
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)

    1010,120,9 医療法人博愛会松倉病〒630-8314 一般        27（一般入院）第285号       平成24年 7月 1日
     奈医120 院 奈良市川之上突抜町１５ 療養        40 病棟種別:一般
     0742(26)6941  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:27床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,122,5 一般財団法人沢井病院〒630-8258 一般        55（一般入院）第205号       平成30年 4月 1日
     奈医122 奈良市船橋町８ 療養        56 病棟種別:一般
     0742(23)3086  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:急性期一般入院料４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3010,125,8 吉田病院 〒631-0818 一般        99（一般入院）第206号       平成29年12月 1日
     奈医125 奈良市西大寺赤田町１丁目７番１精神       213 病棟種別:一般
     号 病床区分:一般
     0742(45)4601  病棟数:2棟
     病床数:92床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4010,181,1 医療法人新仁会奈良春〒630-8425 一般       122（一般入院）第267号       平成26年 7月 1日
     (015,181,2) 日病院 奈良市鹿野園町１２１２－１ 療養        50 病棟種別:一般
     奈医181 0742(24)4771  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5010,182,9 医療法人新生会総合病〒631-0805 一般       199（一般入院）第282号       平成28年10月 1日
     奈医182 院高の原中央病院 奈良市右京１丁目３番地の３ 療養        50 病棟種別:一般
     0742(71)1030  病棟数:4棟
     病床数:191床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6010,190,2 石洲会病院 〒630-8014 一般        93（一般入院）第210号       平成28年10月 1日
     奈医190 奈良市四条大路１丁目９番４号 病棟種別:一般
     0742(34)6300  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:59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      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    7010,192,8 宗教法人大倭大本宮大〒631-0042 一般       108（一般入院）第211号       平成27年 2月 1日
     奈医192 倭病院 奈良市大倭町５番５号 病棟種別:一般
     0742(48)1515  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:56床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8010,193,6 医療法人康仁会西の京〒630-8041 一般       198（一般入院）第274号       平成29年12月 1日
     (015,193,7) 病院 奈良市六条町１０２－１ 療養        50 病棟種別:一般
     奈医193 0742(35)1121  病棟数:3棟
     病床数:144床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9010,201,7 社会福祉法人恩賜財団〒630-8145 一般       194（一般入院）第281号       平成28年10月 1日
     奈医201 済生会奈良病院 奈良市八条４丁目６４３番地 病棟種別:一般
     0742(36)1881  病棟数:3棟
     病床数:129床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10010,287,6 奈良東九条病院 〒630-8144 一般        60（一般入院）第266号       平成29年 6月 1日
     奈医287 奈良市東九条町７５２ 病棟種別:一般
     0742-61-1118  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:地域一般入院料３
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11010,298,3 医療法人岡谷会おかた〒630-8141 一般       100（一般入院）第215号       平成28年10月 1日
     奈医298 に病院 奈良市南京終町１－２５－１ 療養        50 病棟種別:一般
     0742-63-7700  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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12011,030,9 市立奈良病院 〒630-8305 一般 （一般入院）第272号       平成30年 4月 1日
     奈医1030 奈良市東紀寺町一丁目５０番１号　　一般   350 病棟種別:一般
     0742-24-1251  病棟数:7棟
     病床数:342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      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   13011,041,6 医療法人宝山会　奈良〒630-8145 一般        60（一般入院）第219号       平成30年 4月 1日
     奈医1041 小南病院 奈良市八条五丁目４３７－８ 療養       117 病棟種別:一般
     0742-30-6668  (0742-30-6661) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:地域一般入院料１
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14011,063,0 奈良西部病院 〒631-0061 一般       117（一般入院）第263号       平成28年10月 1日
     奈医1063 奈良市三碓町２１４３－１ 病棟種別:一般
     0742-51-8700  (0742-51-8500) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:59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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15011,112,5 社会医療法人松本快生〒631-0022 一般 （一般入院）第289号       平成29年10月 1日
     奈医112 会　西奈良中央病院 奈良市鶴舞西町１－１５ 　　一般   166 病棟種別:一般
     0742-43-3333  病棟数:2棟
     病床数:94床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16011,124,0 奈良リハビリテーショ〒631-0054 一般 （一般入院）第296号       平成27年 9月 1日
     奈医124 ン病院 奈良市石木町８００番地 　　一般    34 病棟種別:一般
     0742-93-8520  (0742-93-8521) 療養 病棟数:1棟
     　　療養    77 病床数:34床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17011,127,3 医療法人社団湧水方円〒630-8131 一般 （一般入院）第295号       平成26年10月 1日
     奈医1127 会　稲田病院 奈良市大森町４６ 　　一般    32 病棟種別:一般
     0742-23-8815  (0742-24-0645) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:32床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18011,153,9 奈良県総合医療センタ〒630-8581 一般 （一般入院）第303号       平成30年 5月 1日
     (015,153,1) ー 奈良市七条西町二丁目８９７番５　　一般   494 病棟種別:一般
     奈医1153 0742-46-6001  (0742-46-6011) 精神 病床区分:一般
     　　精神    40 病棟数:10棟
     一般（感染） 病床数:352床
     　　感染     6 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)

   19020,105,8 医療法人　田北会　田〒639-1016 一般       122（一般入院）第277号       平成28年10月 1日
     (025,105,9) 北病院 大和郡山市城南町２番１３号 療養        88 病棟種別:一般
     郡医105 0743(54)0112  病棟数:2棟
     病床数:92床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20020,106,6 独立行政法人地域医療〒639-1013 一般       223（一般入院）第275号       平成30年 4月 1日
     郡医106 機能推進機構　大和郡大和郡山市朝日町１の６２ 病棟種別:一般
     山病院 0743(53)1111  病棟数:4棟
     病床数:175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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21020,120,7 医療法人青心会郡山青〒639-1136 一般 （一般入院）第222号       平成30年 5月 1日
     郡医120 藍病院 大和郡山市本庄町１番地の１ 　　一般   100 病棟種別:一般
     0743(56)8000  療養 病床区分:一般
     　　療養    40 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:急性期一般入院料４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22030,103,1 医療法人学芳会倉病院〒630-0256 一般        60（一般入院）第224号       平成28年10月 1日
     駒医103 生駒市本町１の７ 病棟種別:一般
     07437(3)4888  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６
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23030,105,6 医療法人和幸会阪奈中〒630-0243 一般       165（一般入院）第269号       平成28年10月 1日
     (035,105,7) 央病院 生駒市俵口町７４１番地 療養        90 病棟種別:一般
     駒医105 07437(4)8660  病棟数:4棟
     病床数:165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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24030,129,6 近畿大学医学部奈良病〒630-0293 一般       518（一般入院）第273号       平成30年 2月 1日
     (035,129,7) 院 生駒市乙田町１２４８－１ 病棟種別:一般
     駒医129 0743-77-0880  病棟数:8棟
     病床数:383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)

   25030,150,2 医療法人社団松下会　〒630-0136 一般 （一般入院）第265号       平成28年11月 1日
     駒医150 白庭病院 生駒市白庭台六丁目１０番１号 　　一般   150 病棟種別:一般
     0743-70-0022  (0743-70-0023) 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５
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26030,161,9 生駒市立病院 〒630-0213 一般 （一般入院）第297号       平成30年 5月 1日
     駒医161 生駒市東生駒１丁目６番地２ 　　一般   210 病棟種別:一般
     0743-72-1111  (0743-71-9100) 病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:203床
     区分:急性期一般入院料４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27040,106,2 社会福祉法人恩賜財団〒633-0054 一般 （一般入院）第278号       平成28年10月 1日
     桜医106 済生会中和病院 桜井市阿部３２３ 　　一般   320 病棟種別:一般
     07444(3)5001  一般（感染） 病棟数:7棟
     　　感染     4 病床数:276床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28040,113,8 医療法人社団岡田会山〒633-0081 一般 （一般入院）第230号       平成28年10月 1日
     (045,113,9) の辺病院 桜井市草川６０ 　　一般    45 病棟種別:一般
     桜医113 0744-45-1199  (0744-42-1320) 療養 病床区分:一般
     　　療養    72 病棟数:1棟
     病床数:45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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29040,115,3 医療法人社団清心会桜〒633-0091 一般        41（一般入院）第287号       平成24年10月 1日
     桜医115 井病院 桜井市大字桜井９７３ 病棟種別:一般
     0744(43)3541  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７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30050,137,4 奈良県西和医療センタ〒636-0802 一般       300（一般入院）第292号       平成30年 4月 1日
     生医137 ー 生駒郡三郷町三室１丁目１４－１ 病棟種別:一般
     ６ 病床区分:一般
     0745-32-0505  (0745-32-0517) 病棟数:7棟
     病床数:292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      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   31070,105,7 国保中央病院 〒636-0302 一般 （一般入院）第234号       平成28年 4月 1日
     磯医105 磯城郡田原本町大字宮古４０４－　　一般   220 病棟種別:一般
     １ 病床区分:一般
     0744(32)8800  病棟数:2棟
     病床数:96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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32070,117,2 奈良県総合リハビリテ〒636-0393 一般       100（一般入院）第290号       平成26年 4月 1日
     磯医117 ーションセンター 磯城郡田原本町大字多７２２番地 病棟種別:一般
     0744-32-0200  (0744-32-0208) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33080,104,8 中井記念病院 〒635-0051 一般 （一般入院）第288号       平成28年10月 1日
     大医104 大和高田市根成柿１５１－１ 　　一般    80 病棟種別:一般
     0745-21-1100  病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:80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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34080,112,1 大和高田市立病院 〒635-8501 一般 （一般入院）第276号       平成28年10月 1日
     大医112 大和高田市礒野北町１番１号 　　一般   320 病棟種別:一般
     0745(53)2901  病棟数:6棟
     病床数:261床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35080,113,9 社会医療法人健生会土〒635-0022 一般       199（一般入院）第237号       平成28年10月 1日
     大医113 庫病院 大和高田市日之出町１２番３号 病棟種別:一般
     0745(53)5471  病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:151床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36080,150,1 医療法人興生会吉本整〒635-0075 一般        57（一般入院）第286号       平成29年 1月 1日
     大医150 形外科外科病院 大和高田市野口１３６ 病棟種別:一般
     0745(53)3352  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:57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      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   37090,108,7 公益財団法人　天理よ〒632-8552 一般       715（一般入院）第239号       平成29年 5月 1日
     (095,108,8) ろづ相談所病院 天理市三島町２００ 病棟種別:一般
     天医108 07436(3)5611  (0743-63-1530) 病床区分:一般
     病棟数:16棟
     病床数:634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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38090,114,5 社会医療法人高清会　〒632-0006 一般       324（一般入院）第241号       平成29年11月 1日
     (095,114,6) 高井病院 天理市蔵之庄町４７０番地８ 療養        52 病棟種別:一般
     天医114 07436(5)0372  病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:264床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39120,107,3 医療法人ひのうえ会樋〒634-0007 一般        54（一般入院）第242号       平成25年 2月 1日
     橿医107 上病院 橿原市葛本町７０１番地 病棟種別:一般
     07442(3)1185  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40120,133,9 平成記念病院 〒634-0813 一般       180（一般入院）第280号       平成28年10月 1日
     (125,133,0) 橿原市四条町８２７ 療養       120 病棟種別:一般
     橿医133 07442-9-3300  病棟数:4棟
     病床数:180床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41120,134,7 医療法人　橿原友紘会〒634-0045 一般       149（一般入院）第244号       平成28年10月 1日
     橿医134 　大和橿原病院 橿原市石川町８１番地 病棟種別:一般
     0744(27)1071  (0744-27-4609) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:149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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42120,137,0 医療法人　桂会　平尾〒634-0076 一般 （一般入院）第245号       平成28年10月 1日
     橿医137 病院 橿原市兵部町６－２８ 　　一般    99 病棟種別:一般
     07442(4)4700  病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:99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      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   43120,181,8 医療法人一路会錦織病〒634-0004 一般 （一般入院）第294号       平成26年 6月 1日
     橿医181 院 橿原市木原町７７番地の１ 　　一般    30 病棟種別:一般
     0744-29-5600  (0744-29-5601) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44130,107,1 社会福祉法人恩賜財団〒639-2306 一般       190（一般入院）第247号       平成28年10月 1日
     御医107 済生会御所病院 御所市三室２０ 病棟種別:一般
     07456(2)3585  病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:95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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45140,122,8 南和広域医療企業団五〒637-8511 一般 （一般入院）第301号       平成29年 5月 1日
     五医122 條病院 五條市野原西５丁目２番５９号 　　一般    45 病棟種別:一般
     0747-22-1112  (0747-25-2860) 療養 病床区分:一般
     　　療養    20 病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46150,124,1 医療法人郁慈会　服部〒639-0214 一般 （一般入院）第250号       平成29年 6月 1日
     (155,124,2) 記念病院 北葛城郡上牧町大字上牧４２４４　　一般   120 病棟種別:一般
     北医124 07457(7)1333  療養 病床区分:一般
     　　療養    42 病棟数:2棟
     病床数:120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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47150,127,4 医療法人果恵会恵王病〒636-0002 一般       105（一般入院）第251号       平成30年 3月 1日
     北医127 院 北葛城郡王寺町王寺２丁目１０－ 病棟種別:一般
     １８ 病床区分:一般
     0745(72)3101  病棟数:2棟
     病床数:105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      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   48150,144,9 医療法人友紘会　奈良〒639-0212 一般       192（一般入院）第252号       平成30年 4月 1日
     (155,144,0) 友紘会病院 北葛城郡上牧町服部台５－２－１ 病棟種別:一般
     北医144 0745-78-3588  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:49床
     区分:地域一般入院料１
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49170,164,3 南和病院 〒638-0833 一般 （一般入院）第255号       平成20年12月 1日
     吉医164 吉野郡大淀町大字福神１－１８１　　一般    42 病棟種別:一般
     0747-54-5800  療養 病床区分:一般
     　　療養    96 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50170,168,4 南和広域医療企業団　〒638-8551 一般 （一般入院）第299号       平成29年 7月 1日
     (175,168,5) 南奈良総合医療センタ吉野郡大淀町大字福神８番１ 　　一般   228 病棟種別:一般
     吉医168 ー 0747-54-5000  (0747-54-5020) 一般 病床区分:一般
     　　感染     4 病棟数:4棟
     病床数:188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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51170,169,2 南和広域医療企業団　〒639-3114 一般 （一般入院）第298号       平成30年 4月 1日
     吉医169 吉野病院 吉野郡吉野町大字丹治１３０番１　　一般    50 病棟種別:一般
     0746-32-4321  (0746-32-5512) 療養 病棟数:1棟
     　　療養    46 病床数:50床
     区分:地域一般入院料１
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52180,108,8 医療法人桜希会　東朋〒639-0225 一般       214（一般入院）第256号       平成24年 1月 1日
     香芝医108 香芝病院 香芝市瓦口２１１番地１ 療養        74 病棟種別:一般
     0745(76)0251  病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:94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 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)

   53180,126,0 社会医療法人　高清会〒639-0265 一般        99（一般入院）第283号       平成28年 9月 1日
     香芝医126 　香芝旭ヶ丘病院 香芝市上中８３９番地 病棟種別:一般
     0745-77-8101  (0745-78-5090) 病棟数:2棟
     病床数:99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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54180,133,6 医療法人藤井会　香芝〒639-0252 一般 （一般入院）第302号       平成29年10月 1日
     香芝医133 生喜病院 香芝市穴虫３３００番地３ 　　一般   191 病棟種別:一般
     0745-71-3113  (0745-71-3336) 療養 病床区分:一般
     　　療養    50 病棟数:3棟
     病床数:136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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55200,107,6 医療法人拓誠会辻村病〒633-2221 一般 （一般入院）第258号       平成30年 4月 1日
     宇医107 院 宇陀市菟田野松井７番地の１ 　　一般    26 病棟種別:一般
     0745-84-2133  療養 病床区分:一般
     　　療養    40 病棟数:1棟
     病床数:26床
     区分:地域一般入院料１
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56200,108,4 宇陀市立病院 〒633-0253 一般 （一般入院）第259号       平成28年10月 1日
     宇医108 宇陀市榛原萩原８１５番地 　　一般   176 病棟種別:一般
     0745(82)0381  (0745-82-0654) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:89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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57990,127,8 独立行政法人国立病院〒630-8053 一般       310（一般入院）第202号       平成29年 2月 1日
     奈医127 機構奈良医療センター奈良市七条２丁目７８９番地 結核        40 病棟種別:一般
     0742(45)4591  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 療養病棟入院基本料　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)

    1010,122,5 一般財団法人沢井病院〒630-8258 一般        55（療養入院）第102号       平成30年 1月 1日
     奈医122 奈良市船橋町８ 療養        56 病棟種別:療養
     0742(23)3086  病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:56床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,181,1 医療法人新仁会奈良春〒630-8425 一般       122（療養入院）第103号       平成30年 1月 1日
     (015,181,2) 日病院 奈良市鹿野園町１２１２－１ 療養        50 病棟種別:療養
     奈医181 0742(24)4771  病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:98床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3010,193,6 医療法人康仁会西の京〒630-8041 一般       198（療養入院）第104号       平成26年11月 1日
     (015,193,7) 病院 奈良市六条町１０２－１ 療養        50 病棟種別:療養
     奈医193 0742(35)1121  病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4011,041,6 医療法人宝山会　奈良〒630-8145 一般        60（療養入院）第107号       平成30年 4月 1日
     奈医1041 小南病院 奈良市八条五丁目４３７－８ 療養       117 病棟種別:療養
     0742-30-6668  (0742-30-6661) 病床区分:療養
     病棟数:3棟
     病床数:117床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5011,124,0 奈良リハビリテーショ〒631-0054 一般 （療養入院）第149号       平成30年 5月 1日
     奈医124 ン病院 奈良市石木町８００番地 　　一般    34 病棟種別:療養
     0742-93-8520  (0742-93-8521) 療養 病床区分:療養
     　　療養    77 病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6020,120,7 医療法人青心会郡山青〒639-1136 一般 （療養入院）第130号       平成18年11月 1日
     郡医120 藍病院 大和郡山市本庄町１番地の１ 　　一般   100 病棟種別:療養
     0743(56)8000  療養 病床区分:療養
     　　療養    40 病棟数:1棟
     病床数:40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     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    7020,132,2 医療法人藤和会藤村病〒639-1160 療養 （療養入院）第108号       平成28年10月 1日
     郡医132 院 大和郡山市北郡山町１０４番地３　　療養    45 病棟種別:療養
     0743-53-2001  病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8040,113,8 医療法人社団岡田会山〒633-0081 一般 （療養入院）第113号       平成27年 4月 1日
     (045,113,9) の辺病院 桜井市草川６０ 　　一般    45 病棟種別:療養
     桜医113 0744-45-1199  (0744-42-1320) 療養 病床区分:療養
     　　療養    72 病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9050,119,2 一般財団法人　信貴山〒636-0815 療養        47（療養入院）第114号       平成30年 4月 1日
     (055,119,3) 病院ハートランドしぎ生駒郡三郷町勢野北４－１３－１精神       653 病棟種別:療養
     生医119 さん 0745-72-5006  病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:47床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10090,110,3 医療法人髙宮会　髙宮〒632-0052 療養        40（療養入院）第116号       平成27年 4月 1日
     天医110 病院 天理市柳本町１１０２ 病棟種別:療養
     07436(7)1605  病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11090,118,6 医療法人健和会奈良東〒632-0001 療養 （療養入院）第117号       平成18年 7月 1日
     天医118 病院 天理市中之庄町４７０番地 　　療養   134 病棟種別:療養
     07436(5)1771  一般        84 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:84床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12090,124,4 公益財団法人　天理よ〒632-0003 療養 （療養入院）第118号       平成30年 4月 1日
     天医124 ろづ相談所病院白川分天理市岩屋町６０４番地 　　療養   100 病棟種別:療養
     院 0743-61-0118  精神        86 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50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     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   13120,159,4 医療法人医誠会　橿原〒634-0032 療養       205（療養入院）第139号       平成28年11月 1日
     橿医159 リハビリテーション病橿原市田中町１０４番１ 病棟種別:療養
     院 0744-25-1251  (0744-20-2071) 病床区分:療養
     病棟数:4棟
     病床数:189床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14130,108,9 医療法人鴻池会秋津鴻〒639-2273 一般        40（療養入院）第121号       平成28年 7月 1日
     御医108 池病院 御所市池之内１０６４ 療養        81 病棟種別:療養
     0745(63)0601  精神       423 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15140,122,8 南和広域医療企業団五〒637-8511 一般 （療養入院）第148号       平成30年 4月 1日
     五医122 條病院 五條市野原西５丁目２番５９号 　　一般    45 病棟種別:療養
     0747-22-1112  (0747-25-2860) 療養 病床区分:療養
     　　療養    20 病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16150,124,1 医療法人郁慈会　服部〒639-0214 一般 （療養入院）第122号       平成30年 4月 1日
     (155,124,2) 記念病院 北葛城郡上牧町大字上牧４２４４　　一般   120 病棟種別:療養
     北医124 07457(7)1333  療養 病床区分:療養
     　　療養    42 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17150,150,6 医療法人友紘会西大和〒639-0218 療養       199（療養入院）第123号       平成30年 4月 1日
     北医150 リハビリテーション病奈良県北葛城郡上牧町ささゆり台 病棟種別:療養
     院 三丁目２番２号 病床区分:療養
     0745-71-6688  病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:入院料２
     夜間看護加算（療養病棟入院基
     本料の注１３）:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18170,164,3 南和病院 〒638-0833 一般 （療養入院）第124号       平成23年 6月 1日
     吉医164 吉野郡大淀町大字福神１－１８１　　一般    42 病棟種別:療養
     0747-54-5800  療養 病床区分:療養
     　　療養    96 病棟数:2棟
     病床数:96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     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   19170,165,0 医療法人八甲会潮田病〒639-3111 （療養入院）第125号       平成18年 7月 1日
     吉医165 院 吉野郡吉野町上市２１３５ 病棟種別:療養
     07463-2-3381  病床区分:介護
     病棟数:1棟
     病床数:8床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20170,169,2 南和広域医療企業団　〒639-3114 一般 （療養入院）第146号       平成30年 4月 1日
     吉医169 吉野病院 吉野郡吉野町大字丹治１３０番１　　一般    50 病棟種別:療養
     0746-32-4321  (0746-32-5512) 療養 病床区分:療養
     　　療養    46 病棟数:1棟
     病床数:46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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21180,100,5 医療法人弘生会関屋病〒639-0254 療養       230（療養入院）第128号       平成30年 4月 1日
     香芝医100 院 香芝市関屋北５－１１－１ 病棟種別:療養
     0745(77)2434  病床区分:療養
     病棟数:8棟
     病床数:350床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22180,108,8 医療法人桜希会　東朋〒639-0225 一般       214（療養入院）第138号       平成25年 1月 1日
     香芝医108 香芝病院 香芝市瓦口２１１番地１ 療養        74 病棟種別:療養
     0745(76)0251  病棟数:2棟
     病床数:74床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23180,133,6 医療法人藤井会　香芝〒639-0252 一般 （療養入院）第147号       平成29年 7月 1日
     香芝医133 生喜病院 香芝市穴虫３３００番地３ 　　一般   191 病棟種別:療養
     0745-71-3113  (0745-71-3336) 療養 病床区分:療養
     　　療養    50 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24200,107,6 医療法人拓誠会辻村病〒633-2221 一般 （療養入院）第127号       平成30年 4月 1日
     宇医107 院 宇陀市菟田野松井７番地の１ 　　一般    26 病棟種別:療養
     0745-84-2133  療養 病床区分:療養
     　　療養    40 病棟数:1棟
     病床数:40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 結核病棟入院基本料　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)

    1990,127,8 独立行政法人国立病院〒630-8053 一般       310（結核入院）第65号        平成29年11月 1日
     奈医127 機構奈良医療センター奈良市七条２丁目７８９番地 結核        40 病棟種別:結核
     0742(45)4591  病棟数:1棟
     病床数:30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 精神病棟入院基本料　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)

    1010,116,7 医療法人財団北林厚生〒630-8044 精神       374（精神入院）第150号       平成23年 5月 1日
     奈医116 会五条山病院 奈良市六条西４丁目６番３号 病棟種別:精神
     0742(44)1811  病棟数:1棟
     病床数:53床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,125,8 吉田病院 〒631-0818 一般        99（精神入院）第151号       平成29年 9月 1日
     奈医125 奈良市西大寺赤田町１丁目７番１精神       213 病棟種別:精神
     号 病棟数:3棟
     0742(45)4601  病床数:153床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011,153,9 奈良県総合医療センタ〒630-8581 一般 （精神入院）第161号       平成30年 5月 1日
     (015,153,1) ー 奈良市七条西町二丁目８９７番５　　一般   494 病棟種別:精神
     奈医1153 0742-46-6001  (0742-46-6011) 精神 病床区分:精神
     　　精神    40 病棟数:1棟
     一般（感染） 病床数:20床
     　　感染     6 区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4050,119,2 一般財団法人　信貴山〒636-0815 療養        47（精神入院）第153号       平成18年 4月 1日
     (055,119,3) 病院ハートランドしぎ生駒郡三郷町勢野北４－１３－１精神       653 病棟種別:精神
     生医119 さん 0745-72-5006  病棟数:1棟
     病床数:53床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5090,124,4 公益財団法人　天理よ〒632-0003 療養 （精神入院）第154号       平成24年12月 1日
     天医124 ろづ相談所病院白川分天理市岩屋町６０４番地 　　療養   100 病棟種別:精神
     院 0743-61-0118  精神        86 病棟数:1棟
     病床数:70床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6130,108,9 医療法人鴻池会秋津鴻〒639-2273 一般        40（精神入院）第155号       平成24年 6月 1日
     御医108 池病院 御所市池之内１０６４ 療養        81 病棟種別:精神
     0745(63)0601  精神       423 病棟数:3棟
     病床数:147床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7160,106,6 医療法人中川会飛鳥病〒635-0141 精神       388（精神入院）第156号       平成21年 3月 1日
     高医106 院 高市郡高取町与楽１１６０ 病棟種別:精神
     0744(52)3888  病床区分:精神
     病棟数:4棟
     病床数:280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     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    8190,101,1 医療法人向聖台会當麻〒639-0273 精神       222（精神入院）第158号       平成25年 3月 1日
     葛城医101 病院 葛城市染野５２０ 病棟種別:精神
     0745-48-2661  病棟数:3棟
     病床数:176床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9990,102,1 独立行政法人国立病院〒639-1042 一般       100（精神入院）第152号       平成26年12月 1日
     郡医102 機構やまと精神医療セ大和郡山市小泉町２８１５ 精神       183 病棟種別:精神
     ンター 0743(52)3081  病棟数:2棟
     病床数:94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     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1980,183,3 奈良県立医科大学附属〒634-0813 一般 （特定入院）第3号         平成28年 9月 1日
     (985,183,4) 病院 橿原市四条町８４０番地 　　一般   875 病棟種別:一般
     橿医183 0744(22)3051  一般 病床区分:一般
     　　感染     9 病棟数:13棟
     精神 病床数:675床
     　　精神   108 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     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,118,3 社会福祉法人　東大寺〒630-8211 一般       135（障害入院）第11号        平成21年 9月 1日
     奈医118 福祉事業団　東大寺福奈良市雑司町４０６－１ 病棟種別:一般
     祉療育病院 0742(22)5577  病棟数:2棟
     病床数:106床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,296,7 バルツァ・ゴーデル 〒630-8425 一般 （障害入院）第26号        平成25年 9月 1日
     奈医296 奈良市鹿野園町１０００番１ 　　一般    88 病棟種別:一般
     0742-21-7111  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011,063,0 奈良西部病院 〒631-0061 一般       117（障害入院）第24号        平成30年 4月 1日
     奈医1063 奈良市三碓町２１４３－１ 病棟種別:一般
     0742-51-8700  (0742-51-8500) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:58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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4020,118,1 医療法人厚生会奈良厚〒639-1039 一般        49（障害入院）第19号        平成20年10月 1日
     郡医118 生会病院 大和郡山市椎木町７６９－３ 病棟種別:一般
     0743(56)5678  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:49床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5030,109,8 医療法人社団松下会　〒630-0212 一般        73（障害入院）第17号        平成22年 7月 1日
     駒医109 東生駒病院 生駒市辻町４－１ 療養        48 病棟種別:一般
     07437(5)0011  病棟数:1棟
     病床数:38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     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    6090,118,6 医療法人健和会奈良東〒632-0001 療養 （障害入院）第18号        平成30年 4月 1日
     天医118 病院 天理市中之庄町４７０番地 　　療養   134 病棟種別:一般
     07436(5)1771  一般        84 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:42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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7150,144,9 医療法人友紘会　奈良〒639-0212 一般       192（障害入院）第23号        平成23年12月 1日
     (155,144,0) 友紘会病院 北葛城郡上牧町服部台５－２－１ 病棟種別:一般
     北医144 0745-78-3588  病棟数:2棟
     病床数:106床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8180,108,8 医療法人桜希会　東朋〒639-0225 一般       214（障害入院）第21号        平成23年 6月 1日
     香芝医108 香芝病院 香芝市瓦口２１１番地１ 療養        74 病棟種別:一般
     0745(76)0251  病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9990,102,1 独立行政法人国立病院〒639-1042 一般       100（障害入院）第16号        平成27年 6月 1日
     郡医102 機構やまと精神医療セ大和郡山市小泉町２８１５ 精神       183 病棟種別:一般
     ンター 0743(52)3081  病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10990,127,8 独立行政法人国立病院〒630-8053 一般       310（障害入院）第12号        平成29年11月 1日
     奈医127 機構奈良医療センター奈良市七条２丁目７８９番地 結核        40 病棟種別:一般
     0742(45)4591  病棟数:5棟
     病床数:230床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


