
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      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    121,1095,2 山梨大学医学部附属病〒409-3898 一般       578（小入２）第2号           平成23年 4月 1日
     中医1095 院 中央市下河東１１１０ 精神        40 小児入院医療管理病室病床数：
     055-273-1111  (055-273-0274) 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 小児入院医療管理料３　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)

    101,1239,8 山梨県立中央病院 〒400-8506 一般 （小入３）第15号          平成29年 5月 1日
     甲医1239 甲府市富士見一丁目１－１ 　　一般   584 病棟種別：一般
     055-253-7111  (055-253-2900) 一般（感染） 病床区分：一般
     　　感染     2 届出加算の区分：注２に規定す
     結核        16 る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202,1017,6 公益財団法人山梨厚生〒405-0033 一般 （小入３）第14号          平成24年12月 1日
     山医1017 会　山梨厚生病院 山梨市落合８６０ 　　一般   293 病棟種別：一般
     0553-23-1311  (0553-23-0168) 一般 病床区分：一般
     　　感染     4 小児入院医療管理病室病床数：
     精神       200 17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      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1445,1 市立甲府病院 〒400-0832 一般 （小入４）第25号          平成28年10月 1日
     甲医1445 甲府市増坪町３６６ 　　一般   402 年間小児緊急入院患者数：726
     055-244-1111  一般 小児入院医療管理病室病床数：
     　　感染     6 17床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    211,1034,2 都留市立病院 〒402-0056 一般       140（小入４）第12号          平成20年 4月 1日
     都留医1034 都留市つる五丁目１－５５ 小児入院医療管理病室病床数：
     0554-45-1811  (0554-45-2467) 15床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    312,1088,6 国民健康保険　富士吉〒403-0005 一般 （小入４）第17号          平成23年 4月 1日
     富医1088 田市立病院 富士吉田市上吉田６５３０番地 　　一般   254 年間小児緊急入院患者数：506
     0555-22-4111  (0555-22-6995) 一般 小児入院医療管理病室病床数：
     　　特定     6 42床
     療養        50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    413,1055,3 山梨赤十字病院 〒401-0301 一般       224（小入４）第26号          平成29年12月 1日
     都医1055 南都留郡富士河口湖町船津６６６結核         6 年間小児緊急入院患者数：723
     ３－１ 療養        45 小児入院医療管理病室病床数：
     0555-72-2222  (0555-73-1385) 16床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    521,1002,8 独立行政法人国立病院〒400-8533 一般       270（小入４）第20号          平成24年 3月 1日
     甲医1002 機構　甲府病院 甲府市天神町１１－３５ 病棟種別：一般
     055-253-6131  (055-251-5597) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     29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      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1293,5 医療法人慈光会　甲府〒400-0831 一般        74（回１）第17号            平成28年 5月 1日
     甲医1293 城南病院 甲府市上町７５３番地１ 療養       224 体制強化加算:加算２
     055-241-5811  (055-241-8660) 病棟面積のうち１床当たり:20.
     4㎡
     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:2ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    218,1001,6 医療法人石和温泉病院〒406-0023 一般       182（回１）第22号            平成29年 6月 1日
     笛医1001 笛吹市石和町八田３３０－５ 病棟面積のうち１床当たり:17.
     055-263-0111  (055-263-0260) 6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.17㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.4ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    318,1002,4 石和共立病院 〒406-0035 一般        99（回１）第8号             平成26年10月 1日
     笛医1002 笛吹市石和町広瀬６２３ 体制強化加算:加算１
     055-263-3131  (055-263-3136) 病棟面積のうち１床当たり:17.
     69㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.3ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月29日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    418,1011,5 医療法人銀門会　甲州〒406-0032 一般        46（回１）第21号            平成29年 5月 1日
     笛医1011 リハビリテーション病笛吹市石和町四日市場２０３１－一般        45 体制強化加算:加算１
     院 ２５ 療養        45 病棟面積のうち１床当たり:22.
     055-262-3121  (055-262-3727) 療養        44 59㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.46㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     （回１）第23号            平成29年 7月 1日
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:22.
     59㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.67㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:44床
     （回１）第24号            平成30年 2月 1日
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:22.
     59㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.67㎡
     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:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月29日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    518,1031,3 山梨リハビリテーショ〒406-0004 療養       135（回１）第15号            平成28年 4月 1日
     笛医1031 ン病院 笛吹市春日居町小松８５５ 病棟面積のうち１床当たり:23.
     0553-26-3030  (0553-26-4569) 1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.01㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.79ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     （回１）第16号            平成28年 4月 1日
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:23.
     1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.01㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.79ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     （回１）第18号            平成28年 5月 1日
     病棟面積のうち１床当たり:23.
     1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.01㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.79ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　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)

    101,1298,4 医療法人八香会　湯村〒400-0073 一般       151（回２）第58号            平成29年12月 1日
     甲医1298 温泉病院 甲府市湯村三丁目３ー４ 療養        39 病棟面積のうち１床当たり:17.
     055-251-6111  (055-251-3579) 1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:38床
     （回２）第59号            平成29年12月 1日
     病棟面積のうち１床当たり:12.
     2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:38床
     （回２）第60号            平成29年12月 1日
     病棟面積のうち１床当たり:17.
     1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:37床
     （回２）第61号            平成29年12月 1日
     病棟面積のうち１床当たり:12.
     2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.5㎡



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 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      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:38床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    216,1006,9 巨摩共立病院 〒400-0301 一般       103（回２）第33号            平成24年 4月 1日
     南市医1006 南アルプス市桃園３４０ 療養        48 病棟面積のうち１床当たり:17.
     055-283-3131  (055-282-5614) 93㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.91ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    316,1042,4 医療法人徳洲会　白根〒400-0213 一般 （回２）第56号            平成29年 4月 1日
     南市医1042 徳洲会病院 南アルプス市西野２２９４－２ 　　一般   145 病棟面積のうち１床当たり:29.
     055-284-7711  (055-284-7721) 療養 1㎡
     　　療養    54 病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.9㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数: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２　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)

    418,1001,6 医療法人石和温泉病院〒406-0023 一般       182（回２）第52号            平成28年 6月 1日
     笛医1001 笛吹市石和町八田３３０－５ 病棟面積のうち１床当たり:17.
     055-263-0111  (055-263-0260) 57㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.23㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.4ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:43床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    518,1006,5 医療法人桃花会　一宮〒405-0077 一般        77（回２）第57号            平成29年 5月 1日
     笛医1006 温泉病院 笛吹市一宮町坪井１７４５ 療養        46 病棟面積のうち１床当たり:30.
     0553-47-3131  (0553-47-3434) 8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.4ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:46床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    622,1005,9 公益財団法人山梨厚生〒404-0037 一般       120（回２）第62号            平成30年 2月 1日
     甲州医1005 会　塩山市民病院 甲州市塩山西広門田４３３－１ 療養        59 病棟面積のうち１床当たり:24.
     0553-32-5111  (0553-32-5115) 47㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

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

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    111,1047,4 ツル虎ノ門外科リハビ〒402-0005 一般        49（回３）第56号            平成28年11月 1日
     都留医1047 リテーション病院 都留市四日市場１８８ 療養        25 病棟面積のうち１床当たり:61.
     0554-45-8861  (0554-45-8876) 4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.81㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:25床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    218,1033,9 春日居サイバーナイフ〒406-0014 一般    （回３）第49号            平成24年 4月 1日
     笛医1033 ・リハビリ病院 笛吹市春日居町国府４３６ 療養       200 病棟面積のうち１床当たり:15.
     0553-26-4126  (0553-26-4366) 2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.68㎡
     病室に隣接する廊下幅:3.2ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     （回３）第55号            平成28年 9月 1日
     病棟面積のうち１床当たり:18.
     8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:3.2ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 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     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1181,2 甲府共立病院 〒400-0034 一般       283（地包ケア１）第11号      平成28年 8月 1日
     甲医1181 甲府市宝一丁目９－１ 地域包括ケア病棟入院料１
     055-226-3131  (055-226-9715) 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
     当該病床届出病棟区分:一般
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1445,1 市立甲府病院 〒400-0832 一般 （地包ケア１）第7号       平成28年 1月 1日
     甲医1445 甲府市増坪町３６６ 　　一般   402 地域包括ケア病棟入院料１
     055-244-1111  一般 当該病棟区分:一般
     　　感染     6 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1572,2 独立行政法人地域医療〒400-0025 一般 （地包ケア１）第2号       平成27年 3月 1日
     甲医1572 機能推進機構山梨病院甲府市朝日３丁目１１番１６号 　　一般   168 地域包括ケア病棟入院料１
     055-252-8831  (055-253-4735) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402,1017,6 公益財団法人山梨厚生〒405-0033 一般 （地包ケア１）第19号      平成29年 9月 1日
     山医1017 会　山梨厚生病院 山梨市落合８６０ 　　一般   293 地域包括ケア病棟入院料１
     0553-23-1311  (0553-23-0168) 一般 当該病棟区分:一般
     　　感染     4 病棟入院料病床数:35床
     精神       200 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502,1027,5 加納岩総合病院 〒405-0018 一般       160（地包ケア１）第10号      平成28年 6月 1日
     山医1027 山梨市上神内川１３０９ 地域包括ケア病棟入院料１
     0553-22-2511  (0553-23-1872) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    607,1002,7 身延町早川町国民健康〒409-3423 一般        60（地包ケア１）第6号       平成27年10月 1日
     南医1002 保険病院一部事務組合南巨摩郡身延町飯富１６２８ 療養        26 地域包括ケア入院医療管理料１
     立飯富病院 0556-42-2322  (0556-42-3481) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:20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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    707,1119,9 峡南医療センター企業〒400-0601 一般 （地包ケア１）第16号      平成29年 6月 1日
     南医1119 団　富士川病院 南巨摩郡富士川町鰍沢３４０－１　　一般   154 地域包括ケア入院医療管理料１
     0556-22-3135  (0556-22-3884) 一般 当該病床届出病棟区分:一般
     　　感染     4 入院医療管理料病床数:10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    809,1001,5 韮崎市国民健康保険　〒407-0024 一般       137（地包ケア１）第20号      平成29年 9月 1日
     韮医1001 韮崎市立病院 韮崎市本町三丁目５－３ 療養        34 地域包括ケア病棟入院料１
     0551-22-1221  (0551-22-9731) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:39床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    912,1088,6 国民健康保険　富士吉〒403-0005 一般 （地包ケア１）第12号      平成28年 9月 1日
     富医1088 田市立病院 富士吉田市上吉田６５３０番地 　　一般   254 地域包括ケア病棟入院料１
     0555-22-4111  (0555-22-6995) 一般 当該病棟区分:一般
     　　特定     6 病棟入院料病床数:50床
     療養        50 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1013,1055,3 山梨赤十字病院 〒401-0301 一般       224（地包ケア１）第1号       平成26年12月 1日
     都医1055 南都留郡富士河口湖町船津６６６結核         6 地域包括ケア病棟入院料１
     ３－１ 療養        45 病棟入院料病床数:49床
     0555-72-2222  (0555-73-1385) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1116,1006,9 巨摩共立病院 〒400-0301 一般       103（地包ケア１）第21号      平成29年 9月 1日
     南市医1006 南アルプス市桃園３４０ 療養        48 地域包括ケア入院医療管理料１
     055-283-3131  (055-282-5614) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1217,1013,3 医療法人仁和会　竜王〒400-0114 療養        63（地包ケア１）第18号      平成29年 7月 1日
     甲斐医1013 リハビリテーション病甲斐市万才２８７－７ 地域包括ケア入院医療管理料１
     院 055-276-1155  (055-279-3751) 当該病床届出病棟区分:療養
     入院医療管理料病床数:9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     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1318,1006,5 医療法人桃花会　一宮〒405-0077 一般        77（地包ケア１）第15号      平成29年 4月 1日
     笛医1006 温泉病院 笛吹市一宮町坪井１７４５ 療養        46 地域包括ケア病棟入院料１
     0553-47-3131  (0553-47-3434) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1418,1011,5 医療法人銀門会　甲州〒406-0032 一般        46（地包ケア１）第17号      平成29年 6月 1日
     笛医1011 リハビリテーション病笛吹市石和町四日市場２０３１－一般        45 地域包括ケア入院医療管理料１
     院 ２５ 療養        45 当該病床届出病棟区分:一般
     055-262-3121  (055-262-3727) 療養        44 入院医療管理料病床数:12床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1520,1023,6 上野原市立病院 〒409-0112 一般 （地包ケア１）第22号      平成30年 2月 1日
     上医1023 上野原市上野原３５０４番地３ 　　一般    85 地域包括ケア病棟入院料１
     0554-62-5121  (0554-63-2469) 一般 当該病棟区分:一般
     　　一般    50 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     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    114,1041,1 大月市立中央病院 〒401-0015 一般 （地包ケア２）第4号       平成29年 8月 1日
     大医1041 大月市大月町花咲１２２５ 　　一般   144 地域包括ケア入院医療管理料２
     0554-22-1251  (0554-22-3765) 一般 当該病床届出病棟区分:療養
     　　感染     4 入院医療管理料病床数:14床
     療養        49
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


