
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)

    103-1032-1 宗教法人　カトリック〒762-0033 一般       156（一般入院）第1号         平成27年10月 1日
     坂医32 聖ドミニコ宣教修道女坂出市谷町一丁目４番１３号 療養        40 病棟種別:一般
     会　坂出聖マルチン病0877-46-5195  (0877-46-0595) 病棟数:3棟
     院 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
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203-1086-7 社会医療法人財団　大〒762-0007 一般       351（一般入院）第6号         平成28年10月 1日
     坂医86 樹会　総合病院　回生坂出市室町三丁目５番２８号 精神        51 病棟種別:一般
     病院 0877-46-1011  (0877-45-6410) 病棟数:5棟
     病床数:193床
     区分:急性期一般入院料１
     看護職員夜間配置加算:12対１ 
     配置加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    370-1026-2 地域医療機構　りつり〒760-0073 一般       199（一般入院）第8号         平成26年10月 1日
     (70-3026-6) ん病院 高松市栗林町三丁目５番９号 病棟種別:一般
     特医26 087-862-3171  (087-837-1427) 病棟数:3棟
     病床数:120床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    480-1004-8 独立行政法人　国立病〒765-8507 一般       667（一般入院）第9号         平成26年10月 1日
     特医4 院機構　四国こどもと善通寺市仙遊町二丁目１番１号 精神        22 病棟種別:一般
     おとなの医療センター0877-62-1000  (0877-62-0205) 病床区分:一般
     病棟数:6棟
     病床数:228床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    570-1029-6 香川県厚生農業協同組〒761-2393 一般       191（一般入院）第12号        平成26年10月 1日
     (70-3029-0) 合連合会　滝宮総合病綾歌郡綾川町滝宮４８６番地 病棟種別:一般
     特医29 院 087-876-1145  (087-876-1302) 病棟数:2棟
     病床数:98床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    670-1030-4 国家公務員共済組合連〒760-0018 一般       179（一般入院）第13号        平成26年10月 1日
     特医30 合会　高松病院 高松市天神前４番１８号 病棟種別:一般
     087-861-3261  (087-835-0793) 病棟数:3棟
     病床数:127床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 4日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    716-1076-0 医療法人　圭良会永生〒769-0311 一般        40（一般入院）第16号        平成24年10月 1日
     仲医76 病院 仲多度郡まんのう町買田２２１番療養        90 病棟種別:一般
     地３ 病棟数:1棟
     0877-73-3300  (0877-73-3202) 病床数:40床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    870-1011-4 高松市民病院 〒760-8538 一般       341（一般入院）第17号        平成26年10月 1日
     特医11 高松市宮脇町二丁目３６番１号 精神        70 病棟種別:一般
     087-834-2181  (087-834-0777) 一般（感染） 病棟数:4棟
                  6 病床数:197床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    903-1128-7 医療法人社団　赤心会〒762-0024 一般        21（一般入院）第18号        平成24年 4月 1日
     坂医128 　赤沢病院 坂出市府中町３２５番地 療養        21 病棟種別:一般
     0877-48-3200  (0877-48-3283) 精神       152 病棟数:1棟
     病床数:21床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1070-1027-0 独立行政法人　労働者〒763-8502 一般       404（一般入院）第19号        平成26年10月 1日
     (70-3027-4) 健康安全機構　香川労丸亀市城東町三丁目３番１号 病棟種別:一般
     特医27 災病院 0877-23-3111  (0877-24-1147) 病棟数:8棟
     病床数:388床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1170-1037-9 三豊総合病院 〒769-1695 一般       478（一般入院）第20号        平成29年12月 1日
     (70-3037-3) 観音寺市豊浜町姫浜７０８番地 一般（感染） 病棟種別:一般
     特医37 0875-52-3366  (0875-52-4936)              4 病棟数:10棟
     病床数:403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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1216-1078-6 医療法人　慶昭会　お〒766-0002 一般        24（一般入院）第21号        平成18年 4月 1日
     仲医78 おにし病院 仲多度郡琴平町３５０番地１０ 療養       100 病棟種別:一般
     0877-75-5101  (0877-75-2409) 病棟数:1棟
     病床数:24床
     区分:特別入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1370-1008-0 香川県立白鳥病院 〒769-2788 一般       150（一般入院）第25号        平成29年 6月 1日
     特医8 東かがわ市松原９６３番地 病棟種別:一般
     0879-25-4154  (0879-25-5410) 病棟数:3棟
     病床数:134床
     区分:急性期一般入院料４
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

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

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1405-1077-1 医療法人社団　寿愛会〒768-0072 一般        40（一般入院）第31号        平成18年 4月 1日
     観医77 　羽崎病院 観音寺市栄町三丁目４番１号 療養        60 病棟種別:一般
     0875-25-3382  (0875-23-1220) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:特別入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-1473-1 高松平和病院 〒760-8530 一般       123（一般入院）第45号        平成28年 6月 1日
     高医473 高松市栗林町一丁目４番１号 病棟種別:一般
     087-833-8113  (087-831-1254) 病棟数:2棟
     病床数:76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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-1475-6 医療法人社団　新進会〒761-8083 一般        69（一般入院）第59号        平成30年 6月 1日
     高医475 　おさか脳神経外科病高松市三名町３７８番地１ 病棟種別:一般
     院 087-886-3300  (087-885-3038) 病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:急性期一般入院料５
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701-1476-4 医療法人社団　百石病〒761-0113 一般        87（一般入院）第64号        平成18年 4月 1日
     高医476 院 高松市屋島西町１９３７番地１ 病棟種別:一般
     087-843-6121  (087-843-0257) 病棟数:1棟
     病床数:31床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1808-1014-8 森川整形外科病院 〒767-0011 一般        41（一般入院）第66号        平成24年 4月 1日
     み医14 三豊市高瀬町下勝間１６２３番地 病棟種別:一般
     １ 病棟数:1棟
     0875-72-5661  (0875-72-2986) 病床数:41床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1905-1071-4 松井病院 〒768-0013 一般       115（一般入院）第75号        平成30年 4月 1日
     観医71 観音寺市村黒町７３９番地 療養       138 病棟種別:一般
     0875-23-2111  (0875-23-2100) 病棟数:1棟
     病床数:67床
     区分:地域一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001-1884-9 医療法人社団　仁樹会〒761-1703 一般        52（一般入院）第79号        平成28年 8月 1日
     高医884 　オサカ病院 高松市香川町浅野２７２番地 病棟種別:一般
     087-889-0703  (087-889-6539) 病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:地域一般入院料３
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 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)

   2101-1632-2 医療法人社団　啓友会〒761-0102 一般        49（一般入院）第89号        平成26年10月 1日
     高医632 　久米川病院 高松市新田町字谷北甲４７４番地 病棟種別:一般
     ３ 病棟数:1棟
     087-844-3111  (087-844-3112) 病床数:49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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201-1251-1 医療法人　和光会　前〒761-8054 一般        36（一般入院）第93号        平成30年 3月 1日
     高医251 田病院 高松市東ハゼ町８２４番地 療養        60 病棟種別:一般
     087-865-7111  (087-865-3336) 病棟数:1棟
     病床数:36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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301-1647-0 医療法人社団　研宣会〒760-0079 一般        43（一般入院）第102号       平成30年 4月 1日
     高医647 　広瀬病院 高松市松縄町３５番地３ 病棟種別:一般
     087-867-9911  (087-867-9988) 病棟数:1棟
     病床数:23床
     区分:急性期一般入院料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2404-1087-3 医療法人社団　真弘会〒765-0032 一般        43（一般入院）第110号       平成24年 7月 1日
     善医87 　谷病院 善通寺市原田町下五条１１９０番 病棟種別:一般
     地１ 病棟数:1棟
     0877-63-5800  (0877-63-5888) 病床数:43床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-1674-4 医療法人社団　雙和会〒760-0047 一般        73（一般入院）第117号       平成26年10月 1日
     高医674 　クワヤ病院 高松市塩屋町１番地４ 病棟種別:一般
     087-851-5208  (087-851-6027) 病棟数:1棟
     病床数:34床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2602-1153-7 医療法人社団　厚仁会〒763-0043 一般        42（一般入院）第119号       平成30年 4月 1日
     丸医153 　厚仁病院 丸亀市通町１３３番地 療養        24 病棟種別:一般
     0877-23-2311  (0877-23-1901) 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:地域一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2770-1023-9 高松赤十字病院 〒760-0017 一般       576（一般入院）第122号       平成26年10月 1日
     (70-3023-3) 高松市番町四丁目１番３号 病棟種別:一般
     特医23 087-831-7101  (087-834-7809) 病棟数:10棟
     病床数:424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      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2801-1689-2 医療法人社団　和広会〒760-0076 一般        24（一般入院）第123号       平成28年 4月 1日
     高医689 　伊達病院 高松市観光町５８８番地８ 療養        26 病棟種別:一般
     087-831-1701  (087-831-1704) 病棟数:1棟
     病床数:24床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2903-1141-0 医療法人社団　西山脳〒762-0023 一般        41（一般入院）第132号       平成28年11月 1日
     坂医141 神経外科病院 坂出市加茂町５９３番地１ 病棟種別:一般
     0877-48-3366  (0877-48-2225) 病棟数:1棟
     病床数:41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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3005-1139-9 医療法人社団　豊南会〒769-1613 一般       143（一般入院）第139号       平成30年 2月 1日
     (05-3139-3) 　香川井下病院 観音寺市大野原町花稲８１８番地療養       100 病棟種別:一般
     観医139 １ 病棟数:3棟
     0875-52-2215  (0875-52-5848) 病床数:98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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3108-1002-3 白井病院 〒767-0001 一般        40（一般入院）第143号       平成24年 4月 1日
     み医2 三豊市高瀬町上高瀬１３３９番地 病棟種別:一般
     0875-72-3131  (0875-72-3134) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201-1754-4 医療法人社団　三恵会〒760-0080 一般 （一般入院）第146号       平成28年10月 1日
     高医754 　木太三宅病院 高松市木太町３８３６番地７ 　　一般    31 病棟種別:一般
     087-867-3131  (087-867-3133) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:31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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

   3301-1766-8 医療法人社団　青冥会〒761-0450 一般 （一般入院）第150号       平成29年 1月 1日
     高医766 　ミタニ藤田病院 高松市三谷町１６８０番地１ 　　一般    42 病棟種別:一般
     087-864-8778  (087-864-8668) 療養        43 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:地域一般入院料３
     看護配置加算:有
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3402-1179-2 医療法人社団　岐山会〒763-0033 一般 （一般入院）第154号       平成18年 4月 1日
     丸医179 　篠原記念病院 丸亀市中府町五丁目１２番１１号　　一般    30 病棟種別:一般
     0877-23-2205  (0877-25-1468) 療養       123 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3570-1135-1 さぬき市民病院 〒769-2393 一般       175（一般入院）第159号       平成28年 7月 1日
     特医135 さぬき市寒川町石田東甲３８７番一般（感染） 病棟種別:一般（感染）
     地１              4 病棟数:3棟
     0879-43-2521  (0879-43-6469) 病床数:126床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3607-1030-6 医療法人社団　聖心会〒769-2602 一般        52（一般入院）第168号       平成30年 4月 1日
     (07-3030-0) 　阪本病院 東かがわ市川東１０３番地１ 療養        56 病棟種別:一般
     東医30 0879-25-1121  (0879-25-1122) 病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:地域一般入院料１
     看護補助加算:看護補助加算１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3770-1138-5 社会福祉法人　恩賜財〒761-8076 一般       148（一般入院）第170号       平成29年10月 1日
     特医138 団　済生会支部香川県高松市多肥上町１３３１番地１ 療養        50 病棟種別:一般
     済生会病院 087-868-1551  (087-868-9733) 病棟数:3棟
     病床数:148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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801-1841-9 一般財団法人　三宅医〒760-0018 一般        61（一般入院）第177号       平成30年 5月 1日
     高医841 学研究所　附属三宅リ高松市天神前５番５号 病棟種別:一般
     ハビリテーション病院087-831-2101  (087-835-1886) 病棟数:1棟
     病床数:25床
     区分:急性期一般入院料６
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 4日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3913-1079-1 医療法人社団　讃陽堂〒761-0701 一般        42（一般入院）第183号       平成25年 2月 1日
     木医79 　松原病院 木田郡三木町大字池戸３２３２番 病棟種別:一般
     地１ 病棟数:1棟
     087-898-0620  (087-898-7635) 病床数:42床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001-1853-4 医療法人財団　博仁会〒761-8024 一般       199（一般入院）第193号       平成30年 4月 1日
     高医853 　キナシ大林病院 高松市鬼無町藤井４３５番地１ 療養        55 病棟種別:一般
     087-881-3631  (087-881-3867) 病棟数:3棟
     病床数:150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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4104-1076-6 医療法人社団　純心会〒765-0073 一般 （一般入院）第194号       平成18年 4月 1日
     善医76 　善通寺前田病院 善通寺市中村町８９４番地１ 　　一般    46 病棟種別:一般
     0877-63-3131  (0877-63-2008) 病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4270-1146-8 三豊市立永康病院 〒769-1101 一般        92（一般入院）第196号       平成30年 2月 1日
     特医146 三豊市詫間町詫間１２９８番地２療養        48 病棟種別:一般
     0875-83-3001  (0875-83-6379) 精神        59 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:地域一般入院料３
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4370-1158-3 綾川町国民健康保険　〒761-2103 一般        35（一般入院）第198号       平成26年10月 1日
     特医158 陶病院 綾歌郡綾川町陶１７２０番地１ 療養        28 病棟種別:一般
     087-876-1185  (087-876-3795) 病棟数:1棟
     病床数:35床
     区分:急性期一般入院料６
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401-1815-3 医療法人社団　弘徳会〒760-0052 一般        29（一般入院）第199号       平成24年10月 1日
     高医815 　マオカ病院 高松市瓦町一丁目１２番地４５ 療養        29 病棟種別:一般
     087-862-8888  (087-863-0880) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:29床
     区分:地域一般入院料３
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 6月 4日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4508-1007-2 医療法人社団　愛有会〒769-1102 一般        60（一般入院）第201号       平成24年 7月 1日
     み医7 　岩崎病院 三豊市詫間町松崎２７８０番地４療養        48 病棟種別:一般
     ２６ 病床区分:一般
     0875-83-6011  (0875-83-6255) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601-1598-5 整形外科　吉峰病院 〒760-0017 一般        54（一般入院）第202号       平成27年11月 1日
     高医598 高松市番町一丁目４番１３号 病棟種別:一般
     087-851-8775  (087-821-5964) 病棟数:1棟
     病床数:54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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4716-1109-9 多度津三宅病院 〒764-0011 一般 （一般入院）第205号       平成29年11月 1日
     仲医109 仲多度郡多度津町栄町二丁目１番　　一般    29 病棟種別:一般
     ３６号 病棟数:1棟
     0877-32-2447  (0877-32-6161) 病床数:29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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4813-1082-5 医療法人春風会　樫村〒761-0702 一般        37（一般入院）第207号       平成21年10月 1日
     木医82 病院 木田郡三木町平木５６番地７ 病棟種別:一般
     087-898-1431  (087-898-3830) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:37床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4902-1232-9 宮野病院 〒763-0033 一般 （一般入院）第208号       平成24年 4月 1日
     丸医232 丸亀市中府町四丁目１３番２８号　　一般    30 病棟種別:一般
     0877-22-3171  (0877-23-5771) 療養        51 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７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5007-1037-1 太田病院 〒769-2601 一般        48（一般入院）第209号       平成25年10月 1日
     東医37 東かがわ市三本松１７５８ 療養        12 病棟種別:一般
     0879-25-2673  (0879-25-3367) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

   5170-1167-4 香川県立中央病院 〒760-8557 一般       526（一般入院）第210号       平成26年10月 1日
     (70-3167-8) 高松市朝日町一丁目２番１号 結核         5 病棟種別:一般
     特医167 087-811-3333  (087-802-1188) 一般（感染） 病床区分:一般
                  2 病棟数:14棟
     病床数:464床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5202-1246-9 まるがめ医療センター〒763-0052 一般       300（一般入院）第211号       平成26年 6月 1日
     丸医246 丸亀市津森町２１９番地 病棟種別:一般
     0877-23-5555  (0877-23-6200) 病棟数:1棟
     病床数:53床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5370-1170-8 坂出市立病院 〒762-8550 一般       194（一般入院）第212号       平成26年12月 1日
     特医170 坂出市寿町三丁目１番２号 病棟種別:一般
     0877-46-5131  (0877-46-2377) 病棟数:4棟
     病床数:178床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5415-1139-8 医療法人社団清仁会　〒769-0205 一般 （一般入院）第213号       平成30年 4月 1日
     綾医139 宇多津病院 綾歌郡宇多津町浜五番丁６６番地　　一般    38 病棟種別:一般
     １ 病床区分:一般
     0877-56-7777  (0877-56-7373) 病棟数:1棟
     病床数:38床
     区分:地域一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5570-1171-6 小豆島中央病院 〒761-4301 一般       194（一般入院）第214号       平成30年 2月 1日
     特医171 小豆郡小豆島町池田２０６０番地療養        40 病棟種別:一般
     １ 病棟数:3棟
     0879-75-1121  (0879-75-1131) 病床数:158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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5670-1174-0 香川県厚生農業協同組〒761-0186 一般 （一般入院）第215号       平成28年11月 1日
     (70-3174-4) 合連合会　屋島総合病高松市屋島西町２１０５番地１７　　一般   272 病棟種別:一般
     特医174 院 087-841-9141  (087-841-7392) その他       7 病棟数:5棟
     病床数:209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     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    112-1051-2 医療法人社団　宝樹会〒761-4301 療養        40（療養入院）第2号         平成29年 2月 1日
     小医51 　小豆島病院 小豆郡小豆島町池田２５１９番地精神       184 病棟種別:療養
     ４ 病棟数:1棟
     0879-75-0570  (0879-75-1676) 病床数:40床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    205-1139-9 医療法人社団　豊南会〒769-1613 一般       143（療養入院）第4号         平成22年 6月 1日
     (05-3139-3) 　香川井下病院 観音寺市大野原町花稲８１８番地療養       100 病棟種別:療養
     観医139 １ 病棟数:2棟
     0875-52-2215  (0875-52-5848) 病床数:100床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    316-1088-5 医療法人社団　ひかり〒764-0033 療養        60（療養入院）第11号        平成24年 4月 1日
     仲医88 会　河内病院 仲多度郡多度津町青木１３０番地 病棟種別:療養
     １ 病棟数:1棟
     0877-33-3113  (0877-33-0973) 病床数:60床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-1630-6 医療法人社団　康生会〒760-0017 療養        49（療養入院）第13号        平成18年 7月 1日
     高医630 　高松大林病院 高松市番町一丁目１０番３号 病棟種別:療養
     087-862-1231  (087-834-4636) 病床数:49床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    505-1077-1 医療法人社団　寿愛会〒768-0072 一般        40（療養入院）第15号        平成18年 7月 1日
     観医77 　羽崎病院 観音寺市栄町三丁目４番１号 療養        60 病棟種別:療養
     0875-25-3382  (0875-23-1220) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    608-1007-2 医療法人社団　愛有会〒769-1102 一般        60（療養入院）第16号        平成30年 4月 1日
     み医7 　岩崎病院 三豊市詫間町松崎２７８０番地４療養        48 病棟種別:療養
     ２６ 病棟数:1棟
     0875-83-6011  (0875-83-6255) 病床数:48床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-1251-1 医療法人　和光会　前〒761-8054 一般        36（療養入院）第18号        平成18年 7月 1日
     高医251 田病院 高松市東ハゼ町８２４番地 療養        60 病棟種別:療養
     087-865-7111  (087-865-3336) 病棟数:1棟
     病床数:60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     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    802-1152-9 医療法人社団　健仁会〒763-0093 療養        73（療養入院）第19号        平成30年 4月 1日
     丸医152 　岩本病院 丸亀市郡家町２４８６番地５ 病棟種別:療養
     0877-28-6311  (0877-28-6313) 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    903-1128-7 医療法人社団　赤心会〒762-0024 一般        21（療養入院）第21号        平成24年 4月 1日
     坂医128 　赤沢病院 坂出市府中町３２５番地 療養        21 病棟種別:療養
     0877-48-3200  (0877-48-3283) 精神       152 病棟数:1棟
     病床数:21床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1006-1009-2 医療法人　日昭会　岡〒769-2101 療養       304（療養入院）第23号        平成30年 4月 1日
     さ医9 病院 さぬき市志度１５６２番地 病棟種別:療養
     087-894-5050  (087-894-5287) 病棟数:5棟
     病床数:228床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1108-1004-9 医療法人社団　新榮会〒769-1102 療養        38（療養入院）第24号        平成24年 4月 1日
     み医4 　細川病院 三豊市詫間町松崎１６３９番地１ 病棟種別:療養
     0875-83-2211  (0875-83-8008) 病棟数:1棟
     病床数:38床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1202-1153-7 医療法人社団　厚仁会〒763-0043 一般        42（療養入院）第25号        平成24年 4月 1日
     丸医153 　厚仁病院 丸亀市通町１３３番地 療養        24 病棟種別:療養
     0877-23-2311  (0877-23-1901) 病棟数:1棟
     病床数:24床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1302-1092-7 医療法人社団　清風会〒763-0032 療養        54（療養入院）第32号        平成26年 8月 1日
     丸医92 　中山病院 丸亀市城西町二丁目１番３号 病棟種別:療養
     0877-23-0231  (0877-23-2966) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1402-1178-4 医療法人　仁寿会　吉〒763-0007 療養        62（療養入院）第44号        平成30年 4月 1日
     (02-3178-8) 田病院 丸亀市宗古町５番地 病棟種別:療養
     丸医178 0877-22-8101  (0877-22-8102) 病棟数:1棟
     病床数:32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 4日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1502-1179-2 医療法人社団　岐山会〒763-0033 一般 （療養入院）第45号        平成18年 7月 1日
     丸医179 　篠原記念病院 丸亀市中府町五丁目１２番１１号　　一般    30 病棟種別:療養
     0877-23-2205  (0877-25-1468) 療養       123 病棟数:2棟
     病床数:123床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-1477-2 医療法人　栄光会　ル〒760-0017 療養        48（療養入院）第46号        平成18年 7月 1日
     高医477 カ病院 高松市番町二丁目１２番５号 病棟種別:療養
     087-851-2396  (087-851-3678) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1716-1074-5 医療法人社団　たけお〒766-0004 一般        29（療養入院）第56号        平成30年 4月 1日
     仲医74 会　岩佐病院 仲多度郡琴平町榎井７７５番地 療養        34 病棟種別:療養
     0877-73-3535  (0877-73-3537) 病棟数:1棟
     病床数:34床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1816-1111-5 医療法人社団　みどり〒764-0025 療養        43（療養入院）第58号        平成30年 4月 1日
     仲医111 会　加藤病院 仲多度郡多度津町寿町７番３号 病棟種別:療養
     0877-33-2821  (0877-33-2849) 病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1970-1138-5 社会福祉法人　恩賜財〒761-8076 一般       148（療養入院）第61号        平成26年 8月 1日
     特医138 団　済生会支部香川県高松市多肥上町１３３１番地１ 療養        50 病棟種別:療養
     済生会病院 087-868-1551  (087-868-9733) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2070-1144-3 高松市民病院塩江分院〒761-1612 療養        87（療養入院）第72号        平成29年 1月 1日
     (70-3144-7) 高松市塩江町安原上東９９番地１ 病棟種別:療養
     特医144 087-893-0031  (087-893-0104) 病棟数:2棟
     病床数:87床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2170-1146-8 三豊市立永康病院 〒769-1101 一般        92（療養入院）第74号        平成28年 6月 1日
     特医146 三豊市詫間町詫間１２９８番地２療養        48 病棟種別:療養
     0875-83-3001  (0875-83-6379) 精神        59 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



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)

   2270-1158-3 綾川町国民健康保険　〒761-2103 一般        35（療養入院）第76号        平成18年 7月 1日
     特医158 陶病院 綾歌郡綾川町陶１７２０番地１ 療養        28 病棟種別:療養
     087-876-1185  (087-876-3795) 病棟数:1棟
     病床数:28床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301-1815-3 医療法人社団　弘徳会〒760-0052 一般        29（療養入院）第77号        平成30年 4月 1日
     高医815 　マオカ病院 高松市瓦町一丁目１２番地４５ 療養        29 病棟種別:療養
     087-862-8888  (087-863-0880) 病棟数:1棟
     病床数:29床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2402-1146-1 医療法人社団　更新会〒763-0001 療養        48（療養入院）第79号        平成29年 7月 1日
     丸医146 　丸亀林病院 丸亀市風袋町１７７番地１ 病棟種別:療養
     0877-22-8181  (0877-22-8184) 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2503-1032-1 宗教法人　カトリック〒762-0033 一般       156（療養入院）第80号        平成23年 3月 1日
     坂医32 聖ドミニコ宣教修道女坂出市谷町一丁目４番１３号 療養        40 病棟種別:療養
     会　坂出聖マルチン病0877-46-5195  (0877-46-0595) 病棟数:1棟
     院 病床数:40床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-1843-5 医療法人社団　藤英会〒760-0072 療養        43（療養入院）第82号        平成24年 4月 1日
     高医843 　斉藤病院 高松市花園町一丁目６番８号 病棟種別:療養
     087-862-3155  (087-862-1638) 病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701-1766-8 医療法人社団　青冥会〒761-0450 一般 （療養入院）第88号        平成30年 6月 1日
     高医766 　ミタニ藤田病院 高松市三谷町１６８０番地１ 　　一般    42 病棟種別:療養
     087-864-8778  (087-864-8668) 療養        43 病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2807-1030-6 医療法人社団　聖心会〒769-2602 一般        52（療養入院）第89号        平成30年 4月 1日
     (07-3030-0) 　阪本病院 東かがわ市川東１０３番地１ 療養        56 病棟種別:療養
     東医30 0879-25-1121  (0879-25-1122) 病棟数:1棟
     病床数:56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     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2912-1066-0 医療法人社団　つばき〒761-4411 療養        47（療養入院）第91号        平成30年 4月 1日
     小医66 会　牟礼病院 小豆郡小豆島町安田甲３３番地 病棟種別:療養
     0879-82-1111  (0879-82-1110) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:47床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3002-1232-9 宮野病院 〒763-0033 一般 （療養入院）第93号        平成24年 4月 1日
     丸医232 丸亀市中府町四丁目１３番２８号　　一般    30 病棟種別:療養
     0877-22-3171  (0877-23-5771) 療養        51 病棟数:1棟
     病床数:51床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101-1853-4 医療法人財団　博仁会〒761-8024 一般       199（療養入院）第94号        平成29年 9月 1日
     高医853 　キナシ大林病院 高松市鬼無町藤井４３５番地１ 療養        55 病棟種別:療養
     087-881-3631  (087-881-3867) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3205-1071-4 松井病院 〒768-0013 一般       115（療養入院）第95号        平成30年 4月 1日
     観医71 観音寺市村黒町７３９番地 療養       138 病棟種別:療養
     0875-23-2111  (0875-23-2100) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:84床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3370-1171-6 小豆島中央病院 〒761-4301 一般       194（療養入院）第96号        平成30年 4月 1日
     特医171 小豆郡小豆島町池田２０６０番地療養        40 病棟種別:療養
     １ 病棟数:1棟
     0879-75-1121  (0879-75-1131) 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 4日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    180-1001-4 独立行政法人　国立病〒761-0103 一般 （結核入院）第2号         平成18年 4月 1日
     (80-3001-8) 院機構　高松医療セン高松市新田町乙８番地 　　一般   220 病棟種別:結核
     特医1 ター 087-841-2146  (087-843-5545) 結核        20 病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    270-1167-4 香川県立中央病院 〒760-8557 一般       526（結核入院）第124号       平成26年 3月 1日
     (70-3167-8) 高松市朝日町一丁目２番１号 結核         5 病棟種別:結核
     特医167 087-811-3333  (087-802-1188) 一般（感染） 病床数:5床
                  2 区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    370-1171-6 小豆島中央病院 〒761-4301 一般       194（結核入院）第125号       平成28年 4月 1日
     特医171 小豆郡小豆島町池田２０６０番地療養        40 病棟種別:結核
     １ 病床数:5床
     0879-75-1121  (0879-75-1131) 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     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-1881-5 医療法人社団　以和貴〒761-1402 精神       237（精神入院）第15号        平成18年 4月 1日
     (01-3881-9) 会　いわき病院 高松市香南町由佐１１３番地１ 病棟種別:精神
     高医881 087-879-3533  (087-879-1080) 病棟数:2棟
     病床数:99床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    270-1011-4 高松市民病院 〒760-8538 一般       341（精神入院）第17号        平成22年 4月 1日
     特医11 高松市宮脇町二丁目３６番１号 精神        70 病棟種別:精神
     087-834-2181  (087-834-0777) 一般（感染） 病棟数:1棟
                  6 病床数:70床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303-1128-7 医療法人社団　赤心会〒762-0024 一般        21（精神入院）第18号        平成24年 4月 1日
     坂医128 　赤沢病院 坂出市府中町３２５番地 療養        21 病棟種別:精神
     0877-48-3200  (0877-48-3283) 精神       152 病棟数:2棟
     病床数:92床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470-1119-5 香川県立丸亀病院 〒763-8518 精神       215（精神入院）第24号        平成26年 4月 1日
     (70-3119-9) 丸亀市土器町東九丁目２９１番地 病棟種別:精神
     特医119 0877-22-2131  (0877-22-7804) 病棟数:2棟
     病床数:106床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-1869-0 医療法人社団　光風会〒761-0123 精神       320（精神入院）第77号        平成18年 4月 1日
     高医869 　三光病院 高松市牟礼町原８８３番地１ 病棟種別:精神
     087-845-3301  (087-845-6822) 病棟数:1棟
     病床数:70床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    612-1051-2 医療法人社団　宝樹会〒761-4301 療養        40（精神入院）第83号        平成27年 9月 1日
     小医51 　小豆島病院 小豆郡小豆島町池田２５１９番地精神       184 病棟種別:精神
     ４ 病棟数:1棟
     0879-75-0570  (0879-75-1676) 病床数:44床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    705-1063-1 医療法人　清和会　清〒768-0040 精神       161（精神入院）第92号        平成24年 4月 1日
     (05-3063-5) 水病院 観音寺市柞田町甲１４２５番地１ 病棟種別:精神
     観医63 0875-25-3749  (0875-24-3102) 病棟数:2棟
     病床数:108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     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    802-1145-3 医療法人社団　中和会〒763-0052 精神       130（精神入院）第99号        平成18年 4月 1日
     丸医145 　西紋病院 丸亀市津森町５９５番地 病棟種別:精神
     0877-22-5205  (0877-22-5206) 病棟数:1棟
     病床数:70床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-1673-6 医療法人社団　玉藻会〒761-8031 精神       427（精神入院）第116号       平成26年10月 1日
     (01-3673-0) 　馬場病院 高松市郷東町５８０番地 病棟種別:精神
     高医673 087-881-4375  (087-881-4378) 病棟数:3棟
     病床数:139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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1002-1074-5 医療法人社団　三愛会〒763-0073 精神       328（精神入院）第129号       平成18年 4月 1日
     (02-3074-9) 　三船病院 丸亀市柞原町３６６番地 病棟種別:精神
     丸医74 0877-23-2341  (0877-23-2344) 病棟数:1棟
     病床数:58床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101-1107-5 一般財団法人　大西精〒761-8056 精神       374（精神入院）第134号       平成18年 4月 1日
     高医107 神衛生研究所　附属大高松市上天神町３３６番地 病棟種別:精神
     西病院 087-865-3330  (087-865-7601) 病棟数:5棟
     病床数:272床
     区分:１８対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1270-1146-8 三豊市立永康病院 〒769-1101 一般        92（精神入院）第169号       平成18年 4月 1日
     特医146 三豊市詫間町詫間１２９８番地２療養        48 病棟種別:精神
     0875-83-3001  (0875-83-6379) 精神        59 病棟数:1棟
     病床数:59床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1303-1086-7 社会医療法人財団　大〒762-0007 一般       351（精神入院）第170号       平成22年 6月 1日
     坂医86 樹会　総合病院　回生坂出市室町三丁目５番２８号 精神        51 病棟種別:精神
     病院 0877-46-1011  (0877-45-6410) 病棟数:1棟
     病床数:51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 特定機能病院入院基本料　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)

    180-1118-6 香川大学医学部附属病〒761-0793 一般       587（特定入院）第1号         平成26年10月 1日
     (80-3118-0) 院 木田郡三木町大字池戸１７５０番精神        26 病棟種別:一般
     特承医1 地１ 病棟数:12棟
     087-898-5111  (087-891-2060) 病床数:482床
     区分:７対１入院基本料
     （特定入院）第1号         平成30年 4月 1日
     病棟種別:精神
     病棟数:1棟
     病床数:26床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 6月 1日 障害者施設等入院基本料　医科］ 平成30年 6月 4日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    170-1120-3 かがわ総合リハビリテ〒761-8057 一般       184（障害入院）第2号         平成18年 4月 1日
     (70-3120-7) ーション病院 高松市田村町１１１４番地 病棟種別:一般
     特医120 087-867-6008  (087-865-3915) 病棟数:2棟
     病床数:94床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    280-1001-4 独立行政法人　国立病〒761-0103 一般 （障害入院）第4号         平成18年 4月 1日
     (80-3001-8) 院機構　高松医療セン高松市新田町乙８番地 　　一般   220 病棟種別:一般
     特医1 ター 087-841-2146  (087-843-5545) 結核        20 病棟数:4棟
     病床数:220床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-1674-4 医療法人社団　雙和会〒760-0047 一般        73（障害入院）第5号         平成18年 4月 1日
     高医674 　クワヤ病院 高松市塩屋町１番地４ 病棟種別:一般
     087-851-5208  (087-851-6027) 病棟数:1棟
     病床数:39床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-1476-4 医療法人社団　百石病〒761-0113 一般        87（障害入院）第7号         平成18年 4月 1日
     高医476 院 高松市屋島西町１９３７番地１ 病棟種別:一般
     087-843-6121  (087-843-0257) 病棟数:1棟
     病床数:56床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    505-1139-9 医療法人社団　豊南会〒769-1613 一般       143（障害入院）第9号         平成30年 4月 1日
     (05-3139-3) 　香川井下病院 観音寺市大野原町花稲８１８番地療養       100 病棟種別:一般
     観医139 １ 病棟数:1棟
     0875-52-2215  (0875-52-5848) 病床数:45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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-1912-8 医療法人社団　有史会〒769-0104 一般        50（障害入院）第10号        平成28年 7月 1日
     高医912 　高畠病院 高松市国分寺町新名５００番地１ 病棟種別:一般
     087-874-3131  (087-874-4464) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    716-1074-5 医療法人社団　たけお〒766-0004 一般        29（障害入院）第11号        平成23年 2月 1日
     仲医74 会　岩佐病院 仲多度郡琴平町榎井７７５番地 療養        34 病棟種別:一般
     0877-73-3535  (0877-73-3537) 病棟数:1棟
     病床数:29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 4日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    880-1004-8 独立行政法人　国立病〒765-8507 一般       667（障害入院）第12号        平成25年 7月 1日
     特医4 院機構　四国こどもと善通寺市仙遊町二丁目１番１号 精神        22 病棟種別:一般
     おとなの医療センター0877-62-1000  (0877-62-0205) 病棟数:4棟
     病床数:215床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902-1246-9 まるがめ医療センター〒763-0052 一般       300（障害入院）第13号        平成27年 6月 1日
     丸医246 丸亀市津森町２１９番地 病棟種別:一般
     0877-23-5555  (0877-23-6200) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


