
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特殊疾患病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月29日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    102,1017,6 公益財団法人山梨厚生〒405-0033 一般 （特疾１）第2号           平成24年 9月 1日
     山医1017 会　山梨厚生病院 山梨市落合８６０ 　　一般   293 病棟名:２－１病棟
     0553-23-1311  (0553-23-0168) 一般
     　　感染     4
     精神       200
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特殊疾患病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月29日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1074,9 公益財団法人リヴィー〒400-0001 精神       234（特疾２）第1号           平成20年10月 1日
     甲医1074 ズ　ＨＡＮＡＺＯＮＯ甲府市和田町２９６８番地 病棟名:Ｌ病棟
     ホスピタル 055-253-2228  (055-253-8257) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :29.36㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.22㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:48床
     入院患者の比率:91.3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1093,9 住吉病院 〒400-0851 精神       295（特疾２）第3号           平成24年 7月 1日
     甲医1093 甲府市住吉四丁目１０－３２ 病棟名:第５病棟
     055-235-1521  (055-235-1507) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.62㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.93㎡
     入院患者の比率:82
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1115,0 医療法人山角会　山角〒400-0007 精神       222（特疾２）第8号           平成28年 4月 1日
     甲医1115 病院 甲府市美咲一丁目６－１０ 病棟名:２病棟
     055-252-2219  (055-251-3486) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.6㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:60床
     入院患者の比率:89.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402,1046,5 日下部記念病院 〒405-0018 精神       282（特疾２）第7号           平成28年 2月 1日
     山医1046 山梨市上神内川１３６３ 病棟名:Ａ２病棟
     0553-22-0536  (0553-22-5064) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.6㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:58床
     入院患者の比率:86.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 緩和ケア病棟入院料　医科］ 平成30年 3月29日      3

   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 （緩）第3号               平成23年 4月 1日
     甲医1239 甲府市富士見一丁目１－１ 　　一般   584 当該病棟総数病床数①:15床
     055-253-7111  (055-253-2900) 一般（感染） 当該病棟の特別の療養環境の提
     　　感染     2 供に係る病床数の割合:40％
     結核        16 当該病棟の面積１床当たり:50.
     5㎡
     病室部分の面積１床当たり:13.
     68㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 精神科救急入院料１　医科］ 平成30年 3月29日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    109,1030,4 山梨県立北病院 〒407-0046 精神       186（精救１）第1号           平成26年 4月 1日
     韮医1030 韮崎市旭町上條南割３３１４－１
     ３
     0551-22-1621  (0551-23-0672)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 精神科急性期治療病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月29日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1093,9 住吉病院 〒400-0851 精神       295（精急１）第6号           平成23年 1月 1日
     甲医1093 甲府市住吉四丁目１０－３２ 病棟種別:精神
     055-235-1521  (055-235-1507) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:34床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    216,1002,8 医療法人南山会　峡西〒400-0405 精神       214（精急１）第7号           平成26年 8月 1日
     南市医1002 病院 南アルプス市下宮地４２１ 精神科急性期医師配置加算:加
     055-282-2151  (055-284-4886) 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 児童・思春期精神科入院医療管理料　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)

    109,1030,4 山梨県立北病院 〒407-0046 精神       186（児春入）第1号           平成29年 5月 1日
     韮医1030 韮崎市旭町上條南割３３１４－１
     ３
     0551-22-1621  (0551-23-0672)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 3月29日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1074,9 公益財団法人リヴィー〒400-0001 精神       234（精療）第37号            平成27年 5月 1日
     甲医1074 ズ　ＨＡＮＡＺＯＮＯ甲府市和田町２９６８番地 重症者加算１:有
     ホスピタル 055-253-2228  (055-253-8257) 退院調整加算:無
     病棟名:Ａ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｃ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1115,0 医療法人山角会　山角〒400-0007 精神       222（精療）第40号            平成28年 4月 1日
     甲医1115 病院 甲府市美咲一丁目６－１０ 重症者加算１:有
     055-252-2219  (055-251-3486) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１病棟
     病床数:52
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.96㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.9㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :17.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 3月29日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    302,1017,6 公益財団法人山梨厚生〒405-0033 一般 （精療）第38号            平成27年12月 1日
     山医1017 会　山梨厚生病院 山梨市落合８６０ 　　一般   293 重症者加算１:有
     0553-23-1311  (0553-23-0168) 一般 退院調整加算:無
     　　感染     4 病棟名:３－３病棟
     精神       200 病床数:40
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.3㎡
     病棟名:３－４病棟
     病床数:42
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.9㎡
     病棟名:３－５病棟
     病床数:28
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :37.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402,1046,5 日下部記念病院 〒405-0018 精神       282（精療）第39号            平成28年 2月 1日
     山医1046 山梨市上神内川１３６３ 重症者加算１:有
     0553-22-0536  (0553-22-5064) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ａ３病棟
     病床数:57
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    511,1002,9 医療法人回生堂病院 〒402-0005 精神       276（精療）第41号            平成28年 6月 1日
     都留医1002 都留市四日市場２７０ 重症者加算１:有
     0554-43-2291  (0554-43-5595) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｃ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.21㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 3月29日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    616,1002,8 医療法人南山会　峡西〒400-0405 精神       214（精療）第34号            平成26年 4月 1日
     南市医1002 病院 南アルプス市下宮地４２１ 重症者加算１:有
     055-282-2151  (055-284-4886) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:ブリエ（Ｂ）病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:クレル（Ｃ）病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    720,1001,2 三生会病院 〒409-0112 精神       260（精療）第35号            平成26年 4月 1日
     上医1001 上野原市上野原１１８５ 重症者加算１:有
     0554-62-3355  (0554-63-3676) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｅ病棟
     病床数:52
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


