
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 認知症治療病棟入院料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)

    1090,686.7 新横浜こころのホスピ〒222-0033 精神       176（認治１）第14号          平成19年 7月 1日
     港医686 タル 横浜市港北区新横浜１－２１－６療養        42 病棟種別:精神
     045-474-1155  病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:精神入院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2100,014.0 医療法人積愛会　横浜〒244-0813 精神       600（認治１）第36号          平成29年 5月 1日
     戸医14 舞岡病院 横浜市戸塚区舞岡町３４８２ 病棟種別:精神
     045-822-2125  病棟数:2
     病床数:104
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3200,105.5 医療法人研水会　平塚〒254-0915 精神       298（認治１）第35号          平成27年 8月 1日
     平医105 病院 平塚市出縄４７６ 病棟種別:精神
     0463-32-0380  (0463-34-4993) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:56
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4220,235.6 藤沢病院 〒251-8530 精神       420（認治１）第27号          平成24年 9月 1日
     (226,235.0) 藤沢市小塚３８３ 病棟種別:精神
     藤医235 0466-23-2343  (0466-24-5050) 病棟数:1
     病床数:60
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5230,078.8 公益財団法人積善会　〒250-0203 精神       387（認治１）第8号           平成28年12月 1日
     (236,078.2) 曽我病院 小田原市曽我岸１４８ 病棟種別:精神
     小医78 0465-42-1630  病棟数:2
     病床数:107
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6230,107.5 医療法人清輝会　国府〒256-0811 精神       260（認治１）第18号          平成19年12月 1日
     小医107 津病院 小田原市田島１２５ 病棟種別:精神
     0465-47-2225  (0465-48-8125) 病棟数:1
     病床数:50
     基本料区分:精神入院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7240,224.6 湘南さくら病院 〒253-0081 精神       156（認治１）第28号          平成24年10月 1日
     茅医224 茅ケ崎市下寺尾１８３３ 病棟数:1
     0467-54-2255  病床数:52
     認知症夜間対応加算: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 認知症治療病棟入院料１　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)

    8260,227.4 医療法人社団博奉会　〒252-0335 精神       200（認治１）第22号          平成25年12月 1日
     相医227 相模ケ丘病院 相模原市南区下溝４３７８ 病棟種別:精神
     042-778-0200  (042-778-3876) 病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9260,419.7 相模原南病院 〒252-0331 療養       175（認治１）第34号          平成29年 5月 1日
     相医419 相模原市南区大野台７－１０－７介護       211 病棟種別:精神
     042-759-3911  精神        85 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10270,035.9 福井記念病院 〒238-0115 精神       448（認治１）第12号          平成24年 5月 1日
     (276,035.3) 三浦市初声町高円坊１０４０－２ 病棟数:1
     浦市医35 046-888-2145  病床数:50
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11280,043.1 医療法人社団　厚仁会〒257-0003 精神       160（認治１）第3号           平成24年 4月 1日
     秦医43 　秦野厚生病院 秦野市南矢名２－１２－１ 病床数:53
     0463-77-1108  (0463-77-4916) 退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12290,130.4 相州病院 〒243-0201 精神       263（認治１）第5号           平成24年 4月 1日
     厚医130 厚木市上荻野１６８２－３ 病棟種別:精神
     046-241-3351  (046-241-5490) 病棟数:1
     病床数:46
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13290,142.9 医療法人社団　藤和会〒243-0125 一般        48（認治１）第13号          平成24年 4月 1日
     厚医142 　厚木佐藤病院 厚木市小野７５９ 療養        82 病棟種別:精神
     046-247-1211  (046-247-6552) 精神        54 病棟数:1
     病床数:54
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算: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 認知症治療病棟入院料１　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)

   14291,024.8 神奈川中央病院 〒243-0804 精神       180（認治１）第37号          平成29年11月 1日
     厚医1024 厚木市関口８１２－５ 病棟種別:精神
     046-204-2111  (046-204-2112) 病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:40
     退院調整加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15320,320.5 神奈川病院 〒241-0803 精神        58（認治１）第2号           平成24年 4月 1日
     旭医320 横浜市旭区川井本町１２２－１ 精神        55 病床数:50
     045-951-9811  その他      50 退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16320,369.2 横浜ほうゆう病院 〒241-0812 精神       215（認治１）第9号           平成24年 8月 1日
     旭医369 横浜市旭区金が谷６４４－１ 病棟数:5
     045-360-8787  (045-360-8788) 病床数:215
     退院調整加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17350,092.3 栄聖仁会病院 〒247-0014 精神        46（認治１）第17号          平成24年 5月 1日
     栄医92 横浜市栄区公田町３３７－１ その他      60 病棟数:1
     045-895-0088  (045-893-6053) 病床数:60
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18370,316.2 医療法人社団明芳会　〒225-0012 一般        60（認治１）第19号          平成24年 4月 1日
     青医316 江田記念病院 横浜市青葉区あざみ野南１－１ 療養        57 病棟種別:精神
     045-912-0111  (045-910-5646) 精神       112 病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19410,008.7 医療法人興生会　相模〒252-0001 一般       151（認治１）第24号          平成24年 4月 1日
     座医8 台病院 座間市相模が丘６－２４－２８ 精神       155 病棟種別:精神
     0462-56-0011  病棟数:1
     病床数:38
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20430,021.6 医療法人社団明芳会　〒250-0136 療養        55（認治１）第20号          平成24年 4月 1日
     南足医21 北小田原病院 南足柄市矢倉沢６２５ 精神       290 病棟種別:精神
     0465-73-2191  病棟数:2
     病床数:100
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算: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 認知症治療病棟入院料１　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)

   21530,163.5 医療法人社団　ハート〒213-0006 精神       320（認治１）第26号          平成24年 4月 1日
     高津医163 フル川崎病院 川崎市高津区下野毛２－１－３ 病棟種別:精神
     044-833-7151  (044-844-6844) 病棟数:1
     病床数:44
     退院調整加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22551,001.1 医療法人　花咲会　か〒216-0013 精神 （認治１）第33号          平成28年 4月 1日
     宮医1001 わさき記念病院 川崎市宮前区潮見台２０－１ 　　精神   300 病棟種別:精神
     044-977-8877  (044-977-0505) 病棟数:6
     病床数:300
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算: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 認知症治療病棟入院料２　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)

    1260,068.2 医療法人寿康会　相模〒252-0334 精神       173（認治２）第12号          平成18年 4月 1日
     (266,068.6) 病院 相模原市南区若松１－１２－２５ 病棟種別:精神
     相医68 042-743-0311  (042-743-0312) 病棟数:1
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2260,732.3 医療法人社団　清伸会〒252-0186 療養       216（認治２）第1号           平成28年 8月 1日
     相医732 　ふじの温泉病院 相模原市緑区牧野８１４７－２ 精神       256 病棟種別:精神
     042-689-2321  (042-689-2325) 病棟数:1
     病床数:50
     退院調整加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 地域移行機能強化病棟入院料　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)

    1230,078.8 公益財団法人積善会　〒250-0203 精神       387（移機強）第1号           平成28年12月 1日
     (236,078.2) 曽我病院 小田原市曽我岸１４８ 重症者加算１:有
     小医78 0465-42-1630  長期入院患者の退院実績　オ　
     地域移行機能強化病棟入院料の
     届出病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2340,315.1 医療法人社団　哺育会〒246-0026 精神       389（移機強）第2号           平成29年 6月 1日
     瀬医315 　横浜相原病院 横浜市瀬谷区阿久和南２－３－１ 長期入院患者の退院実績　オ　
     ２ 地域移行機能強化病棟入院料の
     045-362-7111  (045-362-7306) 届出病床数:55床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


