
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 4日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1011,6 医療法人　橋本病院 〒641-0041 一般        60（一般入院）第896号       平成28年10月 1日
     和医1011 和歌山市堀止南ノ丁４番３１号 療養        58 病棟種別:一般
     073-426-3388  (073-424-7953) 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
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1023,1 医療法人曙会　和歌浦〒641-0054 一般       108（一般入院）第928号       平成29年10月 1日
     和医1023 中央病院 和歌山市塩屋６－２－７０ 療養        57 病棟種別:一般
     073-444-1600  (073-441-3101) 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
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1041,3 琴の浦リハビリテーシ〒641-0014 一般        48（一般入院）第769号       平成24年 9月 1日
     和医1041 ョンセンター附属病院和歌山市毛見字馬瀬１４５１番地療養        60 病棟種別:一般
     073-444-3141  (073-444-9792) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1057,9 福外科病院 〒641-0021 一般        54（一般入院）第907号       平成28年10月 1日
     和医1057 和歌山市和歌浦東３丁目５番３１ 病棟種別:一般
     号 病床区分:一般
     073-445-3101  (073-445-4660) 病棟数:1棟
     病床数:54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 4日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    501,1058,7 医療法人裕紫会　中谷〒640-8303 一般       137（一般入院）第926号       平成29年 9月 1日
     和医1058 病院 和歌山市鳴神１２３－１ 療養        58 病棟種別:一般
     073-471-3111  (073-473-0864) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:42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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1060,3 医療法人博文会　児玉〒640-8335 一般        44（一般入院）第828号       平成26年10月 1日
     和医1060 病院 和歌山市餌差町１丁目１２ 病棟種別:一般
     073-436-6557  (073-436-0827) 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２
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,1061,1 角谷整形外科病院 〒640-8343 一般        70（一般入院）第936号       平成30年 3月 1日
     和医1061 和歌山市吉田３３７番地 病棟種別:一般
     073-433-1161  (073-433-1073) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:70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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1063,7 和歌山生協病院 〒640-8390 一般       149（一般入院）第903号       平成28年10月 1日
     和医1063 和歌山市有本１４３－１ 病棟種別:一般
     073-471-7711  (073-474-2387) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:106床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1066,0 稲田病院 〒641-0004 一般        30（一般入院）第943号       平成30年 4月 1日
     和医1066 和歌山市和田１１７５番地 療養        42 病棟種別:一般
     073-472-1135  (073-474-1261) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:急性期一般入院料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 4日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1001,1076,9 医療法人青松会　河西〒640-8413 一般       108（一般入院）第911号       平成28年10月 1日
     和医1076 田村病院 和歌山市島橋東ノ丁１番１１号 病棟種別:一般
     073-455-1015  (073-453-2359) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:33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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,1079,3 医療法人良友会　西和〒640-8432 一般        60（一般入院）第630号       平成18年 8月 1日
     和医1079 歌山病院 和歌山市土入１７６番地 療養        60 病棟種別:一般
     073-452-1233  (073-452-1040) 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:看護配置加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,1086,8 医療法人愛晋会　中江〒640-8461 一般       192（一般入院）第887号       平成28年 9月 1日
     和医1086 病院 和歌山市船所３０番地の１ 病棟種別:一般
     073-451-0222  (073-451-0837) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:85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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,1101,5 嶋病院 〒640-8014 一般        57（一般入院）第938号       平成30年 4月 1日
     和医1101 和歌山市西仲間町１丁目３０番地 病棟種別:一般
     073-431-3900  (073-432-6202) 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
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,1128,8 向井病院 〒649-6331 一般        21（一般入院）第588号       平成18年 4月 1日
     和医1128 和歌山市北野２８３番地 療養        49 病棟種別:一般
     073-461-1156  (073-462-2521) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:21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 4日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1501,1133,8 向陽病院 〒640-8315 一般       102（一般入院）第944号       平成30年 4月 1日
     和医1133 和歌山市津秦４０番地 療養        48 病棟種別:一般
     073-474-2000  (073-474-1880) 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７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,1181,7 須佐病院 〒640-8324 一般        93（一般入院）第753号       平成24年 7月 1日
     和医1181 和歌山市吹屋町４丁目３０番地 病棟種別:一般
     073-427-1111  (073-427-1235) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:93床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,1194,0 高山病院 〒641-0007 一般        50（一般入院）第831号       平成26年10月 1日
     和医1194 和歌山市小雑賀３丁目１－１１ 病棟種別:一般
     073-426-2151  (073-426-2653) 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７
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,1205,4 誠佑記念病院 〒649-6335 一般        82（一般入院）第888号       平成28年 9月 1日
     和医1205 和歌山市西田井３９１ 療養        30 病棟種別:一般
     073-462-6211  (073-462-6633) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:82床
     区分:急性期一般入院料１
     ＡＤＬ維持向上等体制加算:加
     算
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     看護配置加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,1222,9 上山病院 〒641-0013 一般        32（一般入院）第894号       平成28年10月 1日
     和医1222 和歌山市内原９９８ 療養        30 病棟種別:一般
     073-446-1200  (073-445-0115) 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 4日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2001,1264,1 済生会和歌山病院 〒640-8158 一般       200（一般入院）第945号       平成30年 4月 1日
     和医1264 和歌山市十二番丁４５ 病棟種別:一般
     073-424-5185  (073-425-6485) 病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:160床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,1293,0 古梅記念病院 〒640-8325 一般       110（一般入院）第724号       平成24年 4月 1日
     和医1293 和歌山市新生町５番３７号 病棟種別:一般
     073-431-0351  (073-431-8715) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:110床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,1296,3 今村病院 〒640-8272 一般        52（一般入院）第925号       平成29年 8月 1日
     和医1296 和歌山市砂山南２丁目４番２１号 病棟種別:一般
     073-425-3271  (073-425-3435) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:28床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,1301,1 独立行政法人労働者健〒640-8505 一般       303（一般入院）第884号       平成28年 8月 1日
     和医1301 康安全機構　和歌山労和歌山県和歌山市木ノ本９３番１ 病棟種別:一般
     災病院 073-451-3181  (073-452-7171) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,1322,7 堀口記念病院 〒640-8222 一般 （一般入院）第941号       平成30年 4月 1日
     和医1322 和歌山市湊本町三丁目４番地１ 　　一般   110 病棟種別:一般
     073-435-0113  (073-435-0114) 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 4日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2510,1014,1 社会医療法人　博寿会〒648-0072 一般        84（一般入院）第913号       平成28年10月 1日
     (10,3014,5) 　山本病院 橋本市東家６丁目７番２６号 病棟種別:一般
     橋医1014 0736-32-8899  (0736-34-2738) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:49床
     区分:急性期一般入院料６
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     夜間急性期看護補助体制加算:
     夜間50対１
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2610,1026,5 医療法人南労会　紀和〒648-0085 一般       172（一般入院）第937号       平成30年 4月 1日
     橋医1026 病院 橋本市岸上１８－１ 療養       108 病棟種別:一般
     0736-33-5000  (0736-33-5100) 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１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2711,1008,1 国保野上厚生総合病院〒640-1141 一般       100（一般入院）第915号       平成28年12月 1日
     海医1008 海草郡紀美野町小畑１９８ 精神       100 病棟種別:一般
     073-489-2178  (073-489-5639) 療養        54 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2814,1005,1 医療法人琴仁会　石本〒642-0001 一般        26（一般入院）第766号       平成24年10月 1日
     海南医1005 病院 海南市船尾３６５番地 療養        27 病棟種別:一般
     073-482-5063  (073-482-5408) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:26床
     区分:１３対１入院基本料
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2914,1013,5 恵友病院 〒642-0001 一般        50（一般入院）第908号       平成28年10月 1日
     海南医1013 海南市船尾中浜２６４番地の２ 病棟種別:一般
     073-483-1033  (073-483-1855) 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
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3016,1014,8 医療法人たちばな会　〒643-0034 一般        60（一般入院）第865号       平成27年 9月 1日
     有医1014 西岡病院 有田郡有田川町小島２７８の１ 療養        60 病棟種別:一般
     0737-52-6188  (0737-52-6091) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3116,1019,7 済生会有田病院 〒643-0007 一般       104（一般入院）第942号       平成30年 4月 1日
     有医1019 有田郡湯浅町吉川５２－６ 療養        80 病棟種別:一般
     0737-63-5561  (0737-62-3420) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:104床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3216,1023,9 有田南病院 〒643-0034 一般        26（一般入院）第566号       平成18年 4月 1日
     有医1023 有田郡有田川町小島１５番地 療養        45 病棟種別:一般
     0737-52-3730  (0737-52-6860) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:26床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3317,1001,3 公立那賀病院 〒649-6414 一般       300（一般入院）第886号       平成28年 9月 1日
     紀医1001 紀の川市打田１２８２ 一般（感染） 病棟種別:一般
     0736-77-2019  (0736-77-4659)              4 病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:252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 4日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3417,1029,4 貴志川リハビリテーシ〒640-0401 一般        60（一般入院）第878号       平成28年 4月 1日
     紀医1029 ョン病院 紀の川市貴志川町丸栖１４２３－療養       108 病棟種別:一般
     ３ 病床区分:一般
     0736-64-0061  (0736-64-0063) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:急性期一般入院料５
     ＡＤＬ維持向上等体制加算:加
     算
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     夜間急性期看護補助体制加算:
     夜間100対１
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3518,1008,6 富田病院 〒649-6253 一般        47（一般入院）第610号       平成18年 4月 1日
     岩医1008 岩出市紀泉台２ 療養       109 病棟種別:一般
     0736-62-1522  (0736-62-5379) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:47床
     区分:地域一般入院料３
     看護配置加算:看護配置加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3618,1026,8 殿田胃腸肛門病院 〒649-6226 一般 （一般入院）第756号       平成24年 7月 1日
     岩医1026 岩出市宮１１７－７ 　　一般    59 病棟種別:一般
     0736-62-9111  (0736-63-5033) 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７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3720,1002,5 北出病院 〒644-0011 一般       131（一般入院）第897号       平成28年10月 1日
     (20,3002,9) 御坊市湯川町財部７２８－４ 療養        51 病棟種別:一般
     御医1002 0738-22-2188  (0738-22-2166) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:90床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3820,1003,3 整形外科北裏病院 〒644-0012 一般       100（一般入院）第577号       平成18年 4月 1日
     御医1003 御坊市湯川町小松原４５４ 病棟種別:一般
     0738-22-3352  (0738-22-3354) 病床区分:一般
     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 4日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3920,1009,0 国保日高総合病院 〒644-0002 一般       273（一般入院）第924号       平成29年 9月 1日
     (20,3009,4) 御坊市薗１１６番地の２ 精神       100 病棟種別:一般
     御医1009 0738-22-1111  (0738-22-7140) 一般（感染） 病床区分:一般
                  4 病棟数:4棟
     病床数:183床
     区分:急性期一般入院料５
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     看護職員夜間配置加算:16対１ 
     配置加算１
     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
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     看護職員夜間配置加算:16対１ 
     配置加算１
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4022,1013,8 医療法人研医会　田辺〒646-0042 一般        93（一般入院）第880号       平成28年 5月 1日
     田医1013 中央病院 田辺市南新町１４７ 療養        46 病棟種別:一般
     0739-24-5333  (0739-23-1114) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4122,1020,3 医療法人洗心会　玉置〒646-0036 一般        34（一般入院）第834号       平成26年10月 1日
     田医1020 病院 田辺市上屋敷二丁目５番１号 療養       122 病棟種別:一般
     0739-22-6028  (0739-25-2825) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:34床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4224,1036,5 国保すさみ病院 〒649-2621 一般        48（一般入院）第939号       平成30年 4月 1日
     西医1036 西牟婁郡すさみ町周参見２３８０療養        24 病棟種別:一般
     0739-55-2065  (0739-55-2225) 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 4日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4324,1058,9 白浜はまゆう病院 〒649-2211 一般        82（一般入院）第899号       平成28年10月 1日
     西医1058 西牟婁郡白浜町１４４７ 療養       176 病棟種別:一般
     0739-43-6200  (0739-43-7891) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:82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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4424,1082,9 医療法人宝山会　白浜〒649-2211 一般        22（一般入院）第946号       平成30年 5月 1日
     西医1082 小南病院 西牟婁郡白浜町小ヶ浦３２２０－療養       177 病棟種別:一般
     ９ 病床区分:一般
     0739-82-1200  (0739-82-1201) 病棟数:1棟
     病床数:22床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4525,1046,1 医療法人健佑会　串本〒649-3514 一般        59（一般入院）第818号       平成26年 8月 1日
     東医1046 有田病院 東牟婁郡串本町有田４９９番地の療養       115 病棟種別:一般
     １ 病床区分:一般
     0735-66-1021  (0735-66-1620) 病棟数:1棟
     病床数:59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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4680,1006,0 有田市立病院 〒649-0316 一般 （一般入院）第923号       平成30年 1月 1日
     有田医1000 有田市宮崎町６番地 　　一般   153 病棟種別:一般
     0737-82-2151  (0737-82-5154) 一般（感染） 病床区分:一般
     　　感染     4 病棟数:1棟
     病床数:54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７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4780,1019,3 那智勝浦町立温泉病院〒649-5331 一般       120（一般入院）第940号       平成30年 4月 1日
     東医1019 東牟婁郡那智勝浦町天満１１８５ 病棟種別:一般
     番地４ 病床区分:一般
     0735-52-1055  (0735-52-3853) 病棟数:2棟
     病床数:90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 4日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4880,1030,0 新宮市立医療センター〒647-0072 一般       300（一般入院）第919号       平成29年 4月 1日
     (80,3030,4) 新宮市蜂伏１８番７号 一般（感染） 病棟種別:一般
     新医1030 0735-31-3333  (0735-31-3335)              4 病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:250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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4980,1036,7 海南医療センター 〒642-0002 一般 （一般入院）第889号       平成28年 9月 1日
     海南医1036 海南市日方１５２２番地１ 　　一般   150 病棟種別:一般
     073-482-4521  (073-482-9551) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:142床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5080,1038,3 橋本市民病院 〒648-0005 一般       300（一般入院）第916号       平成29年 1月 1日
     (80,3038,7) 橋本市小峰台二丁目８番地の１ 病棟種別:一般
     橋医1038 0736-37-1200  (0736-37-1880) 病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:244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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5180,1039,1 和歌山県立医科大学附〒649-7113 一般       100（一般入院）第918号       平成29年 3月 1日
     伊医1039 属病院紀北分院 伊都郡かつらぎ町妙寺２１９ 一般（感染） 病棟種別:一般
     0736-22-0066  (0736-22-2579)              4 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5280,1060,7 くしもと町立病院 〒649-3510 一般        90（一般入院）第902号       平成28年10月 1日
     東医1060 東牟婁郡串本町サンゴ台６９１番療養        40 病棟種別:一般
     地７ 病床区分:一般
     0735-62-7111  (0735-67-7200) 病棟数:2棟
     病床数:90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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5382,1012,4 日本赤十字社　和歌山〒640-8269 一般       865（一般入院）第910号       平成28年10月 1日
     (82,3012,8) 医療センター 和歌山市小松原通４丁目２０番地一般（感染） 病棟種別:一般
     和医1012 073-422-4171  (073-426-1168)              8 病床区分:一般
     病棟数:13棟
     病床数:633床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5482,1059,5 紀南病院 〒646-8588 一般       352（一般入院）第933号       平成30年 1月 1日
     (82,3059,9) 田辺市新庄町４６番地７０ 一般（感染） 病棟種別:一般
     田医1059 0739-22-5000  (0739-26-0925)              4 病床区分:一般
     病棟数:6棟
     病床数:265床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5583,1000,7 独立行政法人国立病院〒644-0044 一般       295（一般入院）第898号       平成28年10月 1日
     (83,3000,1) 機構　和歌山病院 日高郡美浜町和田１１３８ 結核        15 病棟種別:一般
     日医1000 0738-22-3256  (0738-23-3104) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:85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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5684,1037,7 独立行政法人国立病院〒646-0015 一般       316（一般入院）第927号       平成29年10月 1日
     (84,3037,1) 機構南和歌山医療セン田辺市たきない町２７－１ 病棟種別:一般
     田医1037 ター 0739-26-7050  (0739-24-2055) 病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:234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 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 4日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1010,8 医療法人　浜病院 〒640-8137 療養       115（療養入院）第671号       平成28年10月 1日
     和医1010 和歌山市吹上２丁目４－７ 病棟種別:療養
     073-436-2141  (073-436-2146) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:115床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1011,6 医療法人　橋本病院 〒641-0041 一般        60（療養入院）第651号       平成28年 9月 1日
     和医1011 和歌山市堀止南ノ丁４番３１号 療養        58 病棟種別:療養
     073-426-3388  (073-424-7953) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:58床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1023,1 医療法人曙会　和歌浦〒641-0054 一般       108（療養入院）第573号       平成19年 2月 1日
     和医1023 中央病院 和歌山市塩屋６－２－７０ 療養        57 病棟種別:療養
     073-444-1600  (073-441-3101) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:57床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1045,4 瀬藤病院 〒640-8145 療養        80（療養入院）第686号       平成30年 4月 1日
     和医1045 和歌山市岡山丁７１番地 病棟種別:療養
     073-424-3181  (073-436-4471) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1048,8 宇都宮病院 〒640-8303 療養 （療養入院）第643号       平成28年 4月 1日
     和医1048 和歌山市鳴神５０５－４ 　　療養    80 病棟種別:療養
     073-471-1111  (073-473-8567) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:80床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1049,6 医療法人　藤民病院 〒641-0054 療養       120（療養入院）第688号       平成30年 4月 1日
     和医1049 和歌山市塩屋３－６－２ 病棟種別:療養
     073-445-9881  (073-441-6360) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:120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 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 4日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    701,1051,2 伏虎リハビリテーショ〒640-8151 一般        36（療養入院）第662号       平成28年10月 1日
     和医1051 ン病院 和歌山市屋形町１丁目１１番地 療養        53 病棟種別:療養
     073-433-4488  (073-433-0162) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:29床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1058,7 医療法人裕紫会　中谷〒640-8303 一般       137（療養入院）第691号       平成30年 5月 1日
     和医1058 病院 和歌山市鳴神１２３－１ 療養        58 病棟種別:療養
     073-471-3111  (073-473-0864) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:58床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1066,0 稲田病院 〒641-0004 一般        30（療養入院）第687号       平成30年 4月 1日
     和医1066 和歌山市和田１１７５番地 療養        42 病棟種別:療養
     073-472-1135  (073-474-1261) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:42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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,1079,3 医療法人良友会　西和〒640-8432 一般        60（療養入院）第647号       平成28年 6月 1日
     和医1079 歌山病院 和歌山市土入１７６番地 療養        60 病棟種別:療養
     073-452-1233  (073-452-1040) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,1104,9 半羽胃腸病院 〒641-0041 療養        51（療養入院）第564号       平成18年10月 1日
     和医1104 和歌山市堀止南ノ丁４番１１号 病棟種別:療養
     073-436-3933  (073-436-5711) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,1128,8 向井病院 〒649-6331 一般        21（療養入院）第685号       平成30年 4月 1日
     和医1128 和歌山市北野２８３番地 療養        49 病棟種別:療養
     073-461-1156  (073-462-2521) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:49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 4日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1301,1133,8 向陽病院 〒640-8315 一般       102（療養入院）第690号       平成30年 4月 1日
     和医1133 和歌山市津秦４０番地 療養        48 病棟種別:療養
     073-474-2000  (073-474-1880) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,1205,4 誠佑記念病院 〒649-6335 一般        82（療養入院）第667号       平成28年10月 1日
     和医1205 和歌山市西田井３９１ 療養        30 病棟種別:療養
     073-462-6211  (073-462-6633) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:入院料２（注１２に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,1222,9 上山病院 〒641-0013 一般        32（療養入院）第679号       平成29年12月 1日
     和医1222 和歌山市内原９９８ 療養        30 病棟種別:療養
     073-446-1200  (073-445-0115) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1610,1026,5 医療法人南労会　紀和〒648-0085 一般       172（療養入院）第676号       平成29年 6月 1日
     橋医1026 病院 橋本市岸上１８－１ 療養       108 病棟種別:療養
     0736-33-5000  (0736-33-5100) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:58床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1711,1008,1 国保野上厚生総合病院〒640-1141 一般       100（療養入院）第682号       平成30年 4月 1日
     海医1008 海草郡紀美野町小畑１９８ 精神       100 病棟種別:療養
     073-489-2178  (073-489-5639) 療養        54 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1814,1005,1 医療法人琴仁会　石本〒642-0001 一般        26（療養入院）第565号       平成18年10月 1日
     海南医1005 病院 海南市船尾３６５番地 療養        27 病棟種別:療養
     073-482-5063  (073-482-5408) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:27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 4日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1914,1006,9 医療法人晃和会　谷口〒642-0002 一般        16（療養入院）第670号       平成28年10月 1日
     海南医1006 病院 海南市日方３２８番地 療養        44 病棟種別:療養
     073-482-2500  (073-482-4890) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:34床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2014,1024,2 笠松病院 〒642-0001 療養        47（療養入院）第606号       平成24年 4月 1日
     海南医1024 海南市船尾１９６ 病棟種別:療養
     073-482-3153  (073-482-0083) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:32床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2115,1021,5 桜ヶ丘病院 〒649-0304 一般 （療養入院）第656号       平成28年10月 1日
     有田医1021 有田市箕島９０４番地 　　一般    49 病棟種別:療養
     0737-83-0078  (0737-83-0079) 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
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2216,1014,8 医療法人たちばな会　〒643-0034 一般        60（療養入院）第568号       平成18年10月 1日
     有医1014 西岡病院 有田郡有田川町小島２７８の１ 療養        60 病棟種別:療養
     0737-52-6188  (0737-52-6091) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2316,1023,9 有田南病院 〒643-0034 一般        26（療養入院）第678号       平成29年10月 1日
     有医1023 有田郡有田川町小島１５番地 療養        45 病棟種別:療養
     0737-52-3730  (0737-52-6860) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2417,1013,8 稲穂会病院 〒649-6531 療養 （療養入院）第661号       平成28年10月 1日
     紀医1013 紀の川市粉河７５６－３ 　　療養    66 病棟種別:療養
     0736-74-2100  (0736-74-2420) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:24床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 4日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2517,1029,4 貴志川リハビリテーシ〒640-0401 一般        60（療養入院）第683号       平成30年 4月 1日
     紀医1029 ョン病院 紀の川市貴志川町丸栖１４２３－療養       108 病棟種別:療養
     ３ 病床区分:療養
     0736-64-0061  (0736-64-0063) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2618,1008,6 富田病院 〒649-6253 一般        47（療養入院）第566号       平成18年10月 1日
     岩医1008 岩出市紀泉台２ 療養       109 病棟種別:療養
     0736-62-1522  (0736-62-5379) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2720,1002,5 北出病院 〒644-0011 一般       131（療養入院）第658号       平成28年10月 1日
     (20,3002,9) 御坊市湯川町財部７２８－４ 療養        51 病棟種別:療養
     御医1002 0738-22-2188  (0738-22-2166) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:51床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2822,1020,3 医療法人洗心会　玉置〒646-0036 一般        34（療養入院）第576号       平成19年 7月 1日
     田医1020 病院 田辺市上屋敷二丁目５番１号 療養       122 病棟種別:療養
     0739-22-6028  (0739-25-2825) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:32床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2923,1000,3 一般財団法人　新宮病〒647-0018 一般        51（療養入院）第635号       平成27年 4月 1日
     新医1000 院 新宮市仲之町二丁目１番地の１５療養        33 病棟種別:療養
     0735-22-5137  (0735-21-2137) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:33床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3024,1036,5 国保すさみ病院 〒649-2621 一般        48（療養入院）第663号       平成28年10月 1日
     西医1036 西牟婁郡すさみ町周参見２３８０療養        24 病棟種別:療養
     0739-55-2065  (0739-55-2225) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:6床
     区分:入院料２（注１２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 4日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3124,1058,9 白浜はまゆう病院 〒649-2211 一般        82（療養入院）第642号       平成27年10月 1日
     西医1058 西牟婁郡白浜町１４４７ 療養       176 病棟種別:療養
     0739-43-6200  (0739-43-7891) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3224,1082,9 医療法人宝山会　白浜〒649-2211 一般        22（療養入院）第689号       平成30年 4月 1日
     西医1082 小南病院 西牟婁郡白浜町小ヶ浦３２２０－療養       177 病棟種別:療養
     ９ 病床区分:療養
     0739-82-1200  (0739-82-1201) 病棟数:3棟
     病床数:137床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3325,1027,1 医療法人日進会　日進〒649-5332 療養        82（療養入院）第692号       平成30年 5月 1日
     東医1027 会病院 東牟婁郡那智勝浦町朝日１丁目２ 病棟種別:療養
     ２１番地の１ 病床区分:療養
     0735-52-6511  (0735-52-5438) 病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3425,1046,1 医療法人健佑会　串本〒649-3514 一般        59（療養入院）第693号       平成30年 5月 1日
     東医1046 有田病院 東牟婁郡串本町有田４９９番地の療養       115 病棟種別:療養
     １ 病床区分:療養
     0735-66-1021  (0735-66-1620) 病棟数:2棟
     病床数:115床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3580,1060,7 くしもと町立病院 〒649-3510 一般        90（療養入院）第664号       平成28年10月 1日
     東医1060 東牟婁郡串本町サンゴ台６９１番療養        40 病棟種別:療養
     地７ 病床区分:療養
     0735-62-7111  (0735-67-7200) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院料２（注１２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 結核病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 4日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    183,1000,7 独立行政法人国立病院〒644-0044 一般       295（結核入院）第413号       平成28年 4月10日
     (83,3000,1) 機構　和歌山病院 日高郡美浜町和田１１３８ 結核        15 病棟種別:結核
     日医1000 0738-22-3256  (0738-23-3104) 病棟数:1棟
     病床数:15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 4日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1016,5 医療法人　宮本病院 〒641-0054 精神       339（精神入院）第474号       平成25年 1月 1日
     和医1016 和歌山市塩屋３－６－１ 病棟種別:精神
     073-444-0576  (073-447-0294) 病床区分:精神
     病棟数:2棟
     病床数:118床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1025,6 医療法人　田村病院 〒649-6261 精神       174（精神入院）第478号       平成26年 4月 1日
     和医1025 和歌山市小倉６４５ 病棟種別:精神
     073-477-1268  (073-477-3324) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1092,6 医療法人旭会　和歌浦〒641-0021 精神       172（精神入院）第464号       平成19年 6月 1日
     和医1092 病院 和歌山市和歌浦東３丁目２番３８ 病棟種別:精神
     号 病床区分:精神
     073-444-0861  (073-446-2655) 病棟数:2棟
     病床数:112床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    411,1008,1 国保野上厚生総合病院〒640-1141 一般       100（精神入院）第447号       平成18年 4月 1日
     海医1008 海草郡紀美野町小畑１９８ 精神       100 病棟種別:精神
     073-489-2178  (073-489-5639) 療養        54 病床区分:精神
     病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:看護配置加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    518,1002,9 紀の川病院 〒649-6246 精神       218（精神入院）第477号       平成25年11月 1日
     岩医1002 岩出市吉田４７－１ 病棟種別:精神
     0736-62-4325  (0736-62-3137) 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
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    620,1009,0 国保日高総合病院 〒644-0002 一般       273（精神入院）第454号       平成18年 4月 1日
     (20,3009,4) 御坊市薗１１６番地の２ 精神       100 病棟種別:精神
     御医1009 0738-22-1111  (0738-22-7140) 一般（感染） 病床区分:精神
                  4 病棟数:2棟
     病床数:100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 4日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    723,1006,0 医療法人両茂会　岩﨑〒647-0061 精神       157（精神入院）第480号       平成27年 4月 1日
     新医1006 病院 新宮市三輪崎１３８４ 病棟種別:精神
     0735-31-7153  (0735-31-5655) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    825,1045,3 医療法人　芳純会　潮〒649-3502 一般         2（精神入院）第467号       平成24年 4月 1日
     東医1045 岬病院 東牟婁郡串本町潮岬４１７ 精神       178 病棟種別:精神
     0735-62-0888  (0735-62-4694) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:58床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    980,1007,8 和歌山県立こころの医〒643-0811 精神       300（精神入院）第475号       平成25年 3月 1日
     有医1000 療センター 有田郡有田川町庄３１ 病棟種別:精神
     0737-52-3221  (0737-52-5571) 病床区分:精神
     病棟数:4棟
     病床数:204床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1082,1017,3 紀南こころの医療セン〒646-0015 精神       198（精神入院）第479号       平成27年 1月 1日
     田医1017 ター 田辺市たきない町２５－１ 病棟種別:精神
     0739-22-2080  (0739-22-9440) 病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:144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 4日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    180,1278,5 和歌山県立医科大学附〒641-0012 一般 （特定入院）第411号       平成24年 7月 1日
     (80,3278,9) 属病院 和歌山市紀三井寺８１１番地１ 　　一般   760 病棟種別:精神
     和医1278 073-447-2300  精神 病床区分:精神
     　　精神    40 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１３対１入院基本料
     （特定入院）第414号       平成28年 8月 1日
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:14棟
     病床数:660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 4日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1023,1 医療法人曙会　和歌浦〒641-0054 一般       108（障害入院）第431号       平成23年12月 1日
     和医1023 中央病院 和歌山市塩屋６－２－７０ 療養        57 病棟種別:一般
     073-444-1600  (073-441-3101) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1027,2 愛徳医療福祉センター〒641-0044 一般        60（障害入院）第432号       平成24年 4月 1日
     和医1027 和歌山市今福３丁目５番４１号 病棟種別:一般
     073-425-2391  (073-426-1044) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1058,7 医療法人裕紫会　中谷〒640-8303 一般       137（障害入院）第423号       平成20年10月 1日
     和医1058 病院 和歌山市鳴神１２３－１ 療養        58 病棟種別:一般
     073-471-3111  (073-473-0864) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1076,9 医療法人青松会　河西〒640-8413 一般       108（障害入院）第427号       平成22年 6月 1日
     和医1076 田村病院 和歌山市島橋東ノ丁１番１１号 病棟種別:一般
     073-455-1015  (073-453-2359) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510,1026,5 医療法人南労会　紀和〒648-0085 一般       172（障害入院）第443号       平成30年 4月 1日
     橋医1026 病院 橋本市岸上１８－１ 療養       108 病棟種別:一般
     0736-33-5000  (0736-33-5100) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    617,1014,6 名手病院 〒649-6631 一般        58（障害入院）第444号       平成30年 4月 1日
     紀医1014 紀の川市名手市場２９４－１ 療養        46 病棟種別:一般
     0736-75-5252  (0736-75-2111) 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



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 4日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    718,1001,1 社会福祉法人和歌山つ〒649-6215 一般       136（障害入院）第437号       平成26年 6月 1日
     岩医1001 くし会つくし医療・福岩出市中迫６６５ 病棟種別:一般
     祉センター 0736-62-4121  (0736-62-8185) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    823,1000,3 一般財団法人　新宮病〒647-0018 一般        51（障害入院）第442号       平成30年 4月 1日
     新医1000 院 新宮市仲之町二丁目１番地の１５療養        33 病棟種別:一般
     0735-22-5137  (0735-21-2137) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:51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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    924,1027,4 南紀医療福祉センター〒649-2102 一般        64（障害入院）第433号       平成24年 4月 1日
     (24,3027,8) 西牟婁郡上富田町岩田１７７６－ 病棟種別:一般
     西医1027 １ 病床区分:一般
     0739-47-2175  (0739-47-2176) 病棟数:2棟
     病床数:64床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1080,1019,3 那智勝浦町立温泉病院〒649-5331 一般       120（障害入院）第445号       平成30年 4月 1日
     東医1019 東牟婁郡那智勝浦町天満１１８５ 病棟種別:一般
     番地４ 病床区分:一般
     0735-52-1055  (0735-52-3853) 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1183,1000,7 独立行政法人国立病院〒644-0044 一般       295（障害入院）第441号       平成30年 4月 1日
     (83,3000,1) 機構　和歌山病院 日高郡美浜町和田１１３８ 結核        15 病棟種別:一般
     日医1000 0738-22-3256  (0738-23-3104) 病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:210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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


