
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29日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1050,474.6 神奈川県立こども医療〒232-8555 一般       379（小入１）第4号           平成29年11月 1日
     (056,474.0) センター 横浜市南区六ツ川２－１３８－４精神        40 年間小児緊急入院患者数：1064
     南医474 045-711-2351  (045-721-3324) 小児入院医療管理病室病床数：
     214床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     年間小児緊急入院患者数：1064
     小児入院医療管理病室病床数：
     14床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2260,212.6 北里大学病院 〒252-0375 一般     1,033（小入１）第2号           平成28年 1月 1日
     (266,212.0) 相模原市南区北里１－１５－１ 病棟種別：一般
     相医212 042-778-8111  年間小児緊急入院患者数：1126
     小児入院医療管理病室病床数：
     48床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     病棟種別：一般
     年間小児緊急入院患者数：1126
     小児入院医療管理病室病床数：
     10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3550,029.3 聖マリアンナ医科大学〒216-8511 一般     1,156（小入１）第3号           平成27年11月 1日
     宮医29 病院 川崎市宮前区菅生２－１６－１ 精神        52 年間小児緊急入院患者数：1104
     044-977-8111  小児入院医療管理病室病床数：
     91床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 小児入院医療管理料２　医科］ 平成30年 3月29日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,512.2 社会福祉法人恩賜財団〒230-0012 一般       510（小入２）第2号           平成22年 4月 1日
     (016,512.6) 済生会支部神奈川県済横浜市鶴見区下末吉３－６－１ 精神        50 年間小児緊急入院患者数：1304
     鶴医512 生会　横浜市東部病院045-576-3000  (045-576-3525) 小児入院医療管理病室病床数：
     30床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2050,444.9 公立大学法人　横浜市〒232-0024 一般       676（小入２）第1号           平成25年 4月 1日
     (056,444.3) 立大学附属市民総合医横浜市南区浦舟町４－５７ 精神        50 小児入院医療管理病室病床数：
     南医444 療センター 045-261-5656  (045-231-1846) 30床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3090,422.7 独立行政法人労働者健〒222-0036 一般       650（小入２）第4号           平成23年 9月 1日
     (096,422.1) 康安全機構　横浜労災横浜市港北区小机町３２１１ 年間小児緊急入院患者数：906
     港医422 病院 045-474-8111  小児入院医療管理病室病床数：
     34床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4190,621.3 横須賀市立うわまち病〒238-8567 一般       367（小入２）第5号           平成26年12月 1日
     横須医621 院 横須賀市上町２－３６ 療養        50 小児入院医療管理病室病床数：
     0468-23-2630  (0468-27-1305) 31床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5220,277.8 藤沢市民病院 〒251-0052 一般       536（小入２）第6号           平成28年 3月 1日
     (226,277.2) 藤沢市藤沢２－６－１ 病棟種別：一般
     藤医277 0466-25-3111  (0466-25-3545) 年間小児緊急入院患者数：1632
     小児入院医療管理病室病床数：
     44床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6230,081.2 小田原市立病院 〒250-8558 一般       417（小入２）第10号          平成22年 9月 1日
     小医81 小田原市久野４６ 年間小児緊急入院患者数：929
     0465-34-3175  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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7240,003.4 茅ケ崎市立病院 〒253-0042 一般       401（小入２）第25号          平成29年 7月 1日
     茅医3 茅ヶ崎市本村５－１５－１ 病棟種別：一般
     0467-52-1111  年間小児緊急入院患者数：1110
     小児入院医療管理病室病床数：
     36床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 小児入院医療管理料２　医科］ 平成30年 3月29日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    8300,066.8 大和市立病院 〒242-0018 一般       403（小入２）第26号          平成29年10月 1日
     (303,004.6) 大和市深見西８－３－６　 病棟種別：一般
     大和医66 046-260-0111  年間小児緊急入院患者数：1010
     小児入院医療管理病室病床数：
     58床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9310,343.9 社会福祉法人恩賜財団〒234-8503 一般       500（小入２）第3号           平成27年 2月 1日
     (316,343.3) 済生会支部神奈川県済横浜市港南区港南台３－２－１０ 病棟種別：一般
     港南医343 生会　横浜市南部病院045-832-1111  (045-832-8335) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10320,270.2 聖マリアンナ医科大学〒241-0811 一般       518（小入２）第17号          平成22年 6月 1日
     旭医270 横浜市西部病院 横浜市旭区矢指町１１９７－１ 病棟種別：一般
     045-366-1111  年間小児緊急入院患者数：349
     小児入院医療管理病室病床数：
     44床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11370,054.9 昭和大学藤が丘病院 〒227-8501 一般       584（小入２）第11号          平成27年10月 1日
     (376,054.3) 横浜市青葉区藤が丘１－３０ 年間小児緊急入院患者数：490
     青医54 045-971-1151  (045-973-1019) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12380,125.5 昭和大学横浜市北部病〒224-8503 一般       597（小入２）第27号          平成29年11月 1日
     (386,125.9) 院 横浜市都筑区茅ケ崎中央３５－１精神        92 小児入院医療管理病室病床数：
     都医125 045-949-7000  (045-949-7117) 42床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13400,027.9 東海大学医学部付属病〒259-1193 一般       804（小入２）第12号          平成22年 4月 1日
     (406,027.3) 院 伊勢原市下糟屋１４３ 病棟種別：一般
     伊医27 0463-93-1121  (0463-94-9058) 小児入院医療管理病室病床数：
     22床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14500,005.4 川崎市立川崎病院 〒210-0013 一般       663（小入２）第13号          平成26年 3月 1日
     (506,005.8) 川崎市川崎区新川通１２－１ 一般（感染） 病棟種別：一般
     川医5 044-233-5521              12 小児入院医療管理病室病床数：
     精神        38 41床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15520,010.0 日本医科大学武蔵小杉〒211-8533 一般       372（小入２）第16号          平成23年11月 1日
     中原医10 病院 川崎市中原区小杉町１－３９６ 病棟種別：一般
     044-733-5181  小児入院医療管理病室病床数：
     20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29日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   16540,256.5 川崎市立多摩病院 〒214-8525 一般       376（小入２）第14号          平成24年 6月 1日
     (546,256.9) 川崎市多摩区宿河原１－３０－３ 年間小児緊急入院患者数：1234
     多医256 ７ 小児入院医療管理病室病床数：
     044-933-8111  (044-930-5181) 29床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17980,111.9 横浜市立市民病院 〒240-8555 一般       624（小入２）第7号           平成26年 6月 1日
     (986,111.3) 横浜市保土ケ谷区岡沢町５６ 一般（感染） 病棟種別：一般
     保医111 045-331-1961              26 小児入院医療管理病室病床数：
     32床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18990,002.8 独立行政法人国立病院〒245-8575 一般       470（小入２）第15号          平成22年 7月 1日
     (996,002.2) 機構　横浜医療センタ横浜市戸塚区原宿３－６０－２ 精神        40 小児入院医療管理病室病床数：
     戸医2 ー 045-851-2621  25床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19991,004.3 独立行政法人国立病院〒252-0392 一般       458（小入２）第23号          平成29年 3月 1日
     相医4 機構　相模原病院 相模原市南区桜台１８－１ 病棟種別：一般
     042-742-8311  小児入院医療管理病室病床数：
     52床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 小児入院医療管理料３　医科］ 平成30年 3月29日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1071,013.7 康心会汐見台病院 〒235-0022 一般       225（小入３）第54号          平成30年 3月 1日
     磯医1013 横浜市磯子区汐見台１－６－５ 病棟種別：一般
     045-761-3581  (045-761-4111) 年間小児緊急入院患者数：407
     小児入院医療管理病室病床数：
     17床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2080,330.4 公立大学法人　横浜市〒236-0004 一般       632（小入３）第47号          平成23年 8月 1日
     (086,330.8) 立大学附属病院 横浜市金沢区福浦３－９ 結核        16 小児入院医療管理病室病床数：
     金医330 045-787-2800  (045-787-2931) 精神        26 36床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3200,145.1 平塚市民病院 〒254-0065 一般       410（小入３）第59号          平成29年 9月 1日
     平医145 平塚市南原１－１９－１ 一般（感染） 病棟種別：一般
     0463-32-0015               6 年間小児緊急入院患者数：421
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4260,040.1 神奈川県厚生農業協同〒252-5188 一般       431（小入３）第39号          平成26年12月 1日
     (266,040.5) 組合連合会　相模原協相模原市緑区橋本２－８－１８ その他       6 病棟種別：一般
     相医40 同病院 042-772-4291  小児入院医療管理病室病床数：
     29床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5290,246.8 厚木市立病院 〒243-8588 一般       341（小入３）第1号           平成29年 1月 1日
     厚医246 厚木市水引１－１６－３６ 一般（感染） 病床区分：一般
     046-221-1570  (046-222-7836)              6 小児入院医療管理病室病床数：
     28床
     届出加算の区分：注４に規定す
     る加算（重症児受入体制加算）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6400,020.4 神奈川県厚生農業協同〒259-1187 一般       350（小入３）第52号          平成27年 5月 1日
     伊医20 組合連合会　伊勢原協伊勢原市田中３４５ 病棟種別：一般
     同病院 0463-94-2111  (0463-96-1759) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1030,222.4 一般財団法人　神奈川〒220-8521 一般       410（小入４）第43号          平成14年11月 1日
     (036,222.8) 県警友会　けいゆう病横浜市西区みなとみらい３－７－ 年間小児緊急入院患者数：412
     西医222 院 ３ 小児入院医療管理病室病床数：
     045-221-8181  (045-681-9665) 18床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2050,474.6 神奈川県立こども医療〒232-8555 一般       379（小入４）第48号          平成22年 4月 1日
     (056,474.0) センター 横浜市南区六ツ川２－１３８－４精神        40 病棟種別：一般
     南医474 045-711-2351  (045-721-3324) 年間小児緊急入院患者数：1064
     小児入院医療管理病室病床数：
     40床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     病棟種別：一般
     年間小児緊急入院患者数：1064
     小児入院医療管理病室病床数：
     50床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3080,005.2 国家公務員共済組合連〒236-0037 一般       565（小入４）第70号          平成28年 8月 1日
     (086,005.6) 合会　横浜南共済病院横浜市金沢区六浦東１－２１－１ 病棟種別：一般
     金医5 045-782-2101  年間小児緊急入院患者数：197
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4190,009.1 国家公務員共済組合連〒238-8558 一般       732（小入４）第65号          平成28年 4月 1日
     (196,009.5) 合会　横須賀共済病院横須賀市米が浜通１－１６ 精神        10 病棟種別：一般
     横須医9 0468-22-2710  小児入院医療管理病室病床数：
     16床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     届出加算の区分：注４に規定す
     る加算（重症児受入体制加算）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5220,853.6 医療法人徳洲会　湘南〒251-0041 一般       419（小入４）第61号          平成25年 5月 1日
     藤医853 藤沢徳洲会病院 藤沢市辻堂神台１－５－１ 病床区分：一般
     0466-35-1177  (0466-35-1300) 年間小児緊急入院患者数：41
     小児入院医療管理病室病床数：
     16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29日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    6260,075.7 独立行政法人地域医療〒252-0206 一般       212（小入４）第45号          平成22年11月 1日
     (266,075.1) 機能推進機構　相模野相模原市中央区淵野辺１－２－３ 病棟種別：一般
     相医75 病院 ０ 小児入院医療管理病室病床数：
     042-752-2025  (042-754-9543) 10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7400,027.9 東海大学医学部付属病〒259-1193 一般       804（小入４）第63号          平成29年 8月 1日
     (406,027.3) 院 伊勢原市下糟屋１４３ 病棟種別：一般
     伊医27 0463-93-1121  (0463-94-9058) 小児入院医療管理病室病床数：
     29床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8420,049.9 社会医療法人　ジャパ〒243-0433 一般       469（小入４）第42号          平成19年 5月 1日
     (426,049.3) ンメディカルアライア海老名市河原口１３２０ 病棟種別：一般
     海医49 ンス　海老名総合病院046-233-1311  (046-232-8934) 小児入院医療管理病室病床数：
     24床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9520,001.9 独立行政法人労働者健〒211-0021 一般       610（小入４）第68号          平成28年 4月 1日
     (526,001.3) 康安全機構　関東労災川崎市中原区木月住吉町１－１ 病棟種別：一般
     中原医1 病院 044-411-3131  年間小児緊急入院患者数：409
     小児入院医療管理病室病床数：
     10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10980,111.9 横浜市立市民病院 〒240-8555 一般       624（小入４）第35号          平成29年 6月 1日
     (986,111.3) 横浜市保土ケ谷区岡沢町５６ 一般（感染） 病棟種別：一般
     保医111 045-331-1961              26 小児入院医療管理病室病床数：
     10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11980,582.1 横浜市立みなと赤十字〒231-8682 一般       584（小入４）第71号          平成29年 9月 1日
     (986,582.5) 病院 横浜市中区新山下３－１２－１ 精神        50 病棟種別：一般
     中区医582 045-628-6100  (045-628-6101) 小児入院医療管理病室病床数：
     21床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12990,001.0 独立行政法人国立病院〒257-0025 一般       320（小入４）第37号          平成25年 1月25日
     秦医1 機構　神奈川病院 秦野市落合６６６－１ 結核        50 病棟種別：一般
     0463-81-1771  小児入院医療管理病室病床数：
     11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29日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1130,119.1 東海大学大磯病院 〒259-0198 一般       312（小入５）第24号          平成27年12月 1日
     (133,002.6) 中郡大磯町月京２１－１ 病棟種別：一般
     中郡医119 0463-72-3211  (0463-72-2256) 小児入院医療管理病室病床数：
     46床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2191,028.0 医療法人横浜柏堤会　〒239-0824 一般        60（小入５）第23号          平成27年 8月 1日
     横須医1028 よこすか浦賀病院 横須賀市西浦賀１－１１－１ 療養        39 病棟種別：一般
     046-841-0922  (046-841-0924) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3290,075.1 社会福祉法人神奈川県〒243-0121 一般       320（小入５）第2号           平成12年 4月 1日
     (296,075.5) 総合リハビリテーショ厚木市七沢５１６ 小児入院医療管理病室病床数：
     厚医75 ン事業団　神奈川リハ0462-49-2503  148床
     ビリテーション病院 届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4430,056.2 大内病院 〒250-0123 一般        53（小入５）第19号          平成25年 6月 1日
     南足医56 南足柄市中沼５９４－１ 病棟種別：一般
     0465-74-1515  (0465-73-2814) 小児入院医療管理病室病床数：
     53床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月29日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,279.8 汐田総合病院 〒230-0001 一般       153（回１）第20号            平成26年10月 1日
     (016,279.2) 横浜市鶴見区矢向１－６－２０ 療養        96 体制強化加算:加算１
     鶴医279 045-574-1011  (045-574-1075) 病棟面積のうち１床当たり:28.
     3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.05㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:58床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2020,001.4 社会福祉法人恩賜財団〒221-8601 一般       199（回１）第11号            平成30年 2月 1日
     (026,001.8) 済生会支部神奈川県済横浜市神奈川区富家町６－６ 病棟面積のうち１床当たり:20.
     神医1 生会　神奈川県病院 045-432-1111  (045-432-1119) 3㎡
     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:2.64ｍ
     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:38床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3020,492.5 新横浜リハビリテーシ〒221-0864 療養       126（回１）第6号             平成26年10月 1日
     神医492 ョン病院 横浜市神奈川区菅田町２６２８－ 体制強化加算:加算１
     ４ リハビリテーション充実加算：
     045-474-5511  (045-474-6700) 有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     体制強化加算:加算１
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     体制強化加算:加算１
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:42床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月29日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    4060,338.1 医療法人社団　明芳会〒240-0025 一般       105（回１）第27号            平成28年 8月 1日
     保医338 　イムス横浜狩場脳神横浜市保土ケ谷区狩場町２１８－療養        42 体制強化加算:加算１
     経外科病院 ９ 病棟面積のうち１床当たり:56.
     045-721-3131  (045-721-3113) 2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.4㎡
     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
     病床数:47床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:21.
     55㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.27㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:42床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5070,105.2 磯子中央病院 〒235-0016 一般       180（回１）第40号            平成29年 9月 1日
     (076,105.6) 横浜市磯子区磯子２－２０－４５ 病棟面積のうち１床当たり:8.4
     磯医105 045-752-1212  (045-752-1220) ㎡
     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:2.3ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6080,010.2 社会福祉法人恩賜財団〒236-8653 一般       177（回１）第1号             平成29年12月 1日
     金医10 済生会支部神奈川県済横浜市金沢区平潟町１２－１ 体制強化加算:加算１
     生会　若草病院 045-781-8811  病棟面積のうち１床当たり:21.
     54㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.47㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.5ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:46床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    7080,102.7 医療法人社団　景翠会〒236-0021 一般       162（回１）第37号            平成28年11月 1日
     金医102 　金沢病院 横浜市金沢区泥亀２－８－３ 病棟種別:一般
     045-781-2611  病棟数:1棟
     病床数:45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8080,376.7 医療法人社団協友会　〒236-0005 一般        44（回１）第18号            平成26年10月 1日
     金医376 横浜なみきリハビリテ横浜市金沢区並木２－８－１ 療養       180 体制強化加算:加算１
     ーション病院 045-788-0031  (045-788-0032) 病棟面積のうち１床当たり:19.
     08㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.05㎡
     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
     病棟種別: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:19.
     08㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.05㎡
     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
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月29日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    9100,274.0 医療法人社団　明芳会〒244-0805 一般        36（回１）第15号            平成26年10月 1日
     戸医274 　新戸塚病院 横浜市戸塚区川上町６９０－２ 療養       297 体制強化加算:加算１
     045-822-4151  病棟面積のうち１床当たり:13.
     81㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.72㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:13.
     72㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.66㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10100,345.8 西横浜国際総合病院 〒245-0062 一般       188（回１）第3号             平成27年 4月 1日
     戸医345 横浜市戸塚区汲沢町５６ 体制強化加算:加算１
     045-871-8855  (045-862-0673) リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:41床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11100,502.4 ふれあい東戸塚ホスピ〒244-0806 療養        53（回１）第32号            平成29年 8月 1日
     (103,013.9) タル 横浜市戸塚区上品濃１６－８ 一般        97 体制強化加算:加算１
     戸医502 045-827-2637  (045-827-2647) リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:53床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月29日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   12101,001.6 平成横浜病院 〒244-0003 一般       120（回１）第34号            平成30年 3月 1日
     (103,000.6) 横浜市戸塚区戸塚町５５０ 体制強化加算:加算２
     戸医1001 045-860-1777  (045-860-1745) 病棟面積のうち１床当たり:15.
     98㎡
     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:2.3ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:51床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13190,132.1 社会福祉法人　日本医〒238-0026 一般       251（回１）第36号            平成29年 8月 1日
     横須医132 療伝道会　衣笠病院 横須賀市小矢部２－２３－１ 体制強化加算:加算２
     0468-52-1182  病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:33床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14190,621.3 横須賀市立うわまち病〒238-8567 一般       367（回１）第42号            平成30年 2月 1日
     横須医621 院 横須賀市上町２－３６ 療養        50 病棟面積のうち１床当たり:30.
     0468-23-2630  (0468-27-1305) 3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.4ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15200,354.9 ふれあい平塚ホスピタ〒254-0813 一般        90（回１）第33号            平成28年 4月 1日
     平医354 ル 平塚市袖ケ浜１－１２ 療養        35 体制強化加算:加算１
     0463-22-4105  (0463-23-4449) 病棟面積のうち１床当たり:32.
     76㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.34㎡
     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29日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   16210,085.7 鎌倉リハビリテーショ〒248-0033 療養       128（回１）第16号            平成29年 1月 1日
     鎌医85 ン聖テレジア病院 鎌倉市腰越１－２－１ 体制強化加算:加算１
     0467-32-4125  (0467-31-4101) リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:43床
     体制強化加算:加算１
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     体制強化加算:加算１
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:43床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17220,168.9 湘南中央病院 〒251-0056 一般       156（回１）第28号            平成26年10月 1日
     藤医168 藤沢市羽鳥１－３－４３ 療養        43 体制強化加算:加算１
     0466-36-8151  (0466-35-2886) 病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:36床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18220,684.5 クローバーホスピタル〒251-0025 療養        28（回１）第41号            平成29年 9月 1日
     藤医684 藤沢市鵠沼石上３－３－６ 一般       137 体制強化加算:加算１
     0466-22-7111  (0466-22-7112) 病棟面積のうち１床当たり:23.
     17㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.9㎡
     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:58床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19240,161.0 茅ケ崎新北陵病院 〒253-0007 一般       180（回１）第10号            平成29年 2月 1日
     (246,161.4) 茅ヶ崎市行谷５８３－１ 療養       109 体制強化加算:加算１
     茅医161 0467-53-4111  (0467-53-4113) リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:58床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月29日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   20260,302.5 医療法人社団哺育会　〒252-0254 療養        83（回１）第13号            平成26年10月 1日
     相医302 さがみリハビリテーシ相模原市中央区下九沢５４－２ 一般        47 体制強化加算:加算１
     ョン病院 042-773-3211  病棟面積のうち１床当たり:24.
     56㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.44㎡
     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
     病棟数:1棟
     病床数:47床
     体制強化加算:加算１
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:59床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21280,082.9 医療法人社団三喜会　〒257-0001 一般       145（回１）第22号            平成26年10月 1日
     (286,082.3) 鶴巻温泉病院 秦野市鶴巻北１－１６－１ 療養       446 体制強化加算:加算１
     秦医82 0463-78-1311  (0463-78-5955) リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     体制強化加算:加算１
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:53床
     体制強化加算:加算１
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:53床
     体制強化加算:加算１
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別: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29日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   22290,075.1 社会福祉法人神奈川県〒243-0121 一般       320（回１）第43号            平成30年 1月 1日
     (296,075.5) 総合リハビリテーショ厚木市七沢５１６ 体制強化加算:加算１
     厚医75 ン事業団　神奈川リハ0462-49-2503  病棟面積のうち１床当たり:18.
     ビリテーション病院 83㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.21㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.9ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:18.
     44㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.21㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.9ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23300,207.8 医療法人社団　哺育会〒242-0024 一般       171（回１）第25号            平成28年 7月 1日
     大和医207 　桜ヶ丘中央病院 大和市福田１－７－１ 体制強化加算:加算１
     046-269-4111  (046-269-8513) 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:43床
     体制強化加算:加算２
     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:43床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24300,236.7 南大和病院 〒242-0015 一般       140（回１）第26号            平成27年 4月 1日
     大和医236 大和市下和田１３３１－２ 体制強化加算:加算１
     046-269-2411  (046-269-0764) リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月29日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   25300,332.4 みどり野リハビリテー〒242-0007 療養       118（回１）第5号             平成29年 5月 1日
     大和医332 ション病院 大和市中央林間２－６－１７ 体制強化加算:加算１
     046-271-1221  (046-271-1220) 病棟面積のうち１床当たり:25.
     7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.9㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.93ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:32.
     1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.7㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.93ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:58床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26320,252.0 医療法人社団明芳会　〒241-0801 一般       397（回１）第23号            平成26年10月 1日
     旭医252 横浜旭中央総合病院 横浜市旭区若葉台４－２０－１ 療養       118 体制強化加算:加算１
     045-921-6111  病棟面積のうち１床当たり:23.
     01㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.67㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:58床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27330,492.0 医療法人社団三喜会　〒226-0025 一般       199（回１）第2号             平成29年 5月 1日
     緑医492 横浜新緑総合病院 横浜市緑区十日市場町１７２６－療養        37 体制強化加算:加算１
     ７ リハビリテーション充実加算：
     045-984-2400  有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:37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29日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   28360,164.8 医療法人横浜柏堤会　〒245-0024 一般        50（回１）第7号             平成26年10月 1日
     泉医164 戸塚共立リハビリテー横浜市泉区和泉中央北１－４０－療養        50 体制強化加算:加算１
     ション病院 ３４ リハビリテーション充実加算：
     045-800-0320  (045-800-0321) 有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29370,090.3 医療法人社団明芳会　〒225-0013 一般       257（回１）第8号             平成29年12月 1日
     青医90 横浜新都市脳神経外科横浜市青葉区荏田町４３３ 療養        60 病棟面積のうち１床当たり:20.
     病院 045-911-2011  (045-911-4517) 57㎡
     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:1.75ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30370,111.7 昭和大学藤が丘リハビ〒227-0043 一般       197（回１）第30号            平成29年11月 1日
     (373,023.1) リテーション病院 横浜市青葉区藤が丘２－１－１ 体制強化加算:加算１
     青医111 045-974-2221  病棟面積のうち１床当たり:22.
     9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.57㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:54床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:46
     ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.44㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:42床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月29日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   31371,056.3 市ヶ尾カリヨン病院 〒225-0024 療養       110（回１）第44号            平成29年11月13日
     (373,035.5) 横浜市青葉区市ケ尾町２３－１ 病棟面積のうち１床当たり:24.
     青医1056 045-511-7811  (045-511-8547) 31㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.87㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32400,020.4 神奈川県厚生農業協同〒259-1187 一般       350（回１）第39号            平成29年 6月 1日
     伊医20 組合連合会　伊勢原協伊勢原市田中３４５ 体制強化加算:加算２
     同病院 0463-94-2111  (0463-96-1759) 病棟面積のうち１床当たり:31.
     45㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.06㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.55ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33411,008.6 社会医療法人ジャパン〒252-0011 一般       235（回１）第38号            平成29年 7月 1日
     座医1008 メディカルアライアン座間市相武台１－５０－１ 療養       117 病棟面積のうち１床当たり:27.
     ス　座間総合病院 046-251-1311  (046-251-1321) 58㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.88㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.78ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:39床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34500,140.9 川崎医療生活協同組合〒210-0833 一般       267（回１）第29号            平成28年10月 1日
     川医140 　川崎協同病院 川崎市川崎区桜本２－１－５ 体制強化加算:加算１
     044-299-4781  リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35500,415.5 ＡＯＩ国際病院 〒210-0822 一般       148（回１）第35号            平成28年 7月 1日
     (506,415.9) 川崎市川崎区田町２－９－１ 療養       180 リハビリテーション充実加算：
     川医415 044-277-5511  (044-277-5568) 有
     病棟種別: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29日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   36530,045.4 国家公務員共済組合連〒213-8587 一般       300（回１）第9号             平成27年 2月 1日
     (536,045.8) 合会　虎の門病院分院川崎市高津区梶ヶ谷１－３－１ 体制強化加算:加算１
     高津医45 044-877-5111  病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37560,151.3 医療法人社団　総生会〒215-0021 一般        90（回１）第14号            平成28年 7月 1日
     麻医151 　麻生リハビリ総合病川崎市麻生区上麻生６－２３－５療養        90 体制強化加算:加算１
     院 ０ リハビリテーション充実加算：
     044-981-6878  (044-981-6871) 有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     体制強化加算:加算１
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     体制強化加算:加算１
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     体制強化加算:加算１
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38980,258.8 横浜市立脳卒中・神経〒235-0012 一般       300（回１）第21号            平成29年 5月 1日
     (986,258.2) 脊椎センター 横浜市磯子区滝頭１－２－１ 体制強化加算:加算１
     磯医258 045-753-2500  (045-753-2904) 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:51床
     体制強化加算:加算１
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     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29日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,519.7 ふれあい鶴見ホスピタ〒230-0077 一般       102（回２）第48号            平成29年12月 1日
     鶴医519 ル 横浜市鶴見区東寺尾４－４－２２療養       108 病棟面積のうち１床当たり:18.
     045-586-1717  (045-586-1718) 8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.8㎡
     病室に隣接する廊下幅: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
     病棟数:1棟
     病床数:54床
     病棟面積のうち１床当たり:22
     ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2050,021.5 医療法人　佐藤病院 〒232-0006 一般        56（回２）第46号            平成27年 8月 1日
     南医21 横浜市南区南太田１－１０－３ 療養        60 リハビリテーション充実加算：
     045-731-1515  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:36床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3071,013.7 康心会汐見台病院 〒235-0022 一般       225（回２）第75号            平成29年11月 1日
     磯医1013 横浜市磯子区汐見台１－６－５ 病棟面積のうち１床当たり:16.
     045-761-3581  (045-761-4111) 6㎡
     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:1.81ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:41床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月29日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    4080,376.7 医療法人社団協友会　〒236-0005 一般        44（回２）第65号            平成28年11月 1日
     金医376 横浜なみきリハビリテ横浜市金沢区並木２－８－１ 療養       180 病棟面積のうち１床当たり:19.
     ーション病院 045-788-0031  (045-788-0032) 08㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.05㎡
     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
     病棟数:1棟
     病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5130,119.1 東海大学大磯病院 〒259-0198 一般       312（回２）第67号            平成27年10月 1日
     (133,002.6) 中郡大磯町月京２１－１ 病棟種別:一般
     中郡医119 0463-72-3211  (0463-72-2256) 病棟数:1棟
     病床数:32床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6150,001.6 独立行政法人　地域医〒259-0314 一般       199（回２）第55号            平成26年 6月 1日
     足下医1 療機能推進機構　湯河足柄下郡湯河原町宮上４３８ 休日リハビリテーション提供体
     原病院 0465-63-2211  制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:42床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7220,105.1 一般財団法人　同友会〒252-0802 一般       267（回２）第33号            平成22年10月 1日
     藤医105 　藤沢湘南台病院 藤沢市高倉２３４５ 療養        63 病棟面積のうち１床当たり:21.
     0466-44-1451  6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.03㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.95ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:33床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8230,003.6 医療法人　小林病院 〒250-0011 一般       103（回２）第58号            平成26年 8月 1日
     (236,003.0) 小田原市栄町１－１４－１８ 療養        56 病棟面積のうち１床当たり:23.
     小医3 0465-22-3161  (0465-23-1865) 介護         4 4㎡
     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:1.8ｍ
     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２　医科］ 平成30年 3月29日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    9230,014.3 医療法人社団　温知会〒250-0012 一般        90（回２）第76号            平成30年 2月 1日
     小医14 　間中病院 小田原市本町４－１－２６ 病棟面積のうち１床当たり:28.
     0465-23-3111  74㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:10.87㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10240,250.1 湘南東部総合病院 〒253-0083 一般       264（回２）第73号            平成29年11月 1日
     (246,250.5) 茅ケ崎市西久保５００ 精神        44 病棟面積のうち１床当たり:39.
     茅医250 0467-83-9111  (0467-83-9114) 療養        40 3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:10.8㎡
     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
     病棟数:1棟
     病床数:28床
     病棟面積のうち１床当たり:39.
     3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:10.8㎡
     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:一般
     病棟数:1棟
     病床数:25床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11260,038.5 医療法人社団相和会　〒252-0206 一般       161（回２）第50号            平成24年 9月 1日
     相医38 渕野辺総合病院 相模原市中央区淵野辺３－２－８ リハビリテーション充実加算：
     042-754-2222  (042-757-4170) 有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:18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29日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   12260,042.7 東芝林間病院 〒252-0302 一般       199（回２）第14号            平成29年 2月 1日
     (266,042.1) 相模原市南区上鶴間７－９－１ 休日リハビリテーション提供体
     相医42 042-742-3577  制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13260,332.2 北里大学東病院 〒252-0380 一般       303（回２）第70号            平成28年 7月 1日
     相医332 相模原市南区麻溝台２－１－１ 精神       110 リハビリテーション充実加算：
     042-748-9111  (042-748-9119) 有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:46床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14260,820.6 丘整形外科病院 〒252-0325 一般        33（回２）第61号            平成26年12月 1日
     相医820 相模原市南区新磯野２－７－１０療養        39 病棟種別:療養
     042-748-1201  (042-749-9645) 病棟数:1棟
     病床数:39床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15290,294.8 医療法人　沖縄徳洲会〒243-8551 一般       253（回２）第66号            平成27年 9月 1日
     厚医294 　湘南厚木病院 厚木市温水１１８－１ 病棟面積のうち１床当たり:20.
     046-223-3636  (046-223-3630) 13㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.88㎡
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:59床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16310,442.9 医療法人　健生会　朝〒233-0016 一般        26（回２）第29号            平成25年 7月 1日
     港南医442 倉病院 横浜市港南区下永谷５－８１－１療養        84 リハビリテーション充実加算：
     ２ 有
     045-824-0202  (045-825-0300) 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:45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17370,291.7 医療法人社団　博慈会〒225-0004 一般        40（回２）第60号            平成26年11月 1日
     青医291 　青葉さわい病院 横浜市青葉区元石川町４３００ 療養       130 休日リハビリテーション提供体
     045-901-0025  (045-901-0023) 制加算：有
     病棟種別: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 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29日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   18411,008.6 社会医療法人ジャパン〒252-0011 一般       235（回２）第69号            平成29年 9月 1日
     座医1008 メディカルアライアン座間市相武台１－５０－１ 療養       117 病棟面積のうち１床当たり:27.
     ス　座間総合病院 046-251-1311  (046-251-1321) 58㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.88㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.78ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:51床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19440,020.6 医療法人社団　柏綾会〒252-1107 一般       108（回２）第74号            平成29年10月 1日
     綾医20 　綾瀬厚生病院 綾瀬市深谷中１－４－１６ 療養        60 病棟面積のうち１床当たり:14
     0467-77-5111  (0467-76-3331) ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.4㎡
     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:一般
     病棟数:1棟
     病床数:24床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20500,011.2 医療法人社団和光会　〒210-0806 一般       165（回２）第49号            平成28年 6月 1日
     川医11 総合川崎臨港病院 川崎市川崎区中島３－１３－１ 療養        34 病棟種別:一般
     044-233-9336  病棟数:1棟
     病床数:55床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21500,140.9 川崎医療生活協同組合〒210-0833 一般       267（回２）第17号            平成26年11月 1日
     川医140 　川崎協同病院 川崎市川崎区桜本２－１－５ 休日リハビリテーション提供体
     044-299-4781  制加算：有
     病棟種別: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３　医科］ 平成30年 3月29日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1021,032.8 社会福祉法人恩賜財団〒221-0822 一般        93（回３）第101号           平成30年 3月 1日
     神医1032 済生会支部神奈川県済横浜市神奈川区西神奈川１－１３ 病棟面積のうち１床当たり:30.
     生会　東神奈川リハビ－１０ 11㎡
     リテーション病院 045-324-3600  (045-324-3555) 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:一般
     病棟数:1棟
     病床数:37床
     病棟面積のうち１床当たり:30.
     11㎡
     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:一般
     病棟数:1棟
     病床数:37床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2030,097.0 医療法人　明和会　亀〒220-0043 一般        60（回３）第66号            平成24年 4月 1日
     西医97 田病院 横浜市西区御所山町７７ 病棟面積のうち１床当たり:23.
     045-231-1881  (045-231-1885) 31㎡
     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:2.15ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:32床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3040,163.8 医療法人回生会　ふれ〒231-0031 一般        87（回３）第98号            平成29年10月 1日
     中区医163 あい横浜ホスピタル 横浜市中区万代町２－３－３ 病棟面積のうち１床当たり:17.
     045-681-5101  (045-664-5277) 59㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.62㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.81ｍ
     病棟種別:一般
     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３　医科］ 平成30年 3月29日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    4150,058.6 特定医療法人社団研精〒250-0631 療養       192（回３）第90号            平成29年12月 1日
     足下医58 会　箱根リハビリテー足柄下郡箱根町仙石原１２８５ 病棟面積のうち１床当たり:19.
     ション病院 0460-84-9111  (0460-84-5312) 37㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.05㎡
     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
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5190,621.3 横須賀市立うわまち病〒238-8567 一般       367（回３）第99号            平成29年11月 1日
     横須医621 院 横須賀市上町２－３６ 療養        50 病棟面積のうち１床当たり:30.
     0468-23-2630  (0468-27-1305) 3㎡
     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:2.4ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6191,028.0 医療法人横浜柏堤会　〒239-0824 一般        60（回３）第96号            平成29年 8月 1日
     横須医1028 よこすか浦賀病院 横須賀市西浦賀１－１１－１ 療養        39 病棟面積のうち１床当たり:21.
     046-841-0922  (046-841-0924) 25㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.66㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:39床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7201,030.4 社会福祉法人恩賜財団〒254-0036 一般       176（回３）第97号            平成30年 1月 1日
     平医1030 済生会支部神奈川県済平塚市宮松町１８－１ 病棟面積のうち１床当たり:26.
     生会　湘南平塚病院 0463-71-6161  (0463-71-6163) 07㎡
     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:2.79ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:42床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 3月29日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    8210,097.2 医療法人　大樹会　ふ〒248-0012 一般       112（回３）第88号            平成28年 6月 1日
     (216,097.6) れあい鎌倉ホスピタル鎌倉市御成町９－５ 休日リハビリテーション提供体
     鎌医97 0467-23-1111  制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:20床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9210,275.4 医療法人　湘和会　湘〒248-0027 一般       100（回３）第86号            平成28年 4月 1日
     鎌医275 南記念病院 鎌倉市笛田２－２－６０ 療養        61 病棟面積のうち１床当たり:20.
     0467-32-3456  2㎡
     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:2.88ｍ
     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:24床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10221,088.8 医療法人社団健育会　〒252-0816 一般        30（回３）第100号           平成30年 1月 1日
     藤医1088 湘南慶育病院 藤沢市遠藤４３６０ 療養       200 病棟面積のうち１床当たり:27.
     0466-48-0050  (0466-48-0010) 9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.12㎡
     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
     病棟種別: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 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29日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,006.5 平和病院 〒230-0017 一般       106（地包ケア１）第43号      平成27年11月 1日
     鶴医6 横浜市鶴見区東寺尾中台２９－１療養        40 地域包括ケア入院医療管理料１
     045-581-2211  (045-581-7651) 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補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,036.2 医療法人社団育成社　〒230-0012 一般        88（地包ケア１）第55号      平成28年 7月 1日
     鶴医36 佐々木病院 横浜市鶴見区下末吉１－１３－８ 地域包括ケア入院医療管理料１
     045-581-3123  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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3010,279.8 汐田総合病院 〒230-0001 一般       153（地包ケア１）第47号      平成28年 9月 1日
     (016,279.2) 横浜市鶴見区矢向１－６－２０ 療養        96 地域包括ケア病棟入院料１
     鶴医279 045-574-1011  (045-574-1075) 当該病棟区分:療養
     病棟入院料病床数:50床
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
     地域包括ケア病棟入院料１
     当該病棟区分:一般
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4011,022.1 さいわい鶴見病院 〒230-0062 一般        60（地包ケア１）第71号      平成30年 2月 1日
     鶴医1022 横浜市鶴見区豊岡町２１－１ 地域包括ケア病棟入院料１
     045-581-1417  (045-583-1748) 当該病棟区分:一般
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5020,001.4 社会福祉法人恩賜財団〒221-8601 一般       199（地包ケア１）第42号      平成30年 3月 1日
     (026,001.8) 済生会支部神奈川県済横浜市神奈川区富家町６－６ 地域包括ケア病棟入院料１
     神医1 生会　神奈川県病院 045-432-1111  (045-432-1119) 当該病棟区分:一般
     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
     地域包括ケア病棟入院料１
     病棟入院料病床数:38床
     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29日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    6020,007.1 古川病院 〒221-0013 一般        49（地包ケア１）第50号      平成28年11月 1日
     神医7 横浜市神奈川区子安通２－２８６療養        49 地域包括ケア入院医療管理料１
     045-441-3366  (045-441-3395) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7030,097.0 医療法人　明和会　亀〒220-0043 一般        60（地包ケア１）第81号      平成30年 2月 1日
     西医97 田病院 横浜市西区御所山町７７ 地域包括ケア病棟入院料１
     045-231-1881  (045-231-1885) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:28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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8040,170.3 独立行政法人地域医療〒231-0023 一般       250（地包ケア１）第14号      平成29年 5月 1日
     (046,170.7) 機能推進機構　横浜中横浜市中区山下町２６８ 地域包括ケア病棟入院料１
     中区医170 央病院 045-641-1921  (045-681-9872) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:50床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    9050,021.5 医療法人　佐藤病院 〒232-0006 一般        56（地包ケア１）第64号      平成29年 9月 1日
     南医21 横浜市南区南太田１－１０－３ 療養        60 地域包括ケア入院医療管理料１
     045-731-1515  当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:21床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
     地域包括ケア病棟入院料１
     当該病棟区分:療養
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10060,010.6 横浜保土ケ谷中央病院〒240-0066 一般       241（地包ケア１）第59号      平成28年11月 1日
     (066,010.0) 横浜市保土ケ谷区釜台町４３－１ 地域包括ケア病棟入院料１
     保医10 045-331-1251  当該病棟区分:一般
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11060,312.6 一般財団法人育生会　〒240-0025 一般        49（地包ケア１）第49号      平成29年 5月 1日
     (066,312.0) 横浜病院 横浜市保土ケ谷区狩場町２００－療養        57 地域包括ケア入院医療管理料１
     保医312 ７ 当該病床届出病棟区分:一般
     045-712-9921  (045-712-9926) 入院医療管理料病床数:45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29日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   12060,363.9 聖隷横浜病院 〒240-8521 一般       300（地包ケア１）第40号      平成27年 5月 1日
     保医363 横浜市保土ケ谷区岩井町２１５ 地域包括ケア病棟入院料１
     045-715-3111  (045-715-3387) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13070,105.2 磯子中央病院 〒235-0016 一般       180（地包ケア１）第37号      平成28年11月 1日
     (076,105.6) 横浜市磯子区磯子２－２０－４５ 地域包括ケア入院医療管理料１
     磯医105 045-752-1212  (045-752-1220) 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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14071,001.2 関東病院 〒235-0023 一般        79（地包ケア１）第9号       平成28年 7月 1日
     磯医1001 横浜市磯子区森１－１６－２６ 療養       120 地域包括ケア病棟入院料１
     045-754-0112  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:41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29日     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   15080,010.2 社会福祉法人恩賜財団〒236-8653 一般       177（地包ケア１）第13号      平成30年 1月 1日
     金医10 済生会支部神奈川県済横浜市金沢区平潟町１２－１ 地域包括ケア病棟入院料１
     生会　若草病院 045-781-8811  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:44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
     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:44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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16080,102.7 医療法人社団　景翠会〒236-0021 一般       162（地包ケア１）第57号      平成29年11月 1日
     金医102 　金沢病院 横浜市金沢区泥亀２－８－３ 地域包括ケア病棟入院料１
     045-781-2611  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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17090,532.3 医療法人　すこやか　〒223-0066 一般        60（地包ケア１）第19号      平成29年10月 1日
     港医532 高田中央病院 横浜市港北区高田西２－６－５ 地域包括ケア入院医療管理料１
     045-592-5557  (045-592-5617) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18090,735.2 大倉山記念病院 〒222-0001 一般       114（地包ケア１）第1号       平成28年 7月 1日
     港医735 横浜市港北区樽町１－１－２３ 地域包括ケア病棟入院料１
     045-531-2546  (045-531-2540) 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29日     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   19100,194.0 医療生協かながわ生活〒245-0062 一般        95（地包ケア１）第36号      平成28年 9月 1日
     戸医194 協同組合　戸塚病院 横浜市戸塚区汲沢町１０２５－６ 地域包括ケア病棟入院料１
     045-864-1241  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:41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
     地域包括ケア入院医療管理料１
     入院医療管理料病床数:5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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20100,345.8 西横浜国際総合病院 〒245-0062 一般       188（地包ケア１）第39号      平成27年 5月 1日
     戸医345 横浜市戸塚区汲沢町５６ 地域包括ケア病棟入院料１
     045-871-8855  (045-862-0673) 当該病棟区分:一般
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21101,001.6 平成横浜病院 〒244-0003 一般       120（地包ケア１）第2号       平成29年 9月 1日
     (103,000.6) 横浜市戸塚区戸塚町５５０ 地域包括ケア病棟入院料１
     戸医1001 045-860-1777  (045-860-1745) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:44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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22120,066.6 宗教法人寒川神社　寒〒253-0106 一般        99（地包ケア１）第35号      平成26年11月 1日
     高座医66 川病院 高座郡寒川町宮山１９３ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0467-75-6680  (0467-75-0634) 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29日     35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   23130,119.1 東海大学大磯病院 〒259-0198 一般       312（地包ケア１）第52号      平成28年 7月 1日
     (133,002.6) 中郡大磯町月京２１－１ 地域包括ケア病棟入院料１
     中郡医119 0463-72-3211  (0463-72-2256) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24140,150.4 神奈川県立足柄上病院〒258-0003 一般       290（地包ケア１）第63号      平成29年12月 1日
     (143,002.4) 足柄上郡松田町松田惣領８６６－その他       6 地域包括ケア病棟入院料１
     足上医150 １ 当該病棟区分:一般
     0465-83-0351  (0465-82-5377) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25160,046.9 愛川北部病院 〒243-0301 一般       100（地包ケア１）第7号       平成26年 5月 1日
     愛医46 愛甲郡愛川町角田２８１－１ 療養        50 地域包括ケア病棟入院料１
     046-284-2121  (046-284-2345) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:50床
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26190,132.1 社会福祉法人　日本医〒238-0026 一般       251（地包ケア１）第21号      平成30年 2月 1日
     横須医132 療伝道会　衣笠病院 横須賀市小矢部２－２３－１ 地域包括ケア病棟入院料１
     0468-52-1182  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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27190,135.4 聖ヨゼフ病院 〒238-0018 一般       135（地包ケア１）第32号      平成30年 1月 1日
     横須医135 横須賀市緑が丘２８ 療養        47 地域包括ケア病棟入院料１
     0468-22-2134  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:45床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     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29日     36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   28190,221.2 横須賀市立市民病院 〒240-0195 一般       476（地包ケア１）第68号      平成29年 1月 1日
     (196,221.6) 横須賀市長坂１－３－２ 一般（感染） 地域包括ケア病棟入院料１
     横須医221 0468-56-3136  (046-858-1776)              6 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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29201,030.4 社会福祉法人恩賜財団〒254-0036 一般       176（地包ケア１）第76号      平成29年10月 1日
     平医1030 済生会支部神奈川県済平塚市宮松町１８－１ 地域包括ケア病棟入院料１
     生会　湘南平塚病院 0463-71-6161  (0463-71-6163) 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
     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: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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30210,086.5 大船中央病院 〒247-0056 一般       285（地包ケア１）第82号      平成30年 3月 1日
     (213,014.4) 鎌倉市大船６－２－２４ 地域包括ケア病棟入院料１
     鎌医86 0467-45-2111  (0467-48-3197) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31210,090.7 一般財団法人鎌倉病院〒248-0016 一般        67（地包ケア１）第73号      平成29年 9月 1日
     鎌医90 鎌倉市長谷３－１－８ 療養        18 地域包括ケア病棟入院料１
     0467-22-5500  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



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29日     37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   32210,275.4 医療法人　湘和会　湘〒248-0027 一般       100（地包ケア１）第33号      平成28年12月 1日
     鎌医275 南記念病院 鎌倉市笛田２－２－６０ 療養        61 地域包括ケア病棟入院料１
     0467-32-3456  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:50床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33210,471.9 鎌倉ヒロ病院 〒248-0013 一般        49（地包ケア１）第46号      平成28年 8月 1日
     鎌医471 鎌倉市材木座１－７－２２ 療養        30 地域包括ケア入院医療管理料１
     0467-24-7171  (0467-24-7174) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:33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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34220,001.2 医療法人　長谷川会　〒251-0047 療養       104（地包ケア１）第69号      平成29年 4月 1日
     藤医1 湘南ホスピタル 藤沢市辻堂３－１０－２ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0466-33-5111  当該病床届出病棟区分:療養
     入院医療管理料病床数:35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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35220,105.1 一般財団法人　同友会〒252-0802 一般       267（地包ケア１）第66号      平成28年12月 1日
     藤医105 　藤沢湘南台病院 藤沢市高倉２３４５ 療養        63 地域包括ケア病棟入院料１
     0466-44-1451  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:30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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36220,168.9 湘南中央病院 〒251-0056 一般       156（地包ケア１）第27号      平成27年 4月 1日
     藤医168 藤沢市羽鳥１－３－４３ 療養        43 地域包括ケア病棟入院料１
     0466-36-8151  (0466-35-2886) 当該病棟区分:一般
     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29日     38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   37220,557.3 藤沢御所見病院 〒252-0825 一般        38（地包ケア１）第18号      平成29年11月 1日
     藤医557 藤沢市獺郷５８０ 療養       116 地域包括ケア入院医療管理料１
     0466-48-6501  (0466-48-5490) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:10床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38220,684.5 クローバーホスピタル〒251-0025 療養        28（地包ケア１）第5号       平成29年 6月 1日
     藤医684 藤沢市鵠沼石上３－３－６ 一般       137 地域包括ケア病棟入院料１
     0466-22-7111  (0466-22-7112) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:44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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39220,858.5 湘南第一病院 〒252-0804 一般        94（地包ケア１）第10号      平成27年11月 1日
     藤医858 藤沢市湘南台１－１９－７ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0466-44-7111  (0466-44-7103) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:16床
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40230,003.6 医療法人　小林病院 〒250-0011 一般       103（地包ケア１）第78号      平成29年10月 1日
     (236,003.0) 小田原市栄町１－１４－１８ 療養        56 地域包括ケア入院医療管理料１
     小医3 0465-22-3161  (0465-23-1865) 介護         4 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:6床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41230,014.3 医療法人社団　温知会〒250-0012 一般        90（地包ケア１）第74号      平成29年 9月 1日
     小医14 　間中病院 小田原市本町４－１－２６ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0465-23-3111  当該病床届出病棟区分:一般
     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29日     39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   42260,038.5 医療法人社団相和会　〒252-0206 一般       161（地包ケア１）第12号      平成28年 6月 1日
     相医38 渕野辺総合病院 相模原市中央区淵野辺３－２－８ 地域包括ケア入院医療管理料１
     042-754-2222  (042-757-4170) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:10床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43260,039.3 総合相模更生病院 〒252-5225 一般       168（地包ケア１）第16号      平成26年 8月 1日
     相医39 相模原市中央区小山３４２９ 介護        57 地域包括ケア病棟入院料１
     042-752-1808  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:44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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44260,040.1 神奈川県厚生農業協同〒252-5188 一般       431（地包ケア１）第75号      平成29年 7月 1日
     (266,040.5) 組合連合会　相模原協相模原市緑区橋本２－８－１８ その他       6 地域包括ケア病棟入院料１
     相医40 同病院 042-772-4291  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:41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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45260,042.7 東芝林間病院 〒252-0302 一般       199（地包ケア１）第70号      平成29年 4月 1日
     (266,042.1) 相模原市南区上鶴間７－９－１ 地域包括ケア入院医療管理料１
     相医42 042-742-3577  当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:10床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46260,075.7 独立行政法人地域医療〒252-0206 一般       212（地包ケア１）第17号      平成26年 8月 1日
     (266,075.1) 機能推進機構　相模野相模原市中央区淵野辺１－２－３ 地域包括ケア病棟入院料１
     相医75 病院 ０ 当該病棟区分:一般
     042-752-2025  (042-754-9543) 病棟入院料病床数:32床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日     40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   47260,691.1 医療法人社団悠心会　〒252-0159 一般        44（地包ケア１）第41号      平成27年12月 1日
     相医691 森田病院 相模原市緑区三ケ木６２７ 療養        50 地域包括ケア病棟入院料１
     042-784-4114  (042-784-5757) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:44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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48270,003.7 三浦市立病院 〒238-0222 一般       136（地包ケア１）第22号      平成28年 4月 1日
     浦市医3 三浦市岬陽町４－３３ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0468-82-2111  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補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49280,048.0 秦野赤十字病院 〒257-0017 一般       320（地包ケア１）第58号      平成28年 9月 1日
     秦医48 秦野市立野台１－１ 地域包括ケア病棟入院料１
     0463-81-3721  (0463-82-4416) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50290,114.8 東名厚木病院 〒243-8571 一般       277（地包ケア１）第53号      平成29年 6月 1日
     厚医114 厚木市船子２３２ 地域包括ケア病棟入院料１
     046-229-1771  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:36床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51290,142.9 医療法人社団　藤和会〒243-0125 一般        48（地包ケア１）第56号      平成28年 7月 1日
     厚医142 　厚木佐藤病院 厚木市小野７５９ 療養        82 地域包括ケア病棟入院料１
     046-247-1211  (046-247-6552) 精神        54 当該病棟区分:療養
     病棟入院料病床数:43床
     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29日     41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   52300,066.8 大和市立病院 〒242-0018 一般       403（地包ケア１）第80号      平成30年 1月 1日
     (303,004.6) 大和市深見西８－３－６　 地域包括ケア病棟入院料１
     大和医66 046-260-0111  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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53300,236.7 南大和病院 〒242-0015 一般       140（地包ケア１）第4号       平成28年 6月 1日
     大和医236 大和市下和田１３３１－２ 地域包括ケア入院医療管理料１
     046-269-2411  (046-269-0764) 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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54300,285.4 社会医療法人三栄会　〒242-0007 一般       109（地包ケア１）第3号       平成29年 6月 1日
     大和医285 中央林間病院 大和市中央林間４－１４－１８ 地域包括ケア入院医療管理料１
     046-275-0110  (046-275-0663) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:34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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55310,315.7 横浜東邦病院 〒233-0008 一般        47（地包ケア１）第48号      平成28年 3月 1日
     港南医315 横浜市港南区最戸１－３－１６ 療養        49 地域包括ケア入院医療管理料１
     045-741-2511  (045-714-2520) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:7床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56311,009.5 医療法人社団　厚済会〒233-0003 療養        50（地包ケア１）第60号      平成28年 9月 1日
     港南医1009 　横浜じんせい病院 横浜市港南区港南３－１－２８ 地域包括ケア入院医療管理料１
     045-840-3770  (045-840-3400) 当該病床届出病棟区分:療養
     入院医療管理料病床数:12床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 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29日     42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   57330,385.6 医療法人社団　青葉会〒226-0003 一般       183（地包ケア１）第28号      平成26年10月 1日
     緑医385 　牧野記念病院 横浜市緑区鴨居２－２１－１１ 地域包括ケア入院医療管理料１
     045-933-4111  (045-934-8182) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58330,402.9 医療法人社団恵生会　〒226-0005 一般        30（地包ケア１）第54号      平成28年 5月 1日
     緑医402 竹山病院 横浜市緑区竹山３－１－９ 介護        34 地域包括ケア病棟入院料１
     045-932-1668  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:30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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59330,492.0 医療法人社団三喜会　〒226-0025 一般       199（地包ケア１）第51号      平成29年10月 1日
     緑医492 横浜新緑総合病院 横浜市緑区十日市場町１７２６－療養        37 地域包括ケア病棟入院料１
     ７ 当該病棟区分:一般
     045-984-2400  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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60360,053.3 社会福祉法人　親善福〒245-0006 一般       287（地包ケア１）第77号      平成29年10月 1日
     泉医53 祉協会　国際親善総合横浜市泉区西が岡１－２８－１ 地域包括ケア病棟入院料１
     病院 045-813-0221  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
     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29日     43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   61360,164.8 医療法人横浜柏堤会　〒245-0024 一般        50（地包ケア１）第30号      平成27年 7月 1日
     泉医164 戸塚共立リハビリテー横浜市泉区和泉中央北１－４０－療養        50 地域包括ケア入院医療管理料１
     ション病院 ３４ 当該病床届出病棟区分:一般
     045-800-0320  (045-800-0321) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62370,090.3 医療法人社団明芳会　〒225-0013 一般       257（地包ケア１）第31号      平成29年 7月 1日
     青医90 横浜新都市脳神経外科横浜市青葉区荏田町４３３ 療養        60 地域包括ケア病棟入院料１
     病院 045-911-2011  (045-911-4517) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:58床
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63370,129.9 医療法人社団一成会　〒227-0046 一般       140（地包ケア１）第83号      平成30年 3月 1日
     青医129 たちばな台病院 横浜市青葉区たちばな台２－２－ 地域包括ケア入院医療管理料１
     １ 入院医療管理料病床数:10床
     045-962-3338  (045-961-3160)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64370,291.7 医療法人社団　博慈会〒225-0004 一般        40（地包ケア１）第67号      平成29年 5月 1日
     青医291 　青葉さわい病院 横浜市青葉区元石川町４３００ 療養       130 地域包括ケア入院医療管理料１
     045-901-0025  (045-901-0023) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:14床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65380,014.1 山本記念病院 〒224-0024 一般        49（地包ケア１）第24号      平成30年 3月 1日
     都医14 横浜市都筑区東山田町１５５２ 療養        82 地域包括ケア入院医療管理料１
     045-593-2211  (045-593-5410) 入院医療管理料病床数:24床
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月29日     44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   66411,008.6 社会医療法人ジャパン〒252-0011 一般       235（地包ケア１）第79号      平成29年12月 1日
     座医1008 メディカルアライアン座間市相武台１－５０－１ 療養       117 地域包括ケア病棟入院料１
     ス　座間総合病院 046-251-1311  (046-251-1321) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:30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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67500,008.8 医療法人愛仁会　太田〒210-0024 一般       261（地包ケア１）第72号      平成29年 8月 1日
     川医8 総合病院 川崎市川崎区日進町１－５０ 地域包括ケア病棟入院料１
     044-244-0131  (044-244-5459) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68500,011.2 医療法人社団和光会　〒210-0806 一般       165（地包ケア１）第34号      平成29年 7月 1日
     川医11 総合川崎臨港病院 川崎市川崎区中島３－１３－１ 療養        34 地域包括ケア入院医療管理料１
     044-233-9336  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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69500,014.6 医療法人誠医会　宮川〒210-0802 一般       175（地包ケア１）第38号      平成29年12月 1日
     川医14 病院 川崎市川崎区大師駅前２－１３－ 地域包括ケア病棟入院料１
     １３ 当該病棟区分:一般
     044-222-3255  病棟入院料病床数:27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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70500,140.9 川崎医療生活協同組合〒210-0833 一般       267（地包ケア１）第61号      平成29年 6月 1日
     川医140 　川崎協同病院 川崎市川崎区桜本２－１－５ 地域包括ケア病棟入院料１
     044-299-4781  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:54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29日     45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   71500,153.2 医療法人社団　慶友会〒210-0021 一般        55（地包ケア１）第23号      平成26年 9月 1日
     川医153 　第一病院 川崎市川崎区元木町２－７－２ 地域包括ケア入院医療管理料１
     044-344-5231  当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:16床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72500,334.8 日本鋼管病院 〒210-0852 一般       395（地包ケア１）第11号      平成29年 7月 1日
     (506,334.2) 川崎市川崎区鋼管通１－２－１ 地域包括ケア病棟入院料１
     川医334 044-333-5591  (044-333-5599) 当該病棟区分:一般
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73520,005.0 川崎市立井田病院 〒211-0035 一般       343（地包ケア１）第65号      平成28年11月 1日
     (526,005.4) 川崎市中原区井田２－２７－１ 結核        40 地域包括ケア病棟入院料１
     中原医5 044-766-2188  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:45床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74530,045.4 国家公務員共済組合連〒213-8587 一般       300（地包ケア１）第62号      平成28年10月 1日
     (536,045.8) 合会　虎の門病院分院川崎市高津区梶ヶ谷１－３－１ 地域包括ケア病棟入院料１
     高津医45 044-877-5111  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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75560,113.3 医療法人社団　総生会〒215-0021 一般       199（地包ケア１）第45号      平成27年12月 1日
     麻医113 　麻生総合病院 川崎市麻生区上麻生６－２５－１ 地域包括ケア病棟入院料１
     044-987-2522  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:30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29日     46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   76980,258.8 横浜市立脳卒中・神経〒235-0012 一般       300（地包ケア１）第8号       平成27年 3月 1日
     (986,258.2) 脊椎センター 横浜市磯子区滝頭１－２－１ 地域包括ケア病棟入院料１
     磯医258 045-753-2500  (045-753-2904) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77990,001.0 独立行政法人国立病院〒257-0025 一般       320（地包ケア１）第15号      平成29年12月 1日
     秦医1 機構　神奈川病院 秦野市落合６６６－１ 結核        50 地域包括ケア病棟入院料１
     0463-81-1771  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:40床
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料２　医科］ 平成30年 3月29日     47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1080,165.4 金沢文庫病院 〒236-0042 一般       147（地包ケア２）第4号       平成28年 8月 1日
     金医165 横浜市金沢区釜利谷東２－６－２ 地域包括ケア入院医療管理料２
     ２ 当該病床届出病棟区分:一般
     045-785-3311  (045-701-2530) 入院医療管理料病床数:16床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2360,033.5 湘南泉病院 〒245-0009 一般       156（地包ケア２）第1号       平成28年 6月 1日
     泉医33 横浜市泉区新橋町１７８４ 地域包括ケア入院医療管理料２
     045-812-2288  (045-812-9794) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


