
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 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-0096-4 京都博愛会病院 〒603-8041 一般       154（一般入院）第3104号      平成28年10月 1日
     (01-6096-4) 京都市北区上賀茂ケシ山一 療養        50 病棟種別:一般
     075-781-1131  (075-722-9400) 精神       186 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:41床
     区分:急性期一般入院料４
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-0180-6 冨田病院 〒603-8132 一般        99（一般入院）第3199号      平成30年 4月 1日
     京都市北区小山下内河原町５６ 病棟種別:一般
     075-491-3241  (075-491-7307) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:51床
     区分:急性期一般入院料４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    302-0024-4 西陣病院 〒602-8319 一般       320（一般入院）第3084号      平成28年10月 1日
     京都市上京区五辻通六軒町西入溝 病棟種別:一般
     前町１０３５ 病床区分:一般
     075-461-8800  (075-461-5514) 病棟数:4棟
     病床数:171床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402-0025-1 社会医療法人西陣健康〒602-0056 一般       198（一般入院）第3085号      平成28年10月 1日
     会　堀川病院 京都市上京区堀川通今出川上ル北 病棟種別:一般
     舟橋町８６５ 病床区分:一般
     075-441-8181  (075-441-8222) 病棟数:2棟
     病床数:94床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502-0078-0 医療法人　相馬病院 〒602-8386 一般       130（一般入院）第3086号      平成28年10月 1日
     京都市上京区御前通今小路下ル南 病棟種別:一般
     馬喰町９１１ 病棟数:2棟
     075-463-4301  (075-462-7739) 病床数:125床
     区分:急性期一般入院料６
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602-0215-8 医療法人幸生会　室町〒602-0031 一般        50（一般入院）第3145号      平成29年 4月 1日
     病院 京都市上京区室町通上立売下ル裏 病棟種別:一般
     築地町８８ 病棟数:1棟
     075-441-5859  (075-451-9062) 病床数:50床
     区分:地域一般入院料３
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定: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 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    702-0360-2 医療法人愛寿会　同仁〒602-0917 一般        39（一般入院）第3187号      平成30年 3月 1日
     病院 京都市上京区一条通新町東入東日介護        60 病棟種別:一般
     野殿町３９４－１ 病棟数:1棟
     075-431-3300  (075-432-0036) 病床数:39床
     区分:急性期一般入院料４
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    803-0156-2 医療法人財団今井会足〒604-0832 一般        51（一般入院）第2857号      平成26年 4月 1日
     立病院　足立病院 京都市中京区間之町通押小路上ル 病棟種別:一般
     鍵屋町４８１ 病床区分:一般
     075-221-7431  (075-221-7435) 病棟数:1棟
     病床数:51床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    903-0534-0 公益社団法人京都保健〒604-8453 一般       359（一般入院）第3110号      平成28年10月 1日
     (03-6534-0) 会　京都民医連中央病京都市中京区西ノ京春日町１６－療養        52 病棟種別:一般
     院 １ 病床区分:一般
     075-822-2777  (075-822-2575) 病棟数:7棟
     病床数:274床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1003-0694-2 医療法人西大路病院 〒604-8437 一般 （一般入院）第2773号      平成24年 7月 1日
     京都市中京区西ノ京東中合町１２　　一般    51 病棟種別:一般
     番地１ 療養 病床区分:一般
     075-821-2355  (075-822-3858) 　　療養    19 病棟数:1棟
     病床数:51床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1103-0770-0 山元病院 〒604-8353 一般        35（一般入院）第3033号      平成28年 4月 1日
     京都市中京区岩上通蛸薬師下る宮 病棟種別:一般
     本町７９５ 病床区分:一般
     075-801-3281  病棟数:1棟
     病床数:35床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1203-0860-9 がくさい病院 〒604-8845 一般        90（一般入院）第3170号      平成29年 9月 1日
     京都市中京区壬生東高田町１番９ 病棟種別:一般
     075-754-7111  (075-754-7100) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:急性期一般入院料５
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算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 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1303-0862-5 医療法人社団洛和会　〒604-8401 一般       150（一般入院）第3201号      平成30年 4月 1日
     洛和会丸太町病院 京都市中京区聚楽廻松下町９番７ 病棟種別:一般
     075-801-0351  (075-822-9427) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:144床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1404-0053-9 京都回生病院 〒600-8814 一般       116（一般入院）第3204号      平成30年 4月 1日
     京都市下京区中堂寺庄ノ内町８ 療養        59 病棟種別:一般
     075-311-5121  (075-314-1843) 病棟数:1棟
     病床数:56床
     区分:地域一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1504-0361-6 医療法人愛友会　明石〒600-8884 一般        38（一般入院）第2661号      平成24年 4月 1日
     病院 京都市下京区西七条南衣田町９３療養        82 病棟種別:一般
     075-313-1453  (075-312-5030) 病棟数:1棟
     病床数:38床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1604-0431-7 医療法人親友会　島原〒600-8821 一般        62（一般入院）第3087号      平成28年10月 1日
     病院 京都市下京区小坂町７－４ 病棟種別:一般
     075-371-3232  (075-371-3300) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:22床
     区分:急性期一般入院料６
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1704-0512-4 武田病院 〒600-8558 一般       394（一般入院）第3106号      平成28年10月 1日
     京都市下京区塩小路通西洞院東入 病棟種別:一般
     東塩小路町８４１番地の５ 病棟数:5棟
     075-361-1351  (075-361-7602) 病床数:210床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1804-0584-3 医療法人社団　恵心会〒600-8884 一般       240（一般入院）第3205号      平成30年 4月 1日
     　京都武田病院 京都市下京区西七条南衣田町１１ 病棟種別:一般
     番地 病棟数:1棟
     075-312-7001  (075-311-6771) 病床数:60床
     区分:急性期一般入院料４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1904-0662-7 新京都南病院 〒600-8861 一般 （一般入院）第3195号      平成28年10月 1日
     京都市下京区七条御所ノ内北町９　　一般   107 病棟種別:一般
     ４番地 病棟数:4棟
     075-322-3344  (075-322-4100) 病床数:107床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2005-0020-5 医療法人同仁会（社団〒601-8453 一般       207（一般入院）第3149号      平成29年 4月 1日
     ）京都九条病院 京都市南区唐橋羅城門町１０ 病棟種別:一般
     075-691-7121  (075-662-6686) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:150床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2105-0132-8 医療法人財団医道会　〒601-8325 一般       182（一般入院）第3182号      平成30年 1月 1日
     十条武田リハビリテー京都市南区吉祥院八反田町３２ 病棟種別:一般
     ション病院 075-671-2351  (075-671-2488) 病棟数:1棟
     病床数:39床
     区分:急性期一般入院料５
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2205-0203-7 医療法人財団今井会足〒601-8474 一般        30（一般入院）第2674号      平成24年 4月 1日
     立病院　第二足立病院京都市南区四ツ塚町１ 病棟種別:一般
     075-681-7316  (075-681-0131) 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2305-0208-6 医療法人社団親和会　〒601-8428 一般        47（一般入院）第2834号      平成25年11月 1日
     京都木原病院 京都市南区東寺東門前町２５番地 病棟種別:一般
     075-661-5678  (075-662-5849) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:47床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2405-0341-5 医療法人社団　洛和会〒601-8441 一般        46（一般入院）第3024号      平成28年 2月 1日
     　洛和会東寺南病院 京都市南区西九条南田町１番地 病棟種別:一般
     075-672-7500  (075-661-9237) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2506-0029-4 一般財団法人日本バプ〒606-8273 一般       167（一般入院）第3114号      平成28年10月 1日
     テスト連盟医療団　総京都市左京区北白川山ノ元町４７ 病棟種別:一般
     合病院　日本バプテス075-781-5191  (075-701-9996) 病床区分:一般
     ト病院 病棟数:4棟
     病床数:130床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2606-0084-9 医療法人寿尚会　洛陽〒606-0017 一般        98（一般入院）第3196号      平成30年 4月 1日
     病院 京都市左京区岩倉上蔵町１４３ 療養        37 病棟種別:一般
     075-781-7151  (075-781-7156) 病棟数:1棟
     病床数:49床
     区分:急性期一般入院料７
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2706-0134-2 公益社団法人信和会　〒606-8226 一般       172（一般入院）第3197号      平成30年 4月 1日
     京都民医連第二中央病京都市左京区田中飛鳥井町８９ 病棟種別:一般
     院 075-701-6111  (075-781-9892) 病棟数:1棟
     病床数:34床
     区分:急性期一般入院料４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2806-0366-0 医療法人社団順和会　〒606-0866 一般        52（一般入院）第2828号      平成25年10月 1日
     京都下鴨病院 京都市左京区下鴨東森ケ前町１７ 病棟種別:一般
     075-781-1158  (075-722-2306) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2906-0460-1 医療法人社団貴順会　〒606-8392 一般        52（一般入院）第3184号      平成30年 2月 1日
     川病院 京都市左京区聖護院山王町１ 病棟種別:一般
     075-761-0316  (075-771-0528) 病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:急性期一般入院料５
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3006-0507-9 医療法人社団行陵会　〒601-1245 一般        31（一般入院）第3116号      平成28年10月 1日
     (06-6507-9) 京都大原記念病院 京都市左京区大原戸寺町３３４番療養       172 病棟種別:一般
     地１ 病棟数:1棟
     075-744-3121  (075-744-3126) 病床数:31床
     区分:急性期一般入院料５
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3106-0804-0 医療法人社団行陵会　〒606-8315 一般        26（一般入院）第3193号      平成30年 4月 1日
     京都近衛リハビリテー京都市左京区吉田近衛町２６番地療養        32 病棟種別:一般
     ション病院 075-762-5000  (075-762-5010) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:26床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3207-0612-5 一般財団法人　泉谷病〒616-8042 一般 （一般入院）第3047号      平成28年 5月 1日
     院 京都市右京区花園伊町４１番７ 　　一般    71 病棟種別:一般
     075-466-0111  (075-467-1650) 病棟数:2棟
     病床数:71床
     区分:地域一般入院料３
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3307-0618-2 医療法人社団松仁会　〒615-0925 一般 （一般入院）第2159号      平成18年 4月 1日
     内田病院 京都市右京区梅津大縄場町６番地　　一般    63 病棟種別:一般
     ９ 病棟数:1棟
     075-882-6666  病床数:63床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3407-0664-6 医療法人社団京健会　〒615-0026 一般 （一般入院）第3089号      平成28年10月 1日
     西京病院 京都市右京区西院北矢掛町３９番　　一般    50 病棟種別:一般
     地の１ 療養 病床区分:一般
     075-313-0721  (075-313-1089) 　　療養    50 病棟数:1棟
     介護 病床数:50床
     　　療養    50 区分:急性期一般入院料６
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3507-0670-3 医療法人　河端病院 〒616-8173 一般 （一般入院）第2833号      平成25年10月14日
     京都市右京区太秦上ノ段町１６番　　一般    50 病棟種別:一般
     地 病床区分:一般
     075-861-1131  (075-861-1321) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:地域一般入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3607-0686-9 社会医療法人太秦病院〒616-8083 一般        45（一般入院）第3167号      平成29年 8月 1日
     京都市右京区太秦安井西沢町４番 病棟種別:一般
     地１３ 病床区分:一般
     075-811-7711  (075-811-7722) 病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3708-0448-2 医療法人　原田病院 〒605-0947 一般 （一般入院）第2746号      平成24年 4月 2日
     京都市東山区七条通大和大路西入　　一般    50 病棟種別:一般
     西之門町５４６番地２ 病床区分:一般
     075-551-5668  (075-525-2621) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3809-0224-5 社会医療法人弘仁会　〒612-8034 一般       168（一般入院）第3090号      平成28年10月 1日
     大島病院 京都市伏見区桃山町泰長老１１５ 病棟種別:一般
     075-622-0701  病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:急性期一般入院料５
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3909-0304-5 蘇生会総合病院 〒612-8473 一般       230（一般入院）第3091号      平成28年10月 1日
     (09-6304-5) 京都市伏見区下鳥羽広長町１０１療養        60 病棟種別:一般
     番地 介護        60 病棟数:4棟
     075-621-3101  (075-612-5790) 病床数:176床
     区分:急性期一般入院料１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4009-0336-7 医療法人医仁会　武田〒601-1495 一般       500（一般入院）第3066号      平成28年 9月 1日
     (09-6336-7) 総合病院 京都市伏見区石田森南町２８－１ 病棟種別:一般
     075-572-6331  (075-571-8877) 病床区分:一般
     病棟数:7棟
     病床数:405床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4109-0399-5 医療法人松寿会　共和〒601-1378 一般       110（一般入院）第2933号      平成26年10月 1日
     病院 京都市伏見区醍醐川久保町３０ 病棟種別:一般
     075-573-2122  (075-573-0517) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:110床
     区分:急性期一般入院料７
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4209-0676-6 医療法人社団　淀さん〒613-0911 一般 （一般入院）第3198号      平成27年 8月 1日
     せん会　金井病院 京都市伏見区淀木津町６１２－１　　一般   110 病棟種別:一般
     ２ 療養 病棟数:1棟
     075-631-1215  (075-632-1574) 　　療養    41 病床数:52床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4309-0757-4 社会福祉法人　浩照会〒612-8364 一般       139（一般入院）第3192号      平成28年10月 1日
     　伏見桃山総合病院 京都市伏見区下油掛町８９５ 療養        60 病棟種別:一般
     075-621-1111  (075-602-2855) 病棟数:2棟
     病床数:74床
     区分:急性期一般入院料６
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定: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 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4411-0059-1 京都岡本記念病院 〒613-0034 一般       419（一般入院）第3200号      平成30年 4月 1日
     京都府久世郡久御山町佐山西ノ口 病棟種別:一般
     ５８番地 病床区分:一般
     0774-48-5500  (0774-44-7159) 病棟数:7棟
     病床数:292床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4512-0028-4 宇治おうばく病院 〒611-0011 一般        42（一般入院）第2788号      平成24年10月 1日
     宇治市五ヶ庄三番割３２－１ 療養        58 病棟種別:一般
     0774-32-8111  (0774-31-1366) 介護        60 病棟数:1棟
     精神       395 病床数:42床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4612-0173-8 医療法人和松会　六地〒611-0001 一般       199（一般入院）第3138号      平成29年 1月 1日
     蔵総合病院 宇治市六地蔵奈良町９ 病棟種別:一般
     0774-33-1717  (0774-33-1782) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:急性期一般入院料６
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4712-0253-8 医療法人社団一心会　〒611-0021 一般        35（一般入院）第3119号      平成28年10月 1日
     都倉病院 宇治市宇治山本２７ 療養        20 病棟種別:一般
     0774-22-4521  (0774-20-3987) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:35床
     区分:急性期一般入院料６
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4812-0326-2 宇治武田病院 〒611-0021 一般       177（一般入院）第3043号      平成28年 4月 1日
     (12-6326-2) 宇治市宇治里尻３６－２６ 病棟種別:一般
     0774-25-2500  病棟数:4棟
     病床数:177床
     区分:急性期一般入院料５
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4912-0365-0 社会福祉法人　あじろ〒611-0011 一般       140（一般入院）第3093号      平成28年10月 1日
     ぎ会　宇治病院 宇治市五ケ庄芝ノ東５４番地の２療養       113 病棟種別:一般
     0774-32-6000  (0774-33-2648) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:急性期一般入院料６
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３



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 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5012-0369-2 医療法人徳洲会　宇治〒611-0041 一般       473（一般入院）第3063号      平成28年 8月 1日
     (12-6369-2) 徳洲会病院 京都府宇治市槇島町石橋１４５番 病棟種別:一般
     0774-20-1111  (0774-20-2336) 病床区分:一般
     病棟数:8棟
     病床数:378床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5114-0172-6 医療法人社団医聖会　〒619-0238 一般       250（一般入院）第3203号      平成30年 4月 1日
     学研都市病院 京都府相楽郡精華町精華台７丁目療養        50 病棟種別:一般
     ４－１ 病床区分:一般
     0774-98-2123  病棟数:2棟
     病床数:107床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5216-0148-1 医療法人　清仁会　亀〒621-0834 一般        92（一般入院）第3206号      平成30年 4月 1日
     岡シミズ病院 亀岡市篠町広田１丁目３２番１５療養        85 病棟種別:一般
     号 病棟数:1棟
     0771-23-0013  病床数:58床
     区分:急性期一般入院料５
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5316-0157-2 亀岡市立病院 〒621-8585 一般       100（一般入院）第3100号      平成28年10月 1日
     京都府亀岡市篠町篠野田１番地１ 病棟種別:一般
     0771-25-7313  (0771-25-7312) 病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:急性期一般入院料６
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5418-0095-0 綾部市立病院 〒623-0011 一般       206（一般入院）第3207号      平成30年 4月 1日
     綾部市青野町大塚２０－１ 病棟種別:一般
     0773-43-0123  (0773-42-7870) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:156床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5518-0103-2 医療法人綾冨士会　綾〒623-0046 一般        86（一般入院）第3186号      平成30年 3月 1日
     部ルネス病院 綾部市大島町二反田７番地の１６ 病棟種別:一般
     0773-42-8601  (0773-42-8603) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:急性期一般入院料６
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5618-0112-3 公益社団法人京都保健〒623-0045 一般        52（一般入院）第3122号      平成28年10月 1日
     会　京都協立病院 綾部市高津町三反田１番地 療養        47 病棟種別:一般
     0773-42-0440  (0773-42-9459) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:急性期一般入院料５
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5726-0231-4 医療法人福冨士会　京〒620-0054 一般       171（一般入院）第3178号      平成29年12月 1日
     (26-6231-4) 都ルネス病院 京都府福知山市末広町４丁目１３ 病棟種別:一般
     番地 病床区分:一般
     0773-22-3550  (0773-23-3745) 病棟数:3棟
     病床数:110床
     区分:急性期一般入院料４
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5828-0071-0 医療法人啓信会　京都〒610-0101 一般       313（一般入院）第3072号      平成28年 9月 1日
     きづ川病院 城陽市平川西六反２６－１ 病棟種別:一般
     0774-54-1111  (0774-54-1119) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:156床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5928-0104-9 医療法人正信会　ほう〒610-0121 一般 （一般入院）第3131号      平成28年10月 1日
     ゆう病院 城陽市寺田垣内後４３－４ 　　一般    47 病棟種別:一般
     0774-53-8100  療養 病棟数:1棟
     　　療養    41 病床数:47床
     区分:急性期一般入院料６
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6029-0041-1 医療法人社団医聖会　〒614-8071 一般        98（一般入院）第3210号      平成30年 4月 1日
     八幡中央病院 八幡市八幡五反田３９－１ 療養        52 病棟種別:一般
     075-983-0119  病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:急性期一般入院料５
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6129-0080-9 社会医療法人美杉会　〒614-8366 一般       199（一般入院）第3124号      平成28年10月 1日
     男山病院 八幡市男山泉１９ 病棟種別:一般
     075-983-0001  病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:127床
     区分:急性期一般入院料１



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 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6230-0057-5 医療法人社団千春会　〒617-0826 一般        60（一般入院）第3155号      平成29年 5月 1日
     千春会病院 長岡京市開田２丁目１４－２６ 病棟種別:一般
     075-954-2175  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:急性期一般入院料１
     ＡＤＬ維持向上等体制加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6330-0062-5 医療法人医修会　新河〒617-0825 一般        99（一般入院）第3202号      平成30年 4月 1日
     端病院 長岡京市一文橋２丁目３１－１ 病棟種別:一般
     075-954-3136  病棟数:2棟
     病床数:99床
     区分:急性期一般入院料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6431-0098-7 医療法人　真生会　向〒617-0001 一般       110（一般入院）第2658号      平成24年 3月 1日
     日回生病院 京都府向日市物集女町中海道９２療養        48 病棟種別:一般
     番地の１２ 介護        52 病床区分:一般
     075-934-6881  (075-933-9413) 病棟数:1棟
     病床数:56床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6532-0020-9 医療法人社団石鎚会　〒610-0334 一般       188（一般入院）第3101号      平成28年10月 1日
     田辺中央病院 京田辺市田辺中央六丁目１番地６ 病棟種別:一般
     0774-63-1111  病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:138床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6633-0001-7 公益財団法人　丹後中〒627-8555 一般 （一般入院）第3171号      平成29年10月 1日
     央病院 京丹後市峰山町杉谷１５８－１ 　　一般   256 病棟種別:一般
     0772-62-0791  療養 病床区分:一般
     　　療養    50 病棟数:5棟
     病床数:210床
     区分:急性期一般入院料５
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6733-0013-2 特定医療法人三青園　〒629-3113 一般       100（一般入院）第2784号      平成24年10月 1日
     (33-6013-2) 丹後ふるさと病院 京丹後市網野町小浜６７３ 療養        60 病棟種別:一般
     0772-72-5055  病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6834-0028-8 明治国際医療大学附属〒629-0392 一般       114（一般入院）第3139号      平成29年 2月 1日
     (34-6028-8) 病院 南丹市日吉町保野田ヒノ谷６－１ 病棟種別:一般
     0771-72-1221  病棟数:2棟
     病床数:114床
     区分:急性期一般入院料５
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6934-0041-1 医療法人社団菫会園部〒622-0002 一般        60（一般入院）第3194号      平成30年 4月 1日
     病院 京都府南丹市園部町美園町５号８ 病棟種別:一般
     番地７ 病床区分:一般
     0771-62-0515  (0771-62-2832) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:地域一般入院料１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7040-0009-5 社会福祉法人京都社会〒615-8256 一般       525（一般入院）第3107号      平成28年10月 1日
     事業財団　京都桂病院京都市西京区山田平尾町１７ 結核        60 病棟種別:一般
     075-391-5811  病床区分:一般
     病棟数:10棟
     病床数:515床
     区分:急性期一般入院料１
     ＡＤＬ維持向上等体制加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7140-0010-3 三菱京都病院 〒615-8087 一般 （一般入院）第3127号      平成28年10月 1日
     (40-6010-3) 京都市西京区桂御所町１ 　　一般   188 病棟種別:一般
     075-381-2111  病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:160床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7240-0071-5 医療法人清仁会　シミ〒615-8237 一般       143（一般入院）第3123号      平成28年10月 1日
     ズ病院 京都市西京区山田中吉見町１１－ 病棟種別:一般
     ２ 病床区分:一般
     075-381-5161  (075-381-2182) 病棟数:2棟
     病床数:105床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7340-0123-4 医療法人清仁会　洛西〒610-1106 一般       211（一般入院）第3209号      平成30年 4月 1日
     (40-6123-4) シミズ病院 京都市西京区大枝沓掛町１３－１ 病棟種別:一般
     ０７ 病床区分:一般
     075-331-8778  病棟数:2棟
     病床数:80床
     区分:急性期一般入院料４



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 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7440-0241-4 医療法人　弘正会　西〒615-8231 一般       199（一般入院）第3071号      平成28年 9月 1日
     (40-6241-4) 京都病院 京都市西京区御陵溝浦町２４番地 病棟種別:一般
     075-381-5166  (075-391-6166) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:急性期一般入院料４
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7540-0244-8 医療法人倖生会　身原〒615-8227 一般 （一般入院）第2759号      平成24年 6月 1日
     病院 京都市西京区上桂宮ノ後町６番地　　一般    29 病棟種別:一般
     の８ 病床区分:一般
     075-392-3111  (075-382-3111) 病棟数:1棟
     病床数:29床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7640-0253-9 医療法人清仁会　洛西〒610-1142 一般 （一般入院）第3208号      平成30年 4月 1日
     (40-6253-9) ニュータウン病院 京都市西京区大枝東新林町３丁目　　一般   138 病棟種別:一般
     ６番地 療養 病床区分:一般
     075-332-0123  (075-332-3355) 　　療養    46 病棟数:2棟
     病床数:108床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7741-0024-2 一般社団法人愛生会山〒607-8086 一般       256（一般入院）第3163号      平成29年 7月 1日
     科病院 京都市山科区竹鼻四丁野町１９番 病棟種別:一般
     地の４ 病床区分:一般
     075-594-2323  病棟数:2棟
     病床数:119床
     区分:急性期一般入院料１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7841-0107-5 医療法人社団洛和会　〒607-8062 一般       488（一般入院）第3082号      平成28年 9月 1日
     (41-6107-5) 洛和会音羽病院 京都市山科区音羽珍事町２ 精神        60 病棟種別:一般
     075-593-4111  (075-501-5747) 病床区分:一般
     病棟数:8棟
     病床数:376床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7941-0252-9 医療法人社団洛和会　〒607-8116 一般       102（一般入院）第3039号      平成28年 4月 1日
     洛和会音羽記念病院 京都市山科区小山鎮守町２９番１療養        31 病棟種別:一般
     075-594-8010  (075-593-8035) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:56床
     区分:急性期一般入院料４
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１



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 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8096-0006-3 京都中部総合医療セン〒629-0197 一般       454（一般入院）第3098号      平成28年10月 1日
     (96-6006-3) ター 南丹市八木町八木上野２５ 結核        10 病棟種別:一般
     0771-42-2510  病床区分:一般
     病棟数:6棟
     病床数:299床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8196-0013-9 京都市桃陽病院 〒612-0833 一般 （一般入院）第3141号      平成29年 2月 1日
     京都市伏見区深草大亀谷岩山町４　　一般    80 病棟種別:一般
     ８－１ 結核 病床区分:一般
     075-641-8275  　　感染    20 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8296-0015-4 京都山城総合医療セン〒619-0214 一般       321（一般入院）第3099号      平成28年10月 1日
     ター 京都府木津川市木津駅前１丁目２ 病棟種別:一般
     ７番地 病床区分:一般
     0774-72-0235  病棟数:5棟
     病床数:264床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8396-0020-4 京都府立心身障害者福〒610-0113 一般        25（一般入院）第2751号      平成24年 4月 1日
     (96-6020-4) 祉センター　附属リハ城陽市大字中小字芦原 病棟種別:一般
     ビリテーション病院 07745-4-1400  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:25床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8496-0021-2 市立福知山市民病院 〒620-8505 一般       340（一般入院）第3073号      平成28年 9月 1日
     福知山市厚中町２３１ 一般（感染） 病棟種別:一般
     0773-22-2101               4 病床区分:一般
     結核        10 病棟数:8棟
     病床数:300床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8596-0024-6 京丹後市立久美浜病院〒629-3403 一般 （一般入院）第3088号      平成28年10月 1日
     (96-6024-6) 京丹後市久美浜町１６１番地 　　一般   110 病棟種別:一般
     0772-82-1500  療養 病棟数:2棟
     　　療養    60 病床数:110床
     区分:急性期一般入院料５
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算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 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8696-0025-3 京丹後市立弥栄病院 〒627-0111 一般 （一般入院）第3185号      平成29年12月 1日
     (96-6025-3) 京丹後市弥栄町溝谷３４５２番地　　一般   150 病棟種別:一般
     の１ 療養 病棟数:3棟
     0772-65-2003  　　療養    50 病床数:150床
     区分:急性期一般入院料６
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8796-0028-7 国保京丹波町病院 〒622-0311 一般        47（一般入院）第2985号      平成27年 7月 1日
     船井郡京丹波町和田大下２８番地 病棟種別:一般
     0771-86-0220  病棟数:1棟
     病床数:47床
     区分:地域一般入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8896-0029-5 市立福知山市民病院大〒620-0301 一般 （一般入院）第3146号      平成29年 4月 1日
     江分院 福知山市大江町河守１８０番地 　　一般    44 病棟種別:一般
     0773-56-0138  療養 病棟数:1棟
     　　療養    28 病床数:44床
     区分:急性期一般入院料５
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8996-0031-1 京都市立病院 〒604-8845 一般       528（一般入院）第3168号      平成29年 8月 1日
     (96-6031-1) 京都市中京区壬生東高田町１番地結核        12 病棟種別:一般
     の２ 一般（感染） 病床区分:一般
     075-311-5311  (075-311-5367)              8 病棟数:11棟
     病床数:502床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9096-0032-9 京都市立京北病院 〒601-0533 一般 （一般入院）第3117号      平成28年10月 1日
     京都市右京区京北下中町鳥谷３番　　一般    38 病棟種別:一般
     地 病床区分:一般
     075-854-0221  (075-854-0825) 病棟数:1棟
     病床数:38床
     区分:急性期一般入院料６
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定: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 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9196-0033-7 京都府立医科大学附属〒629-2261 一般       276（一般入院）第3068号      平成28年 9月 1日
     北部医療センター 京都府与謝郡与謝野町字男山４８一般（感染） 病棟種別:一般
     １番地              4 病床区分:一般
     0772-46-3371  (0772-46-3371) 結核        15 病棟数:6棟
     病床数:264床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9297-0001-2 京都第二赤十字病院 〒602-8026 一般       672（一般入院）第3080号      平成28年 9月 1日
     (97-6001-2) 京都市上京区釜座通丸太町上ル春 病棟種別:一般
     帯町３５５－５ 病床区分:一般
     075-231-5171  病棟数:11棟
     病床数:558床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9397-0003-8 京都第一赤十字病院 〒605-0981 一般       662（一般入院）第3165号      平成29年 8月 1日
     (97-6003-8) 京都市東山区本町十五丁目七四九結核         4 病棟種別:一般
     075-561-1121  病床区分:一般
     病棟数:10棟
     病床数:511床
     区分:急性期一般入院料１
     ＡＤＬ維持向上等体制加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9497-0005-3 独立行政法人地域医療〒603-8151 一般       300（一般入院）第3157号      平成29年 5月 1日
     (97-6005-3) 機能推進機構　京都鞍京都市北区小山下総町２７ 病棟種別:一般
     馬口医療センター 075-441-6101  (075-432-0825) 病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:221床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9597-0006-1 舞鶴赤十字病院 〒624-0906 一般       198（一般入院）第3083号      平成28年10月 1日
     舞鶴市字倉谷４２７ 病棟種別:一般
     0773-75-4175  病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:急性期一般入院料１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9697-0007-9 京都警察病院 〒603-8142 一般       100（一般入院）第3183号      平成30年 2月 1日
     京都市北区小山北上総町１４ 病棟種別:一般
     075-491-8559  病棟数:1棟
     病床数:51床
     区分:急性期一般入院料５
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算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 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9797-0009-5 国家公務員共済組合連〒625-8585 一般       300（一般入院）第3095号      平成28年10月 1日
     (97-6009-5) 合会　舞鶴共済病院 舞鶴市字浜１０３５ 病棟種別:一般
     0773-62-2510  病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:254床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9897-0012-9 社会福祉法人恩賜財団〒617-0814 一般       350（一般入院）第3096号      平成28年10月 1日
     　済生会京都府病院 長岡京市今里南平尾８ 病棟種別:一般
     075-955-0111  (075-954-8255) 病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:254床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9999-0001-8 独立行政法人国立病院〒612-8555 一般       600（一般入院）第3189号      平成30年 3月 1日
     (99-6001-8) 機構京都医療センター京都市伏見区深草向畑町１－１ 病棟種別:一般
     075-641-9161  病棟数:11棟
     病床数:494床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10099-0002-6 独立行政法人国立病院〒625-8502 一般       289（一般入院）第3212号      平成30年 4月 1日
     機構舞鶴医療センター舞鶴市字行永２４１０ 精神       120 病棟種別:一般
     0773-62-2680  病棟数:3棟
     病床数:138床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10199-0006-7 独立行政法人国立病院〒610-0113 一般       300（一般入院）第3188号      平成30年 3月 1日
     (99-6006-7) 機構　南京都病院 城陽市大字中小字芦原１１ 結核       100 病棟種別:一般
     0774-52-0065  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:急性期一般入院料７
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10299-0007-5 独立行政法人国立病院〒616-8255 一般       380（一般入院）第3153号      平成29年 4月 1日
     (99-6007-5) 機構　宇多野病院 京都市右京区鳴滝音戸山町８ 病棟種別:一般
     075-461-5121  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:急性期一般入院料４
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10399-0009-1 京都逓信病院 〒604-8798 一般        99（一般入院）第3109号      平成28年10月 1日
     京都市中京区六角通新町西入西六 病棟種別:一般
     角町１０９番地 病床区分:一般
     075-241-7168  病棟数:2棟
     病床数:99床
     区分:急性期一般入院料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 6月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-0120-2 医療法人浜田会　洛北〒603-8002 療養        48（療養入院）第518号       平成30年 4月 1日
     病院 京都市北区上賀茂神山６番地 介護        90 病棟種別:療養
     075-701-0151  (075-791-9201) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-0314-1 社会福祉法人聖ヨゼフ〒603-8323 一般        81（療養入院）第385号       平成24年 4月 1日
     会　肢体不自由児・　京都市北区北野東紅梅町６ 療養        44 病棟種別:療養
     重症心身障害児施設聖075-462-7621  (075-464-2760) 病床区分:療養
     ヨゼフ医療福祉センタ 病棟数:1棟
     ー 病床数:44床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-0453-7 医療法人明生会賀茂病〒603-8434 一般        34（療養入院）第384号       平成24年 4月 1日
     院 京都市北区紫竹東栗栖町４３ 療養        25 病棟種別:療養
     075-493-3330  病棟数:1棟
     病床数:25床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    403-0694-2 医療法人西大路病院 〒604-8437 一般 （療養入院）第406号       平成24年10月 1日
     京都市中京区西ノ京東中合町１２　　一般    51 病棟種別:療養
     番地１ 療養 病床区分:療養
     075-821-2355  (075-822-3858) 　　療養    19 病棟数:1棟
     病床数:19床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    504-0053-9 京都回生病院 〒600-8814 一般       116（療養入院）第527号       平成30年 4月 1日
     京都市下京区中堂寺庄ノ内町８ 療養        59 病棟種別:療養
     075-311-5121  (075-314-1843) 病棟数:1棟
     病床数:59床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    604-0361-6 医療法人愛友会　明石〒600-8884 一般        38（療養入院）第456号       平成27年12月 1日
     病院 京都市下京区西七条南衣田町９３療養        82 病棟種別:療養
     075-313-1453  (075-312-5030) 病棟数:2棟
     病床数:82床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    705-0320-9 光仁病院 〒601-8474 療養        29（療養入院）第524号       平成30年 4月 1日
     京都市南区四ツ塚町７５ 病棟種別:療養
     075-672-6361  (075-672-6363) 病棟数:1棟
     病床数:29床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 6月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    806-0084-9 医療法人寿尚会　洛陽〒606-0017 一般        98（療養入院）第510号       平成30年 1月 1日
     病院 京都市左京区岩倉上蔵町１４３ 療養        37 病棟種別:療養
     075-781-7151  (075-781-7156) 病棟数:1棟
     病床数:37床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    906-0636-6 医療法人社団行陵会　〒606-8007 療養        60（療養入院）第536号       平成30年 5月 1日
     修学院病院 京都市左京区山端壱町田町８－８ 病棟種別:療養
     075-703-7000  (075-703-6868) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1006-0804-0 医療法人社団行陵会　〒606-8315 一般        26（療養入院）第519号       平成30年 4月 1日
     京都近衛リハビリテー京都市左京区吉田近衛町２６番地療養        32 病棟種別:療養
     ション病院 075-762-5000  (075-762-5010) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:32床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1107-0023-5 一般財団法人仁風会　〒616-8251 介護       120（療養入院）第500号       平成29年 8月 1日
     嵯峨野病院 京都市右京区鳴滝宇多野谷９ 療養        60 病棟種別:療養
     075-464-0321  (075-461-7383) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1207-0031-8 医療法人新生十全会　〒616-8214 精神       629（療養入院）第530号       平成30年 4月 1日
     (07-6031-8) 京都双岡病院 京都市右京区常盤古御所町２ 療養        48 病棟種別:療養
     075-881-2830  (075-864-2013) 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院料１
     夜間看護加算（療養病棟入院基
     本料の注１３）:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1307-0664-6 医療法人社団京健会　〒615-0026 一般 （療養入院）第520号       平成30年 4月 1日
     西京病院 京都市右京区西院北矢掛町３９番　　一般    50 病棟種別:療養
     地の１ 療養 病床区分:療養
     075-313-0721  (075-313-1089) 　　療養    50 病棟数:1棟
     介護 病床数:50床
     　　療養    50 区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1408-0340-1 医療法人社団　育生会〒605-0981 一般       120（療養入院）第521号       平成30年 4月 1日
     　京都久野病院 京都市東山区本町２２丁目５００療養       280 病棟種別:療養
     075-541-3136  病棟数:1棟
     病床数:56床
     区分:入院料１



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 6月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1509-0042-1 社会医療法人岡本病院〒612-8083 一般        54（療養入院）第466号       平成28年 8月 1日
     （財団）伏見岡本病院京都市伏見区京町九丁目５０ 療養        53 病棟種別:療養
     075-611-1114  (075-622-5048) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:53床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1609-0304-5 蘇生会総合病院 〒612-8473 一般       230（療養入院）第522号       平成30年 4月 1日
     (09-6304-5) 京都市伏見区下鳥羽広長町１０１療養        60 病棟種別:療養
     番地 介護        60 病棟数:1棟
     075-621-3101  (075-612-5790) 病床数:60床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1709-0443-1 一般財団法人仁風会　〒612-8494 療養        76（療養入院）第423号       平成26年 1月 1日
     京都南西病院 京都市伏見区久我東町８－２２ 介護        59 病棟種別:療養
     075-922-0321  (075-922-0325) 病棟数:1棟
     病床数:38床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1809-0635-2 医療法人　新生十全会〒601-1423 療養       232（療養入院）第508号       平成30年 1月 1日
     (09-6635-2) 　なごみの里病院 京都市伏見区日野西風呂町５番地介護       466 病棟種別:療養
     075-572-0634  病棟数:4棟
     病床数:232床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1909-0676-6 医療法人社団　淀さん〒613-0911 一般 （療養入院）第523号       平成30年 4月 1日
     せん会　金井病院 京都市伏見区淀木津町６１２－１　　一般   110 病棟種別:療養
     ２ 療養 病棟数:1棟
     075-631-1215  (075-632-1574) 　　療養    41 病床数:41床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2009-0757-4 社会福祉法人　浩照会〒612-8364 一般       139（療養入院）第516号       平成30年 4月 1日
     　伏見桃山総合病院 京都市伏見区下油掛町８９５ 療養        60 病棟種別:療養
     075-621-1111  (075-602-2855) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2112-0028-4 宇治おうばく病院 〒611-0011 一般        42（療養入院）第389号       平成24年 4月 1日
     宇治市五ヶ庄三番割３２－１ 療養        58 病棟種別:療養
     0774-32-8111  (0774-31-1366) 介護        60 病棟数:1棟
     精神       395 病床数:58床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 6月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2212-0167-0 医療法人長安会　中村〒611-0033 療養       103（療養入院）第431号       平成26年 7月 1日
     病院 宇治市大久保町平盛９１－８ 病棟種別:療養
     0774-44-8111  (0774-44-7112) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:103床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2312-0253-8 医療法人社団一心会　〒611-0021 一般        35（療養入院）第395号       平成24年 4月 1日
     都倉病院 宇治市宇治山本２７ 療養        20 病棟種別:療養
     0774-22-4521  (0774-20-3987) 病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2412-0365-0 社会福祉法人　あじろ〒611-0011 一般       140（療養入院）第501号       平成29年 9月 1日
     ぎ会　宇治病院 宇治市五ケ庄芝ノ東５４番地の２療養       113 病棟種別:療養
     0774-32-6000  (0774-33-2648) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:113床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2514-0172-6 医療法人社団医聖会　〒619-0238 一般       250（療養入院）第499号       平成29年 8月 1日
     学研都市病院 京都府相楽郡精華町精華台７丁目療養        50 病棟種別:療養
     ４－１ 病棟数:1棟
     0774-98-2123  病床数:50床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2615-0092-3 医療法人丹笠会丹波笠〒622-0213 療養        85（療養入院）第462号       平成28年 4月 1日
     次病院 船井郡京丹波町須知町裏１３番地 病棟種別:療養
     の７ 病床区分:療養
     0771-82-1145  (0771-82-1679) 病棟数:2棟
     病床数:85床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2716-0055-8 医療法人睦会　ムツミ〒621-0854 療養        42（療養入院）第517号       平成30年 4月 1日
     病院 亀岡市下矢田町君塚８ 介護        48 病棟種別:療養
     0771-23-1231  (0771-24-5622) 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2816-0148-1 医療法人　清仁会　亀〒621-0834 一般        92（療養入院）第421号       平成25年 7月 1日
     岡シミズ病院 亀岡市篠町広田１丁目３２番１５療養        85 病棟種別:療養
     号 病床区分:療養
     0771-23-0013  病棟数:2棟
     病床数:85床
     区分:入院料１



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 6月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2916-0183-8 医療法人　亀岡病院 〒621-0815 一般        58（療養入院）第529号       平成30年 4月 1日
     亀岡市古世町３丁目２１番１号 療養        50 病棟種別:療養
     0771-22-0341  病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3026-0137-3 医療法人翠生会　松本〒620-0856 一般 （療養入院）第515号       平成30年 4月 1日
     (26-6137-3) 病院 福知山市土師宮町２丁目１７３ 　　一般    19 病棟種別:療養
     0773-27-1588  (0773-27-2783) 療養 病床区分:療養
     　　療養    57 病棟数:1棟
     病床数:57床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3126-0178-7 医療法人静寿会　渡辺〒620-0913 療養        96（療養入院）第428号       平成26年 6月 1日
     病院 福知山市字牧１６１６－１ 病棟種別:療養
     0773-33-2260  (0773-33-2828) 病棟数:2棟
     病床数:96床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3227-0138-9 医療法人　岸本病院 〒625-0036 療養        40（療養入院）第531号       平成30年 4月 1日
     舞鶴市字浜１１３１ 病棟種別:療養
     0773-62-0118  (0773-62-1137) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3328-0104-9 医療法人正信会　ほう〒610-0121 一般 （療養入院）第399号       平成24年 4月 1日
     ゆう病院 城陽市寺田垣内後４３－４ 　　一般    47 病棟種別:療養
     0774-53-8100  療養 病棟数:1棟
     　　療養    41 病床数:41床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3429-0041-1 医療法人社団医聖会　〒614-8071 一般        98（療養入院）第533号       平成30年 4月 1日
     八幡中央病院 八幡市八幡五反田３９－１ 療養        52 病棟種別:療養
     075-983-0119  病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3529-0056-9 医療法人社団医聖会　〒614-8114 一般 （療養入院）第534号       平成30年 4月 1日
     京都八幡病院 八幡市川口別所６１ 　　一般    96 病棟種別:療養
     075-971-2001  (075-983-0185) 療養 病棟数:1棟
     　　療養    60 病床数:60床
     区分:入院料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 6月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3631-0098-7 医療法人　真生会　向〒617-0001 一般       110（療養入院）第525号       平成30年 4月 1日
     日回生病院 京都府向日市物集女町中海道９２療養        48 病棟種別:療養
     番地の１２ 介護        52 病床区分:療養
     075-934-6881  (075-933-9413) 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3732-0008-4 医療法人　芳松会　田〒610-0312 精神       182（療養入院）第505号       平成29年12月 1日
     辺病院 京田辺市飯岡南原５５ 療養       109 病棟種別:療養
     0774-62-0817  (0774-62-7214) 病棟数:2棟
     病床数:109床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3833-0013-2 特定医療法人三青園　〒629-3113 一般       100（療養入院）第526号       平成30年 4月 1日
     (33-6013-2) 丹後ふるさと病院 京丹後市網野町小浜６７３ 療養        60 病棟種別:療養
     0772-72-5055  病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3940-0253-9 医療法人清仁会　洛西〒610-1142 一般 （療養入院）第528号       平成30年 4月 1日
     (40-6253-9) ニュータウン病院 京都市西京区大枝東新林町３丁目　　一般   138 病棟種別:療養
     ６番地 療養 病床区分:療養
     075-332-0123  (075-332-3355) 　　療養    46 病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4041-0006-9 医療法人十全会　京都〒607-8492 療養       230（療養入院）第509号       平成30年 1月 1日
     (41-6006-9) 東山老年サナトリウム京都市山科区日ノ岡夷谷町１１ 介護       600 病棟種別:療養
     075-771-4196  精神       657 病床区分:療養
     その他      60 病棟数:4棟
     病床数:230床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4141-0098-6 加藤山科病院 〒607-8141 療養        56（療養入院）第422号       平成25年 8月 1日
     京都市山科区東野北井ノ上町２－ 病棟種別:療養
     ２ 病棟数:1棟
     075-581-8125  病床数:56床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4241-0252-9 医療法人社団洛和会　〒607-8116 一般       102（療養入院）第454号       平成27年10月 1日
     洛和会音羽記念病院 京都市山科区小山鎮守町２９番１療養        31 病棟種別:療養
     075-594-8010  (075-593-8035) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:31床
     区分:入院料１



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 6月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4341-0278-4 医療法人社団洛和会　〒607-8113 一般        37（療養入院）第511号       平成30年 2月 1日
     洛和会音羽リハビリテ京都市山科区小山北溝町３２番１療養       149 病棟種別:療養
     ーション病院 075-581-6221  (075-581-6866) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:49床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4496-0024-6 京丹後市立久美浜病院〒629-3403 一般 （療養入院）第535号       平成30年 4月 1日
     (96-6024-6) 京丹後市久美浜町１６１番地 　　一般   110 病棟種別:療養
     0772-82-1500  療養 病床区分:療養
     　　療養    60 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4596-0025-3 京丹後市立弥栄病院 〒627-0111 一般 （療養入院）第532号       平成30年 4月 1日
     (96-6025-3) 京丹後市弥栄町溝谷３４５２番地　　一般   150 病棟種別:療養
     の１ 療養 病棟数:1棟
     0772-65-2003  　　療養    50 病床数:50床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4696-0029-5 市立福知山市民病院大〒620-0301 一般 （療養入院）第497号       平成29年 5月 1日
     江分院 福知山市大江町河守１８０番地 　　一般    44 病棟種別:療養
     0773-56-0138  療養 病棟数:1棟
     　　療養    28 病床数:28床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4796-0034-5 市立舞鶴市民病院 〒624-0906 療養 （療養入院）第537号       平成30年 5月 1日
     舞鶴市字倉谷１３５０番地の１１　　療養   100 病棟種別:療養
     0773-60-9020  (0773-76-8730) 病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     夜間看護加算（療養病棟入院基
     本料の注１３）: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 6月 1日 結核病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    196-0006-3 京都中部総合医療セン〒629-0197 一般       454（結核入院）第25号        平成21年 4月 1日
     (96-6006-3) ター 南丹市八木町八木上野２５ 結核        10 病棟種別:結核
     0771-42-2510  病棟数:1棟
     病床数:10床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    296-0021-2 市立福知山市民病院 〒620-8505 一般       340（結核入院）第28号        平成22年 4月 1日
     福知山市厚中町２３１ 一般（感染） 病棟種別:結核
     0773-22-2101               4 病棟数:1棟
     結核        10 病床数:10床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    396-0031-1 京都市立病院 〒604-8845 一般       528（結核入院）第31号        平成23年 4月 1日
     (96-6031-1) 京都市中京区壬生東高田町１番地結核        12 病棟種別:結核
     の２ 一般（感染） 病棟数:1棟
     075-311-5311  (075-311-5367)              8 病床数:12床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    496-0033-7 京都府立医科大学附属〒629-2261 一般       276（結核入院）第33号        平成25年 4月 1日
     北部医療センター 京都府与謝郡与謝野町字男山４８一般（感染） 病棟種別:結核
     １番地              4 病棟数:1棟
     0772-46-3371  (0772-46-3371) 結核        15 病床数:15床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    599-0006-7 独立行政法人国立病院〒610-0113 一般       300（結核入院）第34号        平成29年11月 1日
     (99-6006-7) 機構　南京都病院 城陽市大字中小字芦原１１ 結核       100 病棟種別:結核
     0774-52-0065  病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 6月 1日 精神病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-0096-4 京都博愛会病院 〒603-8041 一般       154（精神入院）第2083号      平成21年 8月 1日
     (01-6096-4) 京都市北区上賀茂ケシ山一 療養        50 病棟種別:精神
     075-781-1131  (075-722-9400) 精神       186 病棟数:2棟
     病床数:126床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    206-0048-4 一般財団法人　川越病〒606-8412 精神       162（精神入院）第2060号      平成18年10月 1日
     院 京都市左京区浄土寺馬場町４８ 病棟種別:精神
     075-771-2972  (075-771-0725) 病棟数:2棟
     病床数:111床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    306-0163-1 医療法人三幸会　北山〒606-0017 精神       388（精神入院）第2125号      平成27年 7月 1日
     病院 京都市左京区岩倉上蔵町１２３ 介護        60 病棟種別:精神
     075-791-1177  (075-712-4085) 病棟数:6棟
     病床数:284床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    406-0183-9 医療法人稲門会　いわ〒606-0017 介護        60（精神入院）第2111号      平成24年10月 1日
     (06-6183-9) くら病院 京都市左京区岩倉上蔵町１０１ 精神       441 病棟種別:精神
     075-711-2171  (075-722-7898) 病棟数:4棟
     病床数:233床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    506-0291-0 医療法人三幸会　第二〒606-0017 精神       324（精神入院）第2130号      平成28年 3月 1日
     (06-6291-0) 北山病院 京都市左京区岩倉上蔵町１６１ 病棟種別:精神
     075-791-2137  (075-702-2631) 病棟数:1棟
     病床数:70床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    607-0031-8 医療法人新生十全会　〒616-8214 精神       629（精神入院）第2133号      平成29年 2月 1日
     (07-6031-8) 京都双岡病院 京都市右京区常盤古御所町２ 療養        48 病棟種別:精神
     075-881-2830  (075-864-2013) 病床区分:精神
     病棟数:7棟
     病床数:428床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    707-0417-9 医療法人淳宰晃会　宮〒616-8428 精神       252（精神入院）第2127号      平成27年 8月 1日
     崎神経科嵯峨病院 京都市右京区嵯峨二尊院門前北中 病棟種別:精神
     院町２－９ 病床区分:精神
     075-871-2064  (075-864-2958) 病棟数:3棟
     病床数:182床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 6月 1日 精神病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    809-0186-6 医療法人　桜花会　醍〒601-1433 精神       301（精神入院）第2102号      平成24年 4月 1日
     醐病院 京都市伏見区石田大山町７２ 病棟種別:精神
     075-571-0030  (075-573-7359) 病棟数:4棟
     病床数:193床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    912-0028-4 宇治おうばく病院 〒611-0011 一般        42（精神入院）第2134号      平成29年 4月 1日
     宇治市五ヶ庄三番割３２－１ 療養        58 病棟種別:精神
     0774-32-8111  (0774-31-1366) 介護        60 病床区分:精神
     精神       395 病棟数:1棟
     病床数:53床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1026-0037-5 医療法人　福知会　も〒620-0879 精神       380（精神入院）第2114号      平成25年 6月 1日
     (26-6037-5) みじヶ丘病院 福知山市字堀小字大岩谷３３７４ 病棟種別:精神
     0773-22-2288  (0773-22-0175) 病棟数:2棟
     病床数:140床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1127-0198-3 医療法人医誠会　東舞〒625-0007 精神 （精神入院）第2120号      平成26年 9月 1日
     鶴医誠会病院 京都府舞鶴市字大波下小字前田７　　精神   255 病棟種別:精神
     ６５番１６ 病床区分:精神
     0773-62-3606  (0773-63-8107) 病棟数:3棟
     病床数:153床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1228-0018-1 城南病院 〒610-0111 精神       146（精神入院）第2117号      平成26年 4月 1日
     城陽市富野鷺坂山８３ 病棟種別:精神
     0774-54-0800  (0774-56-5000) 病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:146床
     区分:１８対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1330-0002-1 一般財団法人療道協会〒617-0814 精神       287（精神入院）第2132号      平成28年 8月 1日
     　西山病院 長岡京市今里五丁目１－１ 病棟種別:精神
     075-955-2211  病棟数:4棟
     病床数:240床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算: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 6月 1日 精神病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1430-0005-4 一般財団法人長岡記念〒617-0843 精神       388（精神入院）第2109号      平成24年 8月 1日
     (30-6005-4) 財団　長岡病院 長岡京市友岡４丁目１８－１ その他      53 病棟種別:精神
     075-951-9201  病床区分:精神
     病棟数:4棟
     病床数:192床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1532-0008-4 医療法人　芳松会　田〒610-0312 精神       182（精神入院）第2128号      平成27年11月 1日
     辺病院 京田辺市飯岡南原５５ 療養       109 病棟種別:精神
     0774-62-0817  (0774-62-7214) 病棟数:3棟
     病床数:182床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1641-0006-9 医療法人十全会　京都〒607-8492 療養       230（精神入院）第2129号      平成28年 2月 1日
     (41-6006-9) 東山老年サナトリウム京都市山科区日ノ岡夷谷町１１ 介護       600 病棟種別:精神
     075-771-4196  精神       657 病床区分:精神
     その他      60 病棟数:3棟
     病床数:180床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1796-0004-8 京都府立洛南病院 〒611-0011 精神       256（精神入院）第2087号      平成22年 7月 1日
     宇治市五ケ庄広岡谷２ 病棟種別:精神
     0774-32-5900  病棟数:3棟
     病床数:150床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1899-0002-6 独立行政法人国立病院〒625-8502 一般       289（精神入院）第2108号      平成24年 7月 1日
     機構舞鶴医療センター舞鶴市字行永２４１０ 精神       120 病棟種別:精神
     0773-62-2680  病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:70床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 6月 1日 特定機能病院入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    196-0030-3 京都府立医科大学附属〒602-8566 一般       893（特定入院）第65号        平成24年 3月 1日
     (96-6030-3) 病院 京都府京都市上京区河原町通広小結核        54 病棟種別:結核
     路上る梶井町４６５ 精神       118 病棟数:1棟
     075-251-5111  (075-251-7093) 病床数:11床
     区分:７対１入院基本料
     （特定入院）第85号        平成30年 3月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:17棟
     病床数:634床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    299-0004-2 国立大学法人　京都大〒606-8507 一般     1,046（特定入院）第41号        平成19年12月 1日
     (99-6004-2) 学医学部附属病院 京都市左京区聖護院川原町５４番精神        60 病棟種別:結核
     地 結核        15 病棟数:1棟
     075-751-3111  病床数:15床
     区分:７対１入院基本料
     （特定入院）第86号        平成30年 4月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:20棟
     病床数:932床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 6月 1日 障害者施設等入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-0096-4 京都博愛会病院 〒603-8041 一般       154（障害入院）第391号       平成28年 5月 1日
     (01-6096-4) 京都市北区上賀茂ケシ山一 療養        50 病棟種別:一般
     075-781-1131  (075-722-9400) 精神       186 病棟数:2棟
     病床数:113床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-0180-6 冨田病院 〒603-8132 一般        99（障害入院）第356号       平成26年 1月 1日
     京都市北区小山下内河原町５６ 病棟種別:一般
     075-491-3241  (075-491-7307) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-0314-1 社会福祉法人聖ヨゼフ〒603-8323 一般        81（障害入院）第329号       平成24年 4月 1日
     会　肢体不自由児・　京都市北区北野東紅梅町６ 療養        44 病棟種別:一般
     重症心身障害児施設聖075-462-7621  (075-464-2760) 病棟数:2棟
     ヨゼフ医療福祉センタ 病床数:81床
     ー 区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-0453-7 医療法人明生会賀茂病〒603-8434 一般        34（障害入院）第340号       平成24年 7月 1日
     院 京都市北区紫竹東栗栖町４３ 療養        25 病棟種別:一般
     075-493-3330  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:34床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-0506-2 北山武田病院 〒603-8053 一般 （障害入院）第345号       平成24年11月 1日
     (01-6506-2) 京都市北区上賀茂岩ケ垣内町９９　　一般    68 病棟種別:一般
     番地 病棟数:1棟
     075-721-1612  (075-701-7399) 病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602-0024-4 西陣病院 〒602-8319 一般       320（障害入院）第258号       平成20年10月 1日
     京都市上京区五辻通六軒町西入溝 病棟種別:一般
     前町１０３５ 病棟数:2棟
     075-461-8800  (075-461-5514) 病床数:93床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    703-0647-0 医療法人毛利病院 〒604-0054 一般        60（障害入院）第388号       平成28年 1月 1日
     京都市中京区東堀川通御池上ル押 病棟種別:一般
     堀町４４番地の１ 病床区分:一般
     075-222-1361  (075-222-1363) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 6月 1日 障害者施設等入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    804-0053-9 京都回生病院 〒600-8814 一般       116（障害入院）第368号       平成26年 9月 1日
     京都市下京区中堂寺庄ノ内町８ 療養        59 病棟種別:一般
     075-311-5121  (075-314-1843) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    904-0283-2 医療法人健康会　総合〒600-8876 一般       199（障害入院）第420号       平成28年10月 1日
     病院京都南病院 京都市下京区西七条南中野町８ 病棟種別:一般
     075-312-7361  (075-311-7965) 病棟数:3棟
     病床数:119床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1004-0584-3 医療法人社団　恵心会〒600-8884 一般       240（障害入院）第354号       平成25年 8月 1日
     　京都武田病院 京都市下京区西七条南衣田町１１ 病棟種別:一般
     番地 病棟数:2棟
     075-312-7001  (075-311-6771) 病床数:120床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1105-0132-8 医療法人財団医道会　〒601-8325 一般       182（障害入院）第359号       平成26年 4月 1日
     十条武田リハビリテー京都市南区吉祥院八反田町３２ 病棟種別:一般
     ション病院 075-671-2351  (075-671-2488) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1206-0134-2 公益社団法人信和会　〒606-8226 一般       172（障害入院）第412号       平成29年10月 1日
     京都民医連第二中央病京都市左京区田中飛鳥井町８９ 病棟種別:一般
     院 075-701-6111  (075-781-9892) 病棟数:1棟
     病床数:34床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1306-0738-0 医療法人一仁会脳神経〒606-8171 一般        56（障害入院）第413号       平成30年 2月 1日
     リハビリ北大路病院 京都市左京区一乗寺西水干町２５ 病棟種別:一般
     －２ 病棟数:1棟
     075-781-5111  (075-722-6225) 病床数:30床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1407-1109-1 一般財団法人　高雄病〒616-8265 一般        60（障害入院）第331号       平成24年 4月 1日
     院 京都市右京区梅ヶ畑畑町３ 介護        60 病棟種別:一般
     075-871-0245  病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 6月 1日 障害者施設等入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1508-0340-1 医療法人社団　育生会〒605-0981 一般       120（障害入院）第416号       平成29年 4月 1日
     　京都久野病院 京都市東山区本町２２丁目５００療養       280 病棟種別:一般
     075-541-3136  病棟数:2棟
     病床数:120床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1609-0038-9 医療法人財団医道会　〒612-0801 一般        55（障害入院）第342号       平成24年 9月 1日
     稲荷山武田病院 京都市伏見区深草正覚町２７ 病棟種別:一般
     075-541-3371  (075-532-5115) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:37床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1709-0042-1 社会医療法人岡本病院〒612-8083 一般        54（障害入院）第366号       平成26年 9月 1日
     （財団）伏見岡本病院京都市伏見区京町九丁目５０ 療養        53 病棟種別:一般
     075-611-1114  (075-622-5048) 病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1809-0224-5 社会医療法人弘仁会　〒612-8034 一般       168（障害入院）第337号       平成24年 4月 1日
     大島病院 京都市伏見区桃山町泰長老１１５ 病棟種別:一般
     075-622-0701  病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:108床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1909-0673-3 特定医療法人　桃仁会〒612-8026 一般        43（障害入院）第367号       平成26年10月 1日
     病院 京都市伏見区桃山町伊賀８３番地 病棟種別:一般
     １ 病床区分:一般
     075-622-1991  (075-623-0226) 病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2009-0676-6 医療法人社団　淀さん〒613-0911 一般 （障害入院）第307号       平成22年11月 1日
     せん会　金井病院 京都市伏見区淀木津町６１２－１　　一般   110 病棟種別:一般
     ２ 療養 病棟数:1棟
     075-631-1215  (075-632-1574) 　　療養    41 病床数:58床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2109-0748-3 医療法人健幸会むかい〒612-8136 一般       109（障害入院）第400号       平成29年 1月 1日
     じま病院 京都市伏見区向島四ツ谷池５番地療養        40 病棟種別:一般
     075-612-3101  (075-312-3198) 病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 6月 1日 障害者施設等入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2209-0757-4 社会福祉法人　浩照会〒612-8364 一般       139（障害入院）第375号       平成27年 4月 1日
     　伏見桃山総合病院 京都市伏見区下油掛町８９５ 療養        60 病棟種別:一般
     075-621-1111  (075-602-2855) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2311-0048-4 医療法人八仁会　久御〒613-0042 一般 （障害入院）第417号       平成30年 4月 1日
     山南病院 久世郡久御山町大字坊之池小字坊　　一般    61 病棟種別:一般
     村中２８ 病床区分:一般
     075-631-2261  (075-631-2581) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
     夜間看護体制加算（障害者施設
     等入院基本料の注１０）の有無
     :有
     看護補助加算（障害者施設等入
     院基本料の注９）：有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2411-0059-1 京都岡本記念病院 〒613-0034 一般       419（障害入院）第418号       平成30年 4月 1日
     京都府久世郡久御山町佐山西ノ口 病床区分:一般
     ５８番地 病棟数:1棟
     0774-48-5500  (0774-44-7159) 病床数:54床
     区分:１０対１入院基本料
     看護補助加算（障害者施設等入
     院基本料の注９）：有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2512-0151-4 医療法人仁心会　宇治〒611-0042 一般       179（障害入院）第387号       平成27年11月 1日
     川病院 宇治市小倉町老ノ木３１ 病棟種別:一般
     0774-22-1335  (0774-20-7793) 病棟数:3棟
     病床数:179床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2612-0173-8 医療法人和松会　六地〒611-0001 一般       199（障害入院）第401号       平成29年 1月 1日
     蔵総合病院 宇治市六地蔵奈良町９ 病棟種別:一般
     0774-33-1717  (0774-33-1782) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:56床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2712-0365-0 社会福祉法人　あじろ〒611-0011 一般       140（障害入院）第411号       平成29年 9月 1日
     ぎ会　宇治病院 宇治市五ケ庄芝ノ東５４番地の２療養       113 病棟種別:一般
     0774-32-6000  (0774-33-2648) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:90床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 6月 1日 障害者施設等入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2816-0073-1 花ノ木医療福祉センタ〒621-0018 一般 （障害入院）第415号       平成30年 4月 1日
     (16-6073-1) ー 亀岡市大井町小金岐北浦３７－１　　一般   152 病棟種別:一般
     0771-23-0701  (0771-22-8348) 病棟数:2棟
     病床数:74床
     区分:７対１入院基本料
     夜間看護体制加算（障害者施設
     等入院基本料の注１０）の有無
     :有
     看護補助加算（障害者施設等入
     院基本料の注９）：有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2916-0148-1 医療法人　清仁会　亀〒621-0834 一般        92（障害入院）第363号       平成26年 8月 1日
     岡シミズ病院 亀岡市篠町広田１丁目３２番１５療養        85 病棟種別:一般
     号 病棟数:1棟
     0771-23-0013  病床数:34床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3016-0183-8 医療法人　亀岡病院 〒621-0815 一般        58（障害入院）第414号       平成30年 4月 1日
     亀岡市古世町３丁目２１番１号 療養        50 病棟種別:一般
     0771-22-0341  病棟数:1棟
     病床数:58床
     区分:１０対１入院基本料
     看護補助加算（障害者施設等入
     院基本料の注９）：有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3118-0103-2 医療法人綾冨士会　綾〒623-0046 一般        86（障害入院）第355号       平成26年 1月 1日
     部ルネス病院 綾部市大島町二反田７番地の１６ 病棟種別:一般
     0773-42-8601  (0773-42-8603) 病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3221-0044-2 宮津武田病院 〒626-0041 一般        65（障害入院）第295号       平成22年 6月 1日
     宮津市字鶴賀２０５９－１ 病棟種別:一般
     0772-22-2157  (0772-22-1125) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3328-0071-0 医療法人啓信会　京都〒610-0101 一般       313（障害入院）第296号       平成22年 6月 1日
     きづ川病院 城陽市平川西六反２６－１ 病棟種別:一般
     0774-54-1111  (0774-54-1119) 病棟数:1棟
     病床数:53床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 6月 1日 障害者施設等入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3429-0056-9 医療法人社団医聖会　〒614-8114 一般 （障害入院）第357号       平成26年 3月 1日
     京都八幡病院 八幡市川口別所６１ 　　一般    96 病棟種別:一般
     075-971-2001  (075-983-0185) 療養 病棟数:1棟
     　　療養    60 病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3529-0097-3 社会医療法人　美杉会〒614-8294 一般        50（障害入院）第422号       平成30年 4月 1日
     　みのやま病院 京都府八幡市欽明台北４－２ 病棟種別:一般
     075-983-1201  (075-874-5300) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
     夜間看護体制加算（障害者施設
     等入院基本料の注１０）の有無
     :有
     看護補助加算（障害者施設等入
     院基本料の注９）：有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3630-0079-9 医療法人総心会　長岡〒617-0826 一般        97（障害入院）第361号       平成26年 7月 1日
     京病院 長岡京市開田４丁目９－１０ 病棟種別:一般
     075-955-1151  (075-955-4941) 病棟数:2棟
     病床数:97床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3731-0098-7 医療法人　真生会　向〒617-0001 一般       110（障害入院）第327号       平成24年 3月 1日
     日回生病院 京都府向日市物集女町中海道９２療養        48 病棟種別:一般
     番地の１２ 介護        52 病床区分:一般
     075-934-6881  (075-933-9413) 病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3832-0020-9 医療法人社団石鎚会　〒610-0334 一般       188（障害入院）第419号       平成30年 4月 1日
     田辺中央病院 京田辺市田辺中央六丁目１番地６ 病棟種別:一般
     0774-63-1111  病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
     看護補助加算（障害者施設等入
     院基本料の注９）：有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3940-0241-4 医療法人　弘正会　西〒615-8231 一般       199（障害入院）第410号       平成29年 6月 1日
     (40-6241-4) 京都病院 京都市西京区御陵溝浦町２４番地 病棟種別:一般
     075-381-5166  (075-391-6166) 病棟数:3棟
     病床数:159床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 6月 1日 障害者施設等入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4041-0024-2 一般社団法人愛生会山〒607-8086 一般       256（障害入院）第399号       平成28年10月 1日
     科病院 京都市山科区竹鼻四丁野町１９番 病棟種別:一般
     地の４ 病床区分:一般
     075-594-2323  病棟数:1棟
     病床数:35床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4141-0242-0 医療法人社団恵仁会　〒607-8163 一般 （障害入院）第360号       平成26年 6月 1日
     なぎ辻病院 京都市山科区椥辻東潰５番１ 　　一般   169 病棟種別:一般
     075-591-1131  病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:169床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4241-0252-9 医療法人社団洛和会　〒607-8116 一般       102（障害入院）第386号       平成27年10月 1日
     洛和会音羽記念病院 京都市山科区小山鎮守町２９番１療養        31 病棟種別:一般
     075-594-8010  (075-593-8035) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4341-0278-4 医療法人社団洛和会　〒607-8113 一般        37（障害入院）第423号       平成30年 4月 1日
     洛和会音羽リハビリテ京都市山科区小山北溝町３２番１療養       149 病棟種別:一般
     ーション病院 075-581-6221  (075-581-6866) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:37床
     区分:１０対１入院基本料
     夜間看護体制加算（障害者施設
     等入院基本料の注１０）の有無
     :有
     看護補助加算（障害者施設等入
     院基本料の注９）：有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4496-0005-5 精華町国民健康保険病〒619-0241 一般        50（障害入院）第421号       平成30年 4月 1日
     (96-6005-5) 院 相楽郡精華町大字祝園小字砂子田 病棟種別:一般
     ７ 病棟数:1棟
     0774-94-2076  病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
     夜間看護体制加算（障害者施設
     等入院基本料の注１０）の有無
     :有
     看護補助加算（障害者施設等入
     院基本料の注９）：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 6月 1日 障害者施設等入院基本料　医科］ 平成30年 6月 1日     38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4596-0036-0 京都府立舞鶴こども療〒625-0052 一般        35（障害入院）第390号       平成28年 4月 1日
     (96-6036-0) 育センター 京都府舞鶴市字行永小字永田寺２ 病棟種別:一般
     ４１０番地３７ 病棟数:1棟
     0773-63-4865  (0773-63-4867) 病床数:35床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4699-0006-7 独立行政法人国立病院〒610-0113 一般       300（障害入院）第407号       平成29年 5月 1日
     (99-6006-7) 機構　南京都病院 城陽市大字中小字芦原１１ 結核       100 病棟種別:一般
     0774-52-0065  病棟数:4棟
     病床数:240床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4799-0007-5 独立行政法人国立病院〒616-8255 一般       380（障害入院）第409号       平成29年 5月 1日
     (99-6007-5) 機構　宇多野病院 京都市右京区鳴滝音戸山町８ 病棟種別:一般
     075-461-5121  病棟数:4棟
     病床数:225床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


