
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      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    105･1706･4 社会医療法人栗山会　〒395-8505 一般       212（特疾２）第3号           平成29年12月 1日
     飯田病院 飯田市大通１－１５ 精神       235 病棟名:北４階病棟
     0265-22-5150  (0265-22-3988) 届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:55床
     入院患者の比率:82.5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 緩和ケア病棟入院料　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･1743･6 長野医療生活協同組合〒380-0814 一般       322（緩）第17号              平成29年 8月 1日
     　長野中央病院 長野市西鶴賀町１５７０番地 当該病棟総数病床数①:12床
     026-234-3211  (026-234-1493) 当該病棟の面積１床当たり:40.
     75㎡
     病室部分の面積１床当たり:8.2
     5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･1826･9 医療法人愛和会　愛和〒380-0904 一般 （緩）第14号              平成22年 8月 1日
     病院 長野市大字鶴賀１０４４－２ 　　一般    64 当該病棟総数病床数①:48床
     026-226-3863  (026-223-7168) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:27.1％
     当該病棟の面積１床当たり:30.
     24㎡
     病室部分の面積１床当たり:9.6
     6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    304･1702･6 岡谷市民病院 〒394-8512 一般 （緩）第16号              平成27年10月11日
     (04･3709･5) 岡谷市本町四丁目１１番３３号 　　一般   266 当該病棟総数病床数①:17床
     0266-23-8000  (0266-23-0818) 一般 当該病棟の面積１床当たり:31.
     　　感染     4 83㎡
     療養 病室部分の面積１床当たり:13.
     　　療養    25 32㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    414･1701･7 組合立諏訪中央病院 〒391-8503 一般 （緩）第12号              平成23年 4月 1日
     (14･2701･2) 茅野市玉川４３００番地 　　一般   324 当該病棟総数病床数①:12床
     0266-72-1000  (0266-72-4120) 療養        36 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:61.
     72㎡
     病室部分の面積１床当たり:13.
     37㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    532･1706･8 特定医療法人　新生病〒381-0295 一般        96（緩）第13号              平成23年 4月 1日
     (32･2706･3) 院 上高井郡小布施町大字小布施８５療養        59 当該病棟総数病床数①:20床
     １番地 当該病棟の特別の療養環境の提
     026-247-2033  (026-247-4727) 供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:62.
     69㎡
     病室部分の面積１床当たり:12.
     48㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    102･1722･8 医療法人芳州会　村井〒399-0037 精神        48（精救１）第2号           平成26年 4月 1日
     病院 松本市村井町西２丁目１５番１号精神       167 病棟数:1棟
     0263-58-2244  (0263-57-6585) 病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203･1715･0 医療法人友愛会　千曲〒386-8584 精神        39（精救１）第4号           平成26年 6月 1日
     荘病院 上田市中央東４番６１号 精神        48 病棟数:1棟
     0268-22-6611  精神       102 病床数:48床
     精神        50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    310･1602･5 長野県立こころの医療〒399-4101 精神       129（精救１）第5号           平成27年 1月 1日
     センター駒ヶ根 駒ケ根市下平２９０１ 病棟数:1棟
     0265-83-3181  (0265-83-4158) 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 精神科急性期治療病棟入院料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)

    102･1716･0 医療法人　和心会　松〒390-0847 療養        40（精急１）第5号           平成18年 4月 1日
     (02･2716･5) 南病院 松本市笹部３丁目１３－２９ 精神       200 看護配置加算:有
     0263-25-2303  (0263-28-8516) 看護補助加算:看護補助加算１
     病棟種別:精神
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202･1727･7 医療法人愛生会　松岡〒399-0011 精神       128（精急１）第10号          平成23年10月 1日
     病院 松本市寿北２－６－２ 病棟種別:精神
     0263-25-1093  (0263-28-2338) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:36床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    305･1706･4 社会医療法人栗山会　〒395-8505 一般       212（精急１）第16号          平成28年 3月 1日
     飯田病院 飯田市大通１－１５ 精神       235 病棟種別:精神
     0265-22-5150  (0265-22-3988) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    410･1602･5 長野県立こころの医療〒399-4101 精神       129（精急１）第12号          平成26年 4月 1日
     センター駒ヶ根 駒ケ根市下平２９０１ 病棟種別:精神
     0265-83-3181  (0265-83-4158) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:35床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    580･1011･2 独立行政法人国立病院〒384-8540 一般        80（精急１）第14号          平成27年10月 1日
     機構　小諸高原病院 小諸市甲４５９８ 精神       260 病棟種別:精神
     0267-22-0870  (0267-23-7034) 病床区分:精神
     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 精神科急性期治療病棟入院料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)

    101･1366･6 栗田病院 〒380-0921 療養        84（精急２）第6号           平成20年 1月 1日
     (01･2366･1) 長野市大字栗田６９５ 精神       531 病棟種別:精神
     026-226-1311  (026-224-8673) 精神       112 病床区分:精神
     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 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)

    102･1716･0 医療法人　和心会　松〒390-0847 療養        40（児春入）第2号           平成25年 3月 1日
     (02･2716･5) 南病院 松本市笹部３丁目１３－２９ 精神       200
     0263-25-2303  (0263-28-8516)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    210･1602･5 長野県立こころの医療〒399-4101 精神       129（児春入）第1号           平成24年 4月 1日
     センター駒ヶ根 駒ケ根市下平２９０１
     0265-83-3181  (0265-83-4158)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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･1366･6 栗田病院 〒380-0921 療養        84（精療）第58号            平成26年 4月 1日
     (01･2366･1) 長野市大字栗田６９５ 精神       531 重症者加算１:有
     026-226-1311  (026-224-8673) 精神       112 病棟名:別館２階Ａ
     病床数:56
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.65㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
     病棟名:別館３階Ａ
     病床数:56
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.65㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･1736･0 医療法人鶴賀会　鶴賀〒381-0901 精神       361（精療）第48号            平成26年 4月 1日
     病院 長野市鶴賀居町１７５０ 精神 重症者加算１:有
     026-243-7600  (026-259-0975) 　　特定   106 病棟名:南２
     病床数:53
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.02㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.6㎡
     病棟名:南３
     病床数:53
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.02㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    302･1716･0 医療法人　和心会　松〒390-0847 療養        40（精療）第51号            平成26年 4月 1日
     (02･2716･5) 南病院 松本市笹部３丁目１３－２９ 精神       200 重症者加算１:有
     0263-25-2303  (0263-28-8516) 病棟名:精神療養病棟１
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
     病棟名:精神療養病棟２
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり: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 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)

    402･1722･8 医療法人芳州会　村井〒399-0037 精神        48（精療）第57号            平成27年 4月 1日
     病院 松本市村井町西２丁目１５番１号精神       167 重症者加算１:有
     0263-58-2244  (0263-57-6585) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:その他
     病棟名:１－Ａ
     病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.8㎡
     届出に係る病棟:その他
     病棟名:２－Ａ
     病床数:59
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.7㎡
     届出に係る病棟:その他
     病棟名:２－Ｂ
     病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502･1727･7 医療法人愛生会　松岡〒399-0011 精神       128（精療）第50号            平成29年12月 1日
     病院 松本市寿北２－６－２ 重症者加算１:有
     0263-25-1093  (0263-28-2338) 病棟名:１病棟
     病床数:32
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.45㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.17㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.35㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.29㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

    602･1729･3 医療法人青雲会　倉田〒399-0011 精神       163（精療）第49号            平成26年 4月 1日
     病院 松本市寿北８－２１－２ 重症者加算１:有
     0263-58-2033  (0263-58-7521) 退院調整加算:無
     病棟名:Ａ－１
     病床数:46
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.56㎡
     病棟名:Ｂ－１
     病床数:57
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    703･1715･0 医療法人友愛会　千曲〒386-8584 精神        39（精療）第59号            平成26年 5月 1日
     荘病院 上田市中央東４番６１号 精神        48 重症者加算１:有
     0268-22-6611  精神       102 届出に係る病棟:精神
     精神        50 病棟名:西病棟
     病床数:38
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.15㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:東３階病棟
     病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.07㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.24㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:南４階病棟
     病床数:49
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.27㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    803･1767･1 メンタルサポート　そ〒386-0401 精神       113（精療）第60号            平成28年 6月 1日
     よかぜ病院 上田市塩川３０５７ー１ 届出に係る病棟:その他
     0268-35-0305  (0268-35-0534) 病棟名:精神療養病棟　西
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    919･1702･4 信濃病院 〒389-0512 精神       101（精療）第52号            平成26年 4月 1日
     東御市滋野乙３２９７ 重症者加算１:有
     0268-64-3366  (0268-64-2373) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:１階
     病床数:48
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:２階
     病床数:53
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1040･1706･1 豊科病院 〒399-8205 精神       140（精療）第55号            平成26年 4月 1日
     安曇野市豊科５７７７－１ 重症者加算１:有
     0263-72-8400  (0263-72-9351) 病棟名:Ｄ病棟
     病床数:44
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1140･1733･5 社会医療法人　城西医〒399-8103 精神       200（精療）第56号            平成26年 4月 1日
     療財団　ミサトピア小安曇野市三郷小倉６０８６－２ 重症者加算１:有
     倉病院 0263-76-5500  病棟名:２２
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:11㎡
     病棟名:１３
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.6㎡
     病棟名:２３
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:11㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


