
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)

    101,0001,5 独立行政法人　地域医〒520-0846 一般       288（一般入院）第814号       平成28年10月 1日
     (01,3001,8) 療機能推進機構　滋賀大津市富士見台１６番１号 結核        37 病棟種別:一般
     病院 077-537-3101  (077-534-0566) 病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:197床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,0015,5 大津赤十字病院 〒520-0046 一般       784（一般入院）第823号       平成28年 8月 1日
     (01,3015,8) 大津市長等一丁目１番３５号 精神        12 病棟種別:一般
     077-522-4131  (077-525-8018) 病床区分:一般
     病棟数:13棟
     病床数:626床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,0259,9 医療法人華頂会　琵琶〒520-2144 一般        44（一般入院）第683号       平成24年 4月 1日
     湖養育院病院 大津市大萱七丁目７番２号 療養       111 病棟種別:一般
     077-545-9191  (077-545-9339) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:44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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,0280,5 山田整形外科病院 〒520-0242 一般        40（一般入院）第674号       平成18年 4月 1日
     大津市本堅田五丁目２２番２７号 病棟種別:一般
     077-573-0058  (077-573-4688) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,0344,9 打出病院 〒520-0806 一般        21（一般入院）第676号       平成24年 4月 1日
     大津市打出浜１０番４１号 療養        24 病棟種別:一般
     077-521-0005  (077-523-5391) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:21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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,0360,5 医療法人弘英会　琵琶〒520-0232 一般       147（一般入院）第750号       平成28年10月 1日
     (01,3360,8) 湖大橋病院 大津市真野五丁目１番２９号 療養        52 病棟種別:一般
     077-573-4321  (077-572-2858) 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)

    701,0600,4 大津赤十字志賀病院 〒520-0580 一般       100（一般入院）第783号       平成30年 4月 1日
     大津市和邇中２９８番地 療養        50 病棟種別:一般
     077-594-8777  (077-594-8778) 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２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,0737,4 市立大津市民病院 〒520-0804 一般       433（一般入院）第827号       平成29年 8月 1日
     (01,3737,7) 大津市本宮二丁目９番９号 一般（感染） 病棟種別:一般
     077-522-4607  (077-521-5414)              8 病床区分:一般
     病棟数:8棟
     病床数:349床
     区分:急性期一般入院料１
     病棟種別:一般
     病床区分:感染
     病床数:8床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902,0172,2 医療法人友仁会　友仁〒522-0044 一般       100（一般入院）第811号       平成28年10月 1日
     山崎病院 彦根市竹ケ鼻町８０番地 療養        57 病棟種別:一般
     0749-23-1800  (0749-23-1928) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1002,0204,3 彦根市立病院 〒522-8539 一般       424（一般入院）第812号       平成28年10月 1日
     (02,3204,6) 彦根市八坂町１８８２番地 結核        10 病棟種別:一般
     0749-22-6050  (0749-26-0754) 一般（感染） 病床区分:一般
                  4 病棟数:8棟
     病床数:354床
     区分:急性期一般入院料１
     病棟種別:一般
     病床区分:感染
     病床数:4床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1102,0235,7 彦根中央病院 〒522-0054 一般       190（一般入院）第807号       平成30年 4月 1日
     彦根市西今町４２１番地 療養       156 病棟種別:一般
     0749-23-1211  (0749-24-5405) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:地域一般入院料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)

   1203,0010,2 長浜赤十字病院 〒526-0053 一般       430（一般入院）第785号       平成28年10月 1日
     (03,3010,5) 長浜市宮前町１４番７号 精神        70 病棟種別:一般
     0749-63-2111  (0749-63-2119) 一般（感染） 病床区分:一般
                  4 病棟数:7棟
     病床数:311床
     区分:急性期一般入院料１
     病棟種別:一般
     病床区分:感染
     病床数:4床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1303,0137,3 市立長浜病院 〒526-0043 一般       496（一般入院）第804号       平成30年 4月 1日
     (03,3137,6) 長浜市大戌亥町３１３番地 療養       104 病棟種別:一般
     0749-68-2300  (0749-65-1259) 病床区分:一般
     病棟数:7棟
     病床数:320床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1403,0168,8 長浜市立湖北病院 〒529-0426 一般        96（一般入院）第824号       平成28年 9月 1日
     (03,3168,1) 長浜市木之本町黒田１２２１番地療養        57 病棟種別:一般
     0749-82-3315  (0749-82-4877) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1504,0006,8 ヴォーリズ記念病院 〒523-0806 一般        66（一般入院）第763号       平成28年10月 1日
     近江八幡市北ノ庄町４９２番地 療養       102 病棟種別:一般
     0748-32-5211  (0748-32-2152) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1604,0132,2 近江八幡市立総合医療〒523-0082 一般       403（一般入院）第822号       平成28年10月 1日
     センター 近江八幡市土田町１３７９番地 一般（感染） 病棟種別:一般
     0748-33-3151  (0748-33-4877)              4 病床区分:一般
     病棟数:7棟
     病床数:297床
     区分:急性期一般入院料１
     病棟種別:一般
     病床区分:感染
     病床数:4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)

   1705,0050,3 東近江敬愛病院 〒527-0025 一般        60（一般入院）第739号       平成30年 4月 1日
     東近江市八日市東本町８番１６号療養        94 病棟種別:一般
     0748-22-2222  (0748-22-2221) 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４
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1805,0084,2 医療法人医誠会　神崎〒529-1445 一般       162（一般入院）第825号       平成29年 2月 1日
     中央病院 東近江市五個荘清水鼻町９５番地療養       238 病棟種別:一般
     0748-48-5555  (0748-48-5556) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:80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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1905,0087,5 医療法人社団昴会　湖〒527-0134 一般       129（一般入院）第741号       平成28年 9月 1日
     東記念病院 東近江市平松町２番地１ 病棟種別:一般
     0749-45-5000  (0749-45-5001) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:129床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2005,0107,1 東近江市立　能登川病〒521-1223 一般       102（一般入院）第762号       平成29年10月 1日
     院 東近江市猪子町１９１番地 病棟種別:一般
     0748-42-1333  (0748-42-6571) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:102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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2106,0134,3 南草津野村病院 〒525-0059 一般        38（一般入院）第821号       平成30年 4月 1日
     草津市野路一丁目６番５号 病棟種別:一般
     077-561-3788  (077-561-3799) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:38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      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2206,0196,2 医療法人徳洲会　近江〒525-0054 一般       155（一般入院）第736号       平成29年12月 1日
     草津徳洲会病院 草津市東矢倉三丁目３４番５２号療養        44 病棟種別:一般
     077-567-3610  (077-567-3650) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:155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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2306,0197,0 社会医療法人　誠光会〒525-8585 一般       520（一般入院）第792号       平成29年 3月 1日
     (06,3197,3) 　草津総合病院 草津市矢橋町１６６０番地 療養       199 病棟種別:一般
     077-563-8866  (077-565-9313) 病床区分:一般
     病棟数:7棟
     病床数:349床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2407,0039,2 社会福祉法人恩賜財団〒524-0022 一般       111（一般入院）第786号       平成28年 9月 1日
     　済生会守山市民病院守山市守山四丁目１４番１号 療養        88 病棟種別:一般
     077-582-5151  (077-582-1461) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:111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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2507,0047,5 滋賀県立小児保健医療〒524-0022 一般       100（一般入院）第819号       平成28年10月 1日
     センター 守山市守山五丁目７番３０号 病棟種別:一般
     077-582-6200  (077-582-6304) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2607,0110,1 滋賀県立総合病院 〒524-8524 一般       535（一般入院）第787号       平成29年12月 1日
     (07,3110,4) 守山市守山五丁目４番３０号 病棟種別:一般
     077-582-5031  (077-582-5426) 病床区分:一般
     病棟数:9棟
     病床数:419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)

   2712,0019,4 社会福祉法人恩賜財団〒520-3046 一般       387（一般入院）第788号       平成29年 3月 1日
     (12,3019,7) 　済生会滋賀県病院 栗東市大橋二丁目４番１号 一般（感染） 病棟種別:一般
     077-552-1221  (077-553-8259)              6 病床区分:一般
     病棟数:9棟
     病床数:373床
     区分:急性期一般入院料１
     病棟種別:一般
     病床区分:感染
     病床数:6床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2813,0050,7 医療法人社団御上会　〒520-2331 一般       199（一般入院）第805号       平成28年10月 1日
     野洲病院 野洲市小篠原１０９４番地 病棟種別:一般
     077-587-1332  (077-587-5004) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:158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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2914,0162,8 医療法人社団仁生会　〒520-3321 一般       100（一般入院）第755号       平成28年10月 1日
     甲南病院 甲賀市甲南町葛木９５８番地 療養        99 病棟種別:一般
     0748-86-3131  (0748-86-4131) 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
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3014,0192,5 甲賀市立　信楽中央病〒529-1851 一般        40（一般入院）第688号       平成26年 4月 1日
     院 甲賀市信楽町長野４７３番地 病棟種別:一般
     0748-82-0249  (0748-82-3060) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:地域一般入院料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 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)

   3114,0214,7 公立甲賀病院 〒528-0074 一般       409（一般入院）第826号       平成30年 1月 1日
     (14,3214,0) 甲賀市水口町松尾１２５６番地 一般（感染） 病棟種別:一般
     0748-62-0234  (0748-63-0588)              4 病床区分:一般
     病棟数:7棟
     病床数:299床
     区分:急性期一般入院料１
     病棟種別:一般（感染）
     病床区分:感染
     病床数:4床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3215,0057,7 医療法人社団昴会　日〒529-1642 一般       110（一般入院）第765号       平成30年 4月 1日
     (15,3057,0) 野記念病院 蒲生郡日野町上野田２００番地１療養        40 病棟種別:一般
     0748-53-1201  (0748-53-1206) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:110床
     区分:急性期一般入院料４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3318,0001,9 公益財団法人　豊郷病〒529-1168 一般       186（一般入院）第795号       平成28年12月 1日
     (18,3001,2) 院 犬上郡豊郷町八目１２番地 療養        32 病棟種別:一般
     0749-35-3001  (0749-35-2159) 精神       120 病床区分:一般
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3422,0104,3 医療法人　マキノ病院〒520-1822 一般        60（一般入院）第813号       平成30年 4月 1日
     高島市マキノ町新保１０９７番地療養        60 病棟種別:一般
     0740-27-0099  (0740-27-1840) 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５
     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)

   3522,0118,3 高島市民病院 〒520-1121 一般       206（一般入院）第782号       平成28年10月 1日
     (22,3118,6) 高島市勝野１６６７番地 一般（感染） 病棟種別:一般
     0740-36-0220  (0740-36-1341)              4 病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:164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
     病棟種別:一般
     病床区分:感染
     病床数:4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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3623,0018,3 医療法人社団美松会　〒520-3242 一般        99（一般入院）第769号       平成19年10月 1日
     生田病院 湖南市菩提寺１０４番地１３ 療養       100 病棟種別:一般
     0748-74-8577  (0748-74-3311) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:99床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3799,0001,9 独立行政法人国立病院〒527-0044 一般       304（一般入院）第810号       平成29年 7月 1日
     (99,3001,2) 機構　東近江総合医療東近江市五智町２５５番地 結核        16 病棟種別:一般
     センター 0748-22-3030  (0748-23-3383) 病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:243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 療養病棟入院基本料　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)

    101,0152,6 医療法人明和会　琵琶〒520-0113 精神       273（療養入院）第98号        平成30年 4月 1日
     湖病院 大津市坂本一丁目８番５号 療養        24 病棟種別:療養
     077-578-2023  (077-579-5487) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:24床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,0259,9 医療法人華頂会　琵琶〒520-2144 一般        44（療養入院）第114号       平成27年 9月 1日
     湖養育院病院 大津市大萱七丁目７番２号 療養       111 病棟種別:療養
     077-545-9191  (077-545-9339) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:入院料１
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:59床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,0344,9 打出病院 〒520-0806 一般        21（療養入院）第104号       平成28年10月 1日
     大津市打出浜１０番４１号 療養        24 病棟種別:療養
     077-521-0005  (077-523-5391) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:24床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,0360,5 医療法人弘英会　琵琶〒520-0232 一般       147（療養入院）第140号       平成24年 4月 1日
     (01,3360,8) 湖大橋病院 大津市真野五丁目１番２９号 療養        52 病棟種別:療養
     077-573-4321  (077-572-2858) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,0451,2 医療法人　堅田病院 〒520-0242 療養        45（療養入院）第166号       平成29年11月 1日
     大津市本堅田三丁目３３番２４号 病棟種別:療養
     077-572-1281  (077-573-0490) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:18床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,0600,4 大津赤十字志賀病院 〒520-0580 一般       100（療養入院）第96号        平成22年 8月 1日
     大津市和邇中２９８番地 療養        50 病棟種別:療養
     077-594-8777  (077-594-8778) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50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     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    701,0615,2 医療法人良善会　ひか〒520-0002 療養       170（療養入院）第135号       平成30年 4月 1日
     り病院 大津市際川三丁目３５番１号 病棟種別:療養
     077-522-5411  (077-522-5419) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:112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
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:58床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    802,0172,2 医療法人友仁会　友仁〒522-0044 一般       100（療養入院）第160号       平成28年12月 1日
     山崎病院 彦根市竹ケ鼻町８０番地 療養        57 病棟種別:療養
     0749-23-1800  (0749-23-1928) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:29床
     区分:入院料１
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:28床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902,0235,7 彦根中央病院 〒522-0054 一般       190（療養入院）第148号       平成30年 4月 1日
     彦根市西今町４２１番地 療養       156 病棟種別:療養
     0749-23-1211  (0749-24-5405) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:96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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1003,0137,3 市立長浜病院 〒526-0043 一般       496（療養入院）第92号        平成30年 1月 1日
     (03,3137,6) 長浜市大戌亥町３１３番地 療養       104 病棟種別:療養
     0749-68-2300  (0749-65-1259) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:52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     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1103,0168,8 長浜市立湖北病院 〒529-0426 一般        96（療養入院）第159号       平成22年 4月 1日
     (03,3168,1) 長浜市木之本町黒田１２２１番地療養        57 病棟種別:療養
     0749-82-3315  (0749-82-4877) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:57床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1204,0006,8 ヴォーリズ記念病院 〒523-0806 一般        66（療養入院）第156号       平成30年 4月 1日
     近江八幡市北ノ庄町４９２番地 療養       102 病棟種別:療養
     0748-32-5211  (0748-32-2152) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1305,0050,3 東近江敬愛病院 〒527-0025 一般        60（療養入院）第164号       平成28年 4月 1日
     東近江市八日市東本町８番１６号療養        94 病棟種別:療養
     0748-22-2222  (0748-22-2221) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1405,0070,1 医療法人社団幸信会　〒527-0039 療養        98（療養入院）第107号       平成30年 4月 1日
     青葉病院 東近江市青葉町１番３６号 病棟種別:療養
     0748-20-1110  (0748-23-6261) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:98床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1505,0084,2 医療法人医誠会　神崎〒529-1445 一般       162（療養入院）第161号       平成25年 8月 1日
     中央病院 東近江市五個荘清水鼻町９５番地療養       238 病棟種別:療養
     0748-48-5555  (0748-48-5556) 病床区分:療養
     病棟数:4棟
     病床数:238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)

   1605,0085,9 医療法人恒仁会　近江〒527-0145 療養       296（療養入院）第153号       平成22年 6月 1日
     (05,3085,2) 温泉病院 東近江市北坂町９６６番地 精神        56 病棟種別:療養
     0749-46-1125  (0749-46-0265) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:120床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1706,0195,4 医療法人芙蓉会　南草〒525-0059 一般        42（療養入院）第162号       平成30年 5月 1日
     津病院 草津市野路五丁目２番３９号 療養        95 病棟種別:療養
     077-562-0724  (077-562-4153) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1806,0196,2 医療法人徳洲会　近江〒525-0054 一般       155（療養入院）第100号       平成30年 4月 1日
     草津徳洲会病院 草津市東矢倉三丁目３４番５２号療養        44 病棟種別:療養
     077-567-3610  (077-567-3650) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1906,0197,0 社会医療法人　誠光会〒525-8585 一般       520（療養入院）第150号       平成29年 9月 1日
     (06,3197,3) 　草津総合病院 草津市矢橋町１６６０番地 療養       199 病棟種別:療養
     077-563-8866  (077-565-9313) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:99床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2007,0039,2 社会福祉法人恩賜財団〒524-0022 一般       111（療養入院）第118号       平成28年10月 1日
     　済生会守山市民病院守山市守山四丁目１４番１号 療養        88 病棟種別:療養
     077-582-5151  (077-582-1461) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院料１
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40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     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2113,0097,8 びわこ学園医療福祉セ〒520-2321 一般       102（療養入院）第137号       平成30年 4月 1日
     ンター野洲 野洲市北桜９７８番地２ 療養        41 病棟種別:療養
     077-587-1144  (077-587-4211) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:41床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2214,0162,8 医療法人社団仁生会　〒520-3321 一般       100（療養入院）第158号       平成28年10月 1日
     甲南病院 甲賀市甲南町葛木９５８番地 療養        99 病棟種別:療養
     0748-86-3131  (0748-86-4131) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:99床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2315,0057,7 医療法人社団昴会　日〒529-1642 一般       110（療養入院）第89号        平成25年 6月 1日
     (15,3057,0) 野記念病院 蒲生郡日野町上野田２００番地１療養        40 病棟種別:療養
     0748-53-1201  (0748-53-1206) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2418,0001,9 公益財団法人　豊郷病〒529-1168 一般       186（療養入院）第155号       平成20年11月 1日
     (18,3001,2) 院 犬上郡豊郷町八目１２番地 療養        32 病棟種別:療養
     0749-35-3001  (0749-35-2159) 精神       120 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:32床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2522,0104,3 医療法人　マキノ病院〒520-1822 一般        60（療養入院）第154号       平成26年 8月 1日
     高島市マキノ町新保１０９７番地療養        60 病棟種別:療養
     0740-27-0099  (0740-27-1840) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2623,0018,3 医療法人社団美松会　〒520-3242 一般        99（療養入院）第116号       平成30年 4月 1日
     生田病院 湖南市菩提寺１０４番地１３ 療養       100 病棟種別:療養
     0748-74-8577  (0748-74-3311) 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 結核病棟入院基本料　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)

    101,0001,5 独立行政法人　地域医〒520-0846 一般       288（結核入院）第540号       平成27年 7月 1日
     (01,3001,8) 療機能推進機構　滋賀大津市富士見台１６番１号 結核        37 病棟種別:結核
     病院 077-537-3101  (077-534-0566) 病床数:10床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202,0204,3 彦根市立病院 〒522-8539 一般       424（結核入院）第539号       平成24年 4月 1日
     (02,3204,6) 彦根市八坂町１８８２番地 結核        10 病棟種別:結核
     0749-22-6050  (0749-26-0754) 一般（感染） 病床数:10床
                  4 区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    399,0001,9 独立行政法人国立病院〒527-0044 一般       304（結核入院）第538号       平成25年 5月 1日
     (99,3001,2) 機構　東近江総合医療東近江市五智町２５５番地 結核        16 病棟種別:結核
     センター 0748-22-3030  (0748-23-3383) 病床数:16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     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,0152,6 医療法人明和会　琵琶〒520-0113 精神       273（精神入院）第573号       平成29年 7月 1日
     湖病院 大津市坂本一丁目８番５号 療養        24 病棟種別:精神
     077-578-2023  (077-579-5487) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,0343,1 医療法人社団　瀬田川〒520-2142 精神       282（精神入院）第583号       平成24年10月 1日
     病院 大津市玉野浦４番２１号 病棟種別:精神
     077-543-1441  (077-543-1445) 病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:132床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,0405,8 医療法人藤樹会　滋賀〒520-0006 精神       298（精神入院）第574号       平成22年 5月 1日
     里病院 大津市滋賀里一丁目１８番４１号 病棟種別:精神
     077-522-5426  (077-522-8291) 病床区分:精神
     病棟数:2棟
     病床数:103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２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    403,0010,2 長浜赤十字病院 〒526-0053 一般       430（精神入院）第584号       平成24年12月 1日
     (03,3010,5) 長浜市宮前町１４番７号 精神        70 病棟種別:精神
     0749-63-2111  (0749-63-2119) 一般（感染） 病床区分:精神
                  4 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    503,0183,7 セフィロト病院 〒526-0045 精神       179（精神入院）第585号       平成24年 4月 1日
     長浜市寺田町２５７番地 病棟種別:精神
     0749-62-1652  (0749-65-0870) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    604,0007,6 公益財団法人青樹会　〒523-0891 精神       350（精神入院）第567号       平成23年10月 1日
     滋賀八幡病院 近江八幡市鷹飼町７４４番地 病棟種別:精神
     0748-33-7101  (0748-32-7725) 病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:156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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

    706,0101,2 滋賀県立精神医療セン〒525-0072 精神       100（精神入院）第563号       平成18年 4月 1日
     ター 草津市笠山八丁目４番２５号 病棟種別:精神
     077-567-5001  (077-567-5033) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    814,0025,7 一般社団法人　水口病〒528-0031 精神       407（精神入院）第578号       平成24年 3月 1日
     院 甲賀市水口町本町二丁目２番４３ 病棟種別:精神
     号 病床区分:精神
     0748-62-1212  (0748-62-1215) 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 特定機能病院入院基本料　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)

    199,0265,0 滋賀医科大学医学部附〒520-2121 一般       569（特定入院）第16号        平成28年 9月 1日
     (99,3265,3) 属病院 大津市瀬田月輪町 精神        43 病棟種別:一般
     077-548-2111  (077-548-9739) 病床区分:一般
     病棟数:10棟
     病床数:499床
     区分:７対１入院基本料
     （特定入院）第17号        平成30年 3月 1日
     病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:43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     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,0360,5 医療法人弘英会　琵琶〒520-0232 一般       147（障害入院）第30号        平成20年10月 1日
     (01,3360,8) 湖大橋病院 大津市真野五丁目１番２９号 療養        52 病棟種別:一般
     077-573-4321  (077-572-2858) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,0737,4 市立大津市民病院 〒520-0804 一般       433（障害入院）第40号        平成29年 4月 1日
     (01,3737,7) 大津市本宮二丁目９番９号 一般（感染） 病棟種別:一般
     077-522-4607  (077-521-5414)              8 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    302,0235,7 彦根中央病院 〒522-0054 一般       190（障害入院）第36号        平成27年 7月 1日
     彦根市西今町４２１番地 療養       156 病棟種別:一般
     0749-23-1211  (0749-24-5405) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:106床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    405,0084,2 医療法人医誠会　神崎〒529-1445 一般       162（障害入院）第39号        平成28年 1月 1日
     中央病院 東近江市五個荘清水鼻町９５番地療養       238 病棟種別:一般
     0748-48-5555  (0748-48-5556) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    506,0095,6 びわこ学園医療福祉セ〒525-0072 一般       122（障害入院）第38号        平成28年 9月 1日
     (06,3095,9) ンター草津 草津市笠山八丁目３番１１３号 病棟種別:一般
     077-566-0701  (077-566-0308) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:122床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    613,0097,8 びわこ学園医療福祉セ〒520-2321 一般       102（障害入院）第33号        平成26年 8月 1日
     ンター野洲 野洲市北桜９７８番地２ 療養        41 病棟種別:一般
     077-587-1144  (077-587-4211) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:102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     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    722,0110,0 一般財団法人近江愛隣〒520-1605 一般        40（障害入院）第37号        平成30年 4月 1日
     園　今津病院 高島市今津町南新保８７番地１ 療養        40 病棟種別:一般
     0740-22-2238  (0740-22-5125) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    899,0020,9 独立行政法人国立病院〒529-1803 一般       180（障害入院）第31号        平成25年 4月 1日
     (99,3020,2) 機構　紫香楽病院 甲賀市信楽町牧９９７番地 病棟種別:一般
     0748-83-0101  (0748-83-1262) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:180床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


