〒290-0512 一般       220（地包ケア１）第35号      平成29年 8月 1日
     (0610071  ) ー 市原市鶴舞５７５ 地域包括ケア病棟入院料１
     0436-88-3111  (0436-88-3032) 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



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)

   150710707  医療法人社団慈優会　〒283-0104 一般        99（地包ケア１）第27号      平成28年 4月 1日
     九十九里病院 山武郡九十九里町片貝２７００ 療養       100 地域包括ケア入院医療管理料１
     0475-76-8282  (0475-76-8764) 当該病床届出病棟区分:療養
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   160710905  大網白里市立国保大網〒299-3221 一般        99（地包ケア１）第11号      平成27年 5月 1日
     病院 大網白里市富田８８４－１ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0475-72-1121  (0475-72-1125) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:20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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   170810036  医療法人静和会　浅井〒283-0062 一般        51（地包ケア１）第14号      平成27年 8月 1日
     (0830026  ) 病院 東金市家徳３８‐１ 精神       374 地域包括ケア病棟入院料１
     0475-58-5000  (0475-58-5549) 療養        36 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:51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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   180810630  東千葉メディカルセン〒283-8686 一般       314（地包ケア１）第34号      平成29年10月 1日
     (0830596  ) ター 東金市丘山台３－６－２ 地域包括ケア病棟入院料１
     0475-50-1199  (0475-50-1356) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   190910307  袖ヶ浦さつき台病院 〒299-0246 一般       191（地包ケア１）第4号       平成28年 9月 1日
     袖ケ浦市長浦駅前５－２１ 精神       218 地域包括ケア病棟入院料１
     0438-62-1113  (0438-63-6213) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:25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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   201011618  医療法人社団　邦清会〒292-0036 一般 （地包ケア１）第20号      平成27年10月 1日
     　木更津東邦病院 木更津市菅生７２５－１ 　　一般    83 地域包括ケア入院医療管理料１
     0438-98-8111  (0438-98-2535) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:7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     45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   211110063  医療法人新都市医療研〒299-1144 一般       160（地包ケア１）第10号      平成26年10月 1日
     究会「君津」会　玄々君津市東坂田４‐７‐２０ 地域包括ケア入院医療管理料１
     堂君津病院 0439-52-2366  (0439-55-7610) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   221911486  医療法人社団　康栄会〒279-0002 一般        60（地包ケア１）第39号      平成29年 4月 1日
     　浦安病院 浦安市北栄４－１－１８ 地域包括ケア入院医療管理料１
     047-353-8411  (047-353-4567) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:28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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   232010304  医療法人社団　圭春会〒278-0004 一般       350（地包ケア１）第31号      平成28年 9月 1日
     　小張総合病院 野田市横内２９－１ 地域包括ケア病棟入院料１
     04-7124-6666  (04-7124-6764) 当該病棟区分:一般
     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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   242111516  柏市立柏病院 〒277-0825 一般       200（地包ケア１）第33号      平成28年10月 1日
     柏市布施１‐３ 地域包括ケア病棟入院料１
     0471-34-2000  (04-7134-2001) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:51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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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     46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   252115459  医療法人社団　聖秀会〒277-0062 一般 （地包ケア１）第40号      平成29年 6月 1日
     　聖光ヶ丘病院 柏市光ケ丘団地２－３ 　　一般   131 地域包括ケア病棟入院料１
     04-7171-2023  (04-7171-2022) 療養 当該病棟区分:一般
     　　療養    88 病棟入院料病床数:37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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   262310423  医療法人社団愛友会　〒270-0161 一般       268（地包ケア１）第21号      平成30年 3月 1日
     千葉愛友会記念病院 流山市鰭ケ崎１－１ 地域包括ケア病棟入院料１
     0471-59-1611  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:33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
     入院医療管理料病床数:33床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   272311603  医療法人財団　東京勤〒270-0153 一般       330（地包ケア１）第28号      平成28年 6月 1日
     労者医療会　東葛病院流山市中１０２－１（運Ｂ１４０療養        36 地域包括ケア病棟入院料１
     街区９） 当該病棟区分:一般
     04-7159-1011  (04-7158-9202) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   282411924  松戸市立福祉医療セン〒270-2222 一般       198（地包ケア１）第32号      平成28年 9月 1日
     ター　東松戸病院 松戸市高塚新田１２３－１３ 地域包括ケア入院医療管理料１
     047-391-5500  (047-391-7566) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:20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     47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   292415289  五香病院 〒270-2213 一般 （地包ケア１）第23号      平成28年 6月 1日
     松戸市五香８－４０－１ 　　一般   120 地域包括ケア入院医療管理料１
     047-311-5550  (047-311-5580) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   302511087  医療法人社団聖仁会　〒270-1177 一般        70（地包ケア１）第9号       平成26年10月 1日
     (2531374  ) 我孫子聖仁会病院 我孫子市柴崎１３００ 療養        98 地域包括ケア入院医療管理料１
     04-7181-1100  (04-7181-2256) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:8床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   312610137  東邦鎌谷病院 〒273-0132 一般       199（地包ケア１）第5号       平成26年10月 1日
     鎌ケ谷市粟野５９４ 地域包括ケア病棟入院料１
     0474-45-6411  (0474-44-4238) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:40床
     地域包括ケア病棟入院料１
     当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   322716249  医療法人財団　明理会〒272-0103 一般       307（地包ケア１）第25号      平成28年 5月 1日
     　行徳総合病院 市川市本行徳５５２５－２ 地域包括ケア病棟入院料１
     047-395-1151  (047-399-2422) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   332810943  社会医療法人社団千葉〒274-0805 一般       232（地包ケア１）第26号      平成28年 7月 1日
     県勤労者医療協会　船船橋市二和東５‐１‐１ 療養        47 地域包括ケア病棟入院料１
     橋二和病院 047-448-7111  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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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     48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   342814945  医療法人社団誠馨会　〒274-0053 一般       292（地包ケア１）第46号      平成30年 3月 1日
     (2835296  ) セコメディック病院 船橋市豊富町６９６－１ 地域包括ケア病棟入院料１
     047-457-9900  (047-457-9901) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   353110376  公立長生病院 〒299-4192 一般       180（地包ケア１）第6号       平成29年 4月 1日
     茂原市本納２７７７ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0475-34-2121  (0475-34-4710) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:30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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   363910064  医療法人明星会　東条〒296-0044 一般        52（地包ケア１）第2号       平成29年 7月 1日
     病院 鴨川市広場１６１５ 療養        60 地域包括ケア病棟入院料１
     04-7092-1207  (04-7092-2536) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:52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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   374210399  医療法人社団愛信会　〒285-0014 一般        96（地包ケア１）第12号      平成27年 3月 1日
     佐倉中央病院 佐倉市栄町２０‐４ 地域包括ケア入院医療管理料１
     043-486-1311  (043-486-1314) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:11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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   384211363  社会福祉法人　聖隷福〒285-8765 一般       400（地包ケア１）第13号      平成28年 7月 1日
     祉事業団　聖隷佐倉市佐倉市江原台２－３６－２ 地域包括ケア病棟入院料１
     民病院 043-486-1151  (043-486-8696) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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     49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   394310058  成田病院 〒286-0845 精神       296（地包ケア１）第45号      平成30年 1月 1日
     (4330940  ) 成田市押畑８９６ 一般       180 地域包括ケア病棟入院料１
     0476-22-1500  (0476-22-2300) 療養       240 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:60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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   404610572  医療法人平成博愛会　〒270-1339 一般 （地包ケア１）第38号      平成29年 2月 1日
     印西総合病院 印西市牧の台１－１－１ 　　一般   120 地域包括ケア病棟入院料１
     0476-33-3000  (0476-47-5611) 療養 当該病棟区分:一般
     　　療養    60 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   414710034  医療法人社団東光会　〒270-1431 一般       158（地包ケア１）第29号      平成28年 7月 1日
     北総白井病院 白井市根３２５－２－１ 地域包括ケア入院医療管理料１
     047-492-1001  (047-491-1122) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   425210067  千葉県立佐原病院 〒287-0003 一般       227（地包ケア１）第36号      平成28年10月 1日
     (5230271  ) 香取市佐原イ２２８５ 結核         4 地域包括ケア病棟入院料１
     0478-54-1231  (0478-54-4497) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   435210331  国保小見川総合病院 〒289-0332 一般       170（地包ケア１）第42号      平成29年 8月 1日
     (5230438  ) 香取市南原地新田４３８ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0478-82-3161  (0478-83-3032) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:19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     50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   445310354  さんむ医療センター 〒289-1326 一般       190（地包ケア１）第37号      平成28年12月 1日
     (5330238  ) 山武市成東１６７番地 一般        40 地域包括ケア病棟入院料１
     0475-82-2521  (0475-82-3354) 一般        26 当該病棟区分:一般
     一般        10 病棟入院料病床数:52床
     一般        46 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   459510033  独立行政法人国立病院〒284-0003 一般       424（地包ケア１）第18号      平成27年 9月 1日
     (9510033  ) 機構　下志津病院 四街道市鹿渡９３４－５ 地域包括ケア病棟入院料１
     043-422-2511  (043-421-3007) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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     51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10712034  東陽病院 〒289-1727 一般        55（地包ケア２）第5号       平成29年 8月 1日
     山武郡横芝光町宮川１２１００ 療養        45 地域包括ケア入院医療管理料２
     0479-84-1335  (0479-84-2882) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


