
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 医師事務作業補助体制加算１　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)

    107-1030-6 医療法人社団　聖心会〒769-2602 一般        52（事補１）第1号           平成29年 7月 1日
     (07-3030-0) 　阪本病院 東かがわ市川東１０３番地１ 療養        56 一般病床数:52床
     東医30 0879-25-1121  (0879-25-1122) 一般病床配置基準:２５対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    216-1074-5 医療法人社団　たけお〒766-0004 一般        29（事補１）第2号           平成27年 7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 一般病床数:29床
     0877-73-3535  (0877-73-3537) 一般病床配置基準:５０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-1674-4 医療法人社団　雙和会〒760-0047 一般        73（事補１）第3号           平成26年 4月 1日
     高医674 　クワヤ病院 高松市塩屋町１番地４ 一般病床配置基準:７５対１補
     087-851-5208  (087-851-6027) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470-1011-4 高松市民病院 〒760-8538 一般       341（事補１）第5号           平成30年 5月 1日
     特医11 高松市宮脇町二丁目３６番１号 精神        70 一般病床数:245床
     087-834-2181  (087-834-0777) 一般（感染） 一般病床配置基準:３０対１補
                  6 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    505-1139-9 医療法人社団　豊南会〒769-1613 一般       143（事補１）第7号           平成28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 一般病床数:143床
     観医139 １ 一般病床配置基準:２０対１補
     0875-52-2215  (0875-52-5848) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    670-1029-6 香川県厚生農業協同組〒761-2393 一般       191（事補１）第9号           平成28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 一般病床数:191床
     特医29 院 087-876-1145  (087-876-1302) 一般病床配置基準:５０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    770-1167-4 香川県立中央病院 〒760-8557 一般       526（事補１）第10号          平成29年 2月 1日
     (70-3167-8) 高松市朝日町一丁目２番１号 結核         5 一般病床数:526床
     特医167 087-811-3333  (087-802-1188) 一般（感染） 一般病床配置基準:２０対１補
                  2 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    880-1004-8 独立行政法人　国立病〒765-8507 一般       667（事補１）第11号          平成26年 4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 一般病床配置基準:２５対１補
     おとなの医療センター0877-62-1000  (0877-62-0205) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    970-1170-8 坂出市立病院 〒762-8550 一般       194（事補１）第13号          平成27年 8月 1日
     特医170 坂出市寿町三丁目１番２号 一般病床数:186床
     0877-46-5131  (0877-46-2377) 一般病床配置基準:１５対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-1841-9 一般財団法人　三宅医〒760-0018 一般        61（事補１）第14号          平成27年10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 一般病床配置基準:７５対１補
     ハビリテーション病院087-831-2101  (087-835-1886) 助体制加算



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 医師事務作業補助体制加算１　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)

   1103-1086-7 社会医療法人財団　大〒762-0007 一般       351（事補１）第15号          平成28年11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 一般病床数:305床
     病院 0877-46-1011  (0877-45-6410) 一般病床配置基準:２０対１補
     助体制加算
     精神病棟入院基本料算定病床数
     :51床
     精神病棟入院基本料算定病床配
     置基準:５０対１補助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1270-1023-9 高松赤十字病院 〒760-0017 一般       576（事補１）第16号          平成27年12月 1日
     (70-3023-3) 高松市番町四丁目１番３号 一般病床数:497床
     特医23 087-831-7101  (087-834-7809) 一般病床配置基準:１５対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-1647-0 医療法人社団　研宣会〒760-0079 一般        43（事補１）第17号          平成28年 4月 1日
     高医647 　広瀬病院 高松市松縄町３５番地３ 一般病床数:43床
     087-867-9911  (087-867-9988) 一般病床配置基準:５０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1470-1026-2 地域医療機構　りつり〒760-0073 一般       199（事補１）第19号          平成30年 4月 1日
     (70-3026-6) ん病院 高松市栗林町三丁目５番９号 一般病床数:199床
     特医26 087-862-3171  (087-837-1427) 一般病床配置基準:５０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1580-1118-6 香川大学医学部附属病〒761-0793 一般       587（事補１）第20号          平成28年 6月 1日
     (80-3118-0) 院 木田郡三木町大字池戸１７５０番精神        26 特定機能病院入院基本料算定病
     特承医1 地１ 床数:599床
     087-898-5111  (087-891-2060) 特定機能病院入院基本料算定病
     床配置基準:４０対１補助体制
     加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1670-1138-5 社会福祉法人　恩賜財〒761-8076 一般       148（事補１）第21号          平成28年12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 一般病床数:148床
     済生会病院 087-868-1551  (087-868-9733) 一般病床配置基準:４０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1770-1037-9 三豊総合病院 〒769-1695 一般       478（事補１）第22号          平成28年 4月 1日
     (70-3037-3) 観音寺市豊浜町姫浜７０８番地 一般（感染） 一般病床数:478床
     特医37 0875-52-3366  (0875-52-4936)              4 一般病床配置基準:３０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1870-1174-0 香川県厚生農業協同組〒761-0186 一般 （事補１）第24号          平成30年 4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 一般病床数:272床
     特医174 院 087-841-9141  (087-841-7392) その他       7 一般病床配置基準:５０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 医師事務作業補助体制加算１　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)

   1903-1141-0 医療法人社団　西山脳〒762-0023 一般        41（事補１）第25号          平成29年 3月 1日
     坂医141 神経外科病院 坂出市加茂町５９３番地１ 一般病床数:41床
     0877-48-3366  (0877-48-2225) 一般病床配置基準:５０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2070-1030-4 国家公務員共済組合連〒760-0018 一般       179（事補１）第26号          平成29年 7月 1日
     特医30 合会　高松病院 高松市天神前４番１８号 一般病床数:179床
     087-861-3261  (087-835-0793) 一般病床配置基準:１５対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101-1853-4 医療法人財団　博仁会〒761-8024 一般       199（事補１）第27号          平成30年 2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 一般病床数:150床
     087-881-3631  (087-881-3867) 一般病床配置基準:４０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 医師事務作業補助体制加算２　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)

    101-1475-6 医療法人社団　新進会〒761-8083 一般        69（事補２）第3号           平成24年 8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 一般病床配置基準:２５対１補
     院 087-886-3300  (087-885-3038) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-1473-1 高松平和病院 〒760-8530 一般       123（事補２）第4号           平成26年10月 1日
     高医473 高松市栗林町一丁目４番１号 一般病床数:123床
     087-833-8113  (087-831-1254) 一般病床配置基準:２５対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    370-1027-0 独立行政法人　労働者〒763-8502 一般       404（事補２）第5号           平成25年 4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 一般病床配置基準:１５対１補
     特医27 災病院 0877-23-3111  (0877-24-1147) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470-1008-0 香川県立白鳥病院 〒769-2788 一般       150（事補２）第7号           平成27年 7月 1日
     特医8 東かがわ市松原９６３番地 一般病床配置基準:３０対１補
     0879-25-4154  (0879-25-5410) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    570-1135-1 さぬき市民病院 〒769-2393 一般       175（事補２）第28号          平成28年 8月 1日
     特医135 さぬき市寒川町石田東甲３８７番一般（感染） 一般病床数:162床
     地１              4 一般病床配置基準:２０対１補
     0879-43-2521  (0879-43-6469) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    607-1037-1 太田病院 〒769-2601 一般        48（事補２）第29号          平成25年10月 1日
     東医37 東かがわ市三本松１７５８ 療養        12 一般病床配置基準:７５対１補
     0879-25-2673  (0879-25-3367) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    770-1171-6 小豆島中央病院 〒761-4301 一般       194（事補２）第34号          平成28年 7月 1日
     特医171 小豆郡小豆島町池田２０６０番地療養        40 一般病床数:194床
     １ 一般病床配置基準:４０対１補
     0879-75-1121  (0879-75-1131) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    870-1119-5 香川県立丸亀病院 〒763-8518 精神       215（事補２）第35号          平成28年 9月 1日
     (70-3119-9) 丸亀市土器町東九丁目２９１番地 精神科救急入院料等算定病床数
     特医119 0877-22-2131  (0877-22-7804) :50床
     精神科救急入院料等算定病床配
     置基準:７５対１補助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    903-1032-1 宗教法人　カトリック〒762-0033 一般       156（事補２）第36号          平成29年 8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 一般病床数:156床
     会　坂出聖マルチン病0877-46-5195  (0877-46-0595) 一般病床配置基準:４０対１補
     院 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 緩和ケア診療加算　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)

    180-1118-6 香川大学医学部附属病〒761-0793 一般       587（緩診）第3号             平成21年 2月 1日
     (80-3118-0) 院 木田郡三木町大字池戸１７５０番精神        26
     特承医1 地１
     087-898-5111  (087-891-2060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    270-1011-4 高松市民病院 〒760-8538 一般       341（緩診）第5号             平成30年 4月 1日
     特医11 高松市宮脇町二丁目３６番１号 精神        70
     087-834-2181  (087-834-0777) 一般（感染）
                  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 医療安全対策加算１　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)

    180-1001-4 独立行政法人　国立病〒761-0103 一般 （医療安全１）第1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 届出区分：医療安全対策加算１
     特医1 ター 087-841-2146  (087-843-5545) 結核        20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    280-1004-8 独立行政法人　国立病〒765-8507 一般       667（医療安全１）第3号       平成30年 4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 医療安全対策地域連携加算：医
     おとなの医療センター0877-62-1000  (0877-62-0205) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    370-1023-9 高松赤十字病院 〒760-0017 一般       576（医療安全１）第5号       平成30年 4月 1日
     (70-3023-3) 高松市番町四丁目１番３号 医療安全対策地域連携加算：医
     特医23 087-831-7101  (087-834-7809) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470-1030-4 国家公務員共済組合連〒760-0018 一般       179（医療安全１）第6号       平成30年 4月 1日
     特医30 合会　高松病院 高松市天神前４番１８号 医療安全対策地域連携加算：医
     087-861-3261  (087-835-0793) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    570-1037-9 三豊総合病院 〒769-1695 一般       478（医療安全１）第8号       平成30年 4月 1日
     (70-3037-3) 観音寺市豊浜町姫浜７０８番地 一般（感染） 医療安全対策地域連携加算：医
     特医37 0875-52-3366  (0875-52-4936)              4 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    680-1118-6 香川大学医学部附属病〒761-0793 一般       587（医療安全１）第9号       平成18年 4月 1日
     (80-3118-0) 院 木田郡三木町大字池戸１７５０番精神        26 届出区分：医療安全対策加算１
     特承医1 地１
     087-898-5111  (087-891-2060)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    703-1086-7 社会医療法人財団　大〒762-0007 一般       351（医療安全１）第12号      平成18年 4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 届出区分：医療安全対策加算１
     病院 0877-46-1011  (0877-45-6410)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    870-1027-0 独立行政法人　労働者〒763-8502 一般       404（医療安全１）第13号      平成30年 4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 医療安全対策地域連携加算：医
     特医27 災病院 0877-23-3111  (0877-24-1147) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    970-1011-4 高松市民病院 〒760-8538 一般       341（医療安全１）第19号      平成30年 4月 1日
     特医11 高松市宮脇町二丁目３６番１号 精神        70 医療安全対策地域連携加算：医
     087-834-2181  (087-834-0777) 一般（感染） 療安全対策地域連携加算１
                  6 届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1070-1029-6 香川県厚生農業協同組〒761-2393 一般       191（医療安全１）第21号      平成30年 4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 医療安全対策地域連携加算：医
     特医29 院 087-876-1145  (087-876-1302) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算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 医療安全対策加算１　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)

   1170-1135-1 さぬき市民病院 〒769-2393 一般       175（医療安全１）第29号      平成22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） 届出区分：医療安全対策加算１
     地１              4
     0879-43-2521  (0879-43-6469)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1270-1167-4 香川県立中央病院 〒760-8557 一般       526（医療安全１）第38号      平成30年 4月 1日
     (70-3167-8) 高松市朝日町一丁目２番１号 結核         5 医療安全対策地域連携加算：医
     特医167 087-811-3333  (087-802-1188) 一般（感染） 療安全対策地域連携加算１
                  2 届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1370-1170-8 坂出市立病院 〒762-8550 一般       194（医療安全１）第39号      平成30年 4月 1日
     特医170 坂出市寿町三丁目１番２号 医療安全対策地域連携加算：医
     0877-46-5131  (0877-46-2377) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1470-1138-5 社会福祉法人　恩賜財〒761-8076 一般       148（医療安全１）第40号      平成30年 4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 医療安全対策地域連携加算：医
     済生会病院 087-868-1551  (087-868-9733) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1570-1174-0 香川県厚生農業協同組〒761-0186 一般 （医療安全１）第41号      平成30年 4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 医療安全対策地域連携加算：医
     特医174 院 087-841-9141  (087-841-7392) その他       7 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1670-1026-2 地域医療機構　りつり〒760-0073 一般       199（医療安全１）第42号      平成30年 4月 1日
     (70-3026-6) ん病院 高松市栗林町三丁目５番９号 医療安全対策地域連携加算：医
     特医26 087-862-3171  (087-837-1427) 療安全対策地域連携加算１
     届出区分：医療安全対策加算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 医療安全対策加算２　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)

    170-1120-3 かがわ総合リハビリテ〒761-8057 一般       184（医療安全２）第18号      平成30年 4月 1日
     (70-3120-7) ーション病院 高松市田村町１１１４番地 医療安全対策地域連携加算：医
     特医120 087-867-6008  (087-865-3915) 療安全対策地域連携加算２
     届出区分：医療安全対策加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-1473-1 高松平和病院 〒760-8530 一般       123（医療安全２）第20号      平成30年 4月 1日
     高医473 高松市栗林町一丁目４番１号 医療安全対策地域連携加算：医
     087-833-8113  (087-831-1254) 療安全対策地域連携加算２
     届出区分：医療安全対策加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-1647-0 医療法人社団　研宣会〒760-0079 一般        43（医療安全２）第22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 医療安全対策地域連携加算：医
     087-867-9911  (087-867-9988) 療安全対策地域連携加算２
     届出区分：医療安全対策加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    403-1095-8 こころの医療センター〒762-0023 精神       280（医療安全２）第24号      平成22年 4月 1日
     (03-3095-2) 　五色台 坂出市加茂町９６３番地 届出区分：医療安全対策加算２
     坂医95 0877-48-2700  (0877-48-2886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    570-1119-5 香川県立丸亀病院 〒763-8518 精神       215（医療安全２）第25号      平成30年 4月 1日
     (70-3119-9) 丸亀市土器町東九丁目２９１番地 医療安全対策地域連携加算：医
     特医119 0877-22-2131  (0877-22-7804) 療安全対策地域連携加算２
     届出区分：医療安全対策加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-1475-6 医療法人社団　新進会〒761-8083 一般        69（医療安全２）第27号      平成22年 4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
     院 087-886-3300  (087-885-3038)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    770-1008-0 香川県立白鳥病院 〒769-2788 一般       150（医療安全２）第28号      平成30年 4月 1日
     特医8 東かがわ市松原９６３番地 医療安全対策地域連携加算：医
     0879-25-4154  (0879-25-5410) 療安全対策地域連携加算２
     届出区分：医療安全対策加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-1841-9 一般財団法人　三宅医〒760-0018 一般        61（医療安全２）第31号      平成22年11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 届出区分：医療安全対策加算２
     ハビリテーション病院087-831-2101  (087-835-1886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-1673-6 医療法人社団　玉藻会〒761-8031 精神       427（医療安全２）第37号      平成25年 9月 1日
     (01-3673-0) 　馬場病院 高松市郷東町５８０番地 届出区分：医療安全対策加算２
     高医673 087-881-4375  (087-881-4378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1003-1032-1 宗教法人　カトリック〒762-0033 一般       156（医療安全２）第39号      平成30年 4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 医療安全対策地域連携加算：医
     会　坂出聖マルチン病0877-46-5195  (0877-46-0595) 療安全対策地域連携加算２
     院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 医療安全対策加算２　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)

   1108-1010-6 医療法人社団　和風会〒768-0103 一般        29（医療安全２）第41号      平成30年 4月 1日
     み医10 　橋本病院 三豊市山本町財田西９０２番地１療養        60 医療安全対策地域連携加算：医
     0875-63-3311  (0875-63-2651) 精神        67 療安全対策地域連携加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201-1674-4 医療法人社団　雙和会〒760-0047 一般        73（医療安全２）第42号      平成30年 4月 1日
     高医674 　クワヤ病院 高松市塩屋町１番地４ 医療安全対策地域連携加算：医
     087-851-5208  (087-851-6027) 療安全対策地域連携加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-2002-7 高松協同病院 〒760-0080 療養        85（医療安全２）第45号      平成30年 4月 1日
     高医1002 高松市木太町４６６４番地 医療安全対策地域連携加算：医
     087-833-2330  (087-833-2880) 療安全対策地域連携加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-1766-8 医療法人社団　青冥会〒761-0450 一般 （医療安全２）第46号      平成28年 2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
     087-864-8778  (087-864-8668) 療養        43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1570-1171-6 小豆島中央病院 〒761-4301 一般       194（医療安全２）第47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
     １
     0879-75-1121  (0879-75-1131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


