
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 新生児特定集中治療室管理料２　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)

    170-1023-9 高松赤十字病院 〒760-0017 一般       576（新２）第1号             平成26年10月 1日
     (70-3023-3) 高松市番町四丁目１番３号 当該治療室の病床数:3
     特医23 087-831-7101  (087-834-7809) １床当たり床面積:16.22㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 総合周産期特定集中治療室管理料　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)

    180-1118-6 香川大学医学部附属病〒761-0793 一般       587（周）第2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 総合周産期特定集中治療室管理
     特承医1 地１ 料１
     087-898-5111  (087-891-2060) 当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:16㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:9
     １床当たり床面積:7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    280-1004-8 独立行政法人　国立病〒765-8507 一般       667（周）第3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 総合周産期特定集中治療室管理
     おとなの医療センター0877-62-1000  (0877-62-0205) 料１
     当該治療室の病床数:9
     １床当たり床面積:21.2㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:15
     １床当たり床面積:8.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 回復期リハビリテーション病棟入院料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)

    101-2002-7 高松協同病院 〒760-0080 療養        85（回１）第1号             平成30年 4月 1日
     高医1002 高松市木太町４６６４番地 体制強化加算:加算１
     087-833-2330  (087-833-2880) 病棟面積のうち１床当たり:21.
     24㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.1㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    270-1120-3 かがわ総合リハビリテ〒761-8057 一般       184（回１）第2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 体制強化加算:加算２
     特医120 087-867-6008  (087-865-3915) 病棟面積のうち１床当たり:20.
     01㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.84㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.6ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    308-1010-6 医療法人社団　和風会〒768-0103 一般        29（回１）第3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 病棟面積のうち１床当たり:34.
     0875-63-3311  (0875-63-2651) 精神        67 85㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.82㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     病棟数:1棟
     病床数:29床
     病棟面積のうち１床当たり:20.
     29㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.42㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 回復期リハビリテーション病棟入院料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)

    170-1147-6 三豊市立西香川病院 〒767-0003 療養        90（回２）第2号             平成26年10月 1日
     特医147 三豊市高瀬町比地中２９８６番地精神        60 体制強化加算:加算１
     ３ 病棟面積のうち１床当たり:30.
     0875-72-5121  (0875-72-2192) 9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202-1246-9 まるがめ医療センター〒763-0052 一般       300（回２）第6号             平成29年11月 1日
     丸医246 丸亀市津森町２１９番地 病棟面積のうち１床当たり:21.
     0877-23-5555  (0877-23-6200) 5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.4ｍ
     病棟数:1棟
     病床数:42床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 回復期リハビリテーション病棟入院料３　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)

    101-1841-9 一般財団法人　三宅医〒760-0018 一般        61（回３）第1号             平成30年 4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 病棟面積のうち１床当たり:25.
     ハビリテーション病院087-831-2101  (087-835-1886) 46㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.89㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    270-1174-0 香川県厚生農業協同組〒761-0186 一般 （回３）第2号             平成30年 5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 病棟面積のうち１床当たり:8.0
     特医174 院 087-841-9141  (087-841-7392) その他       7 2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.02㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-2002-7 高松協同病院 〒760-0080 療養        85（回３）第3号             平成30年 4月 1日
     高医1002 高松市木太町４６６４番地 病棟面積のうち１床当たり:36.
     087-833-2330  (087-833-2880) 4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470-1029-6 香川県厚生農業協同組〒761-2393 一般       191（回３）第3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 病棟面積のうち１床当たり:23.
     特医29 院 087-876-1145  (087-876-1302) 02㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.02㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.71ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    570-1026-2 地域医療機構　りつり〒760-0073 一般       199（回３）第4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 病棟面積のうち１床当たり:24.
     特医26 087-862-3171  (087-837-1427) 79㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.91㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.97ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-1475-6 医療法人社団　新進会〒761-8083 一般        69（回３）第5号             平成30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 病棟面積のうち１床当たり:36.
     院 087-886-3300  (087-885-3038) 29㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.95㎡
     病室に隣接する廊下幅:2ｍ



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 回復期リハビリテーション病棟入院料３　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)

    701-1647-0 医療法人社団　研宣会〒760-0079 一般        43（回３）第6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 病棟面積のうち１床当たり:26.
     087-867-9911  (087-867-9988) 2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.1㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    805-1071-4 松井病院 〒768-0013 一般       115（回３）第7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 病棟面積のうち１床当たり:22.
     0875-23-2111  (0875-23-2100) 99㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:10.12㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.79ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟数:1棟
     病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 回復期リハビリテーション病棟入院料４　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)

    102-1178-4 医療法人　仁寿会　吉〒763-0007 療養        62（回４）第8号             平成28年 7月 1日
     (02-3178-8) 田病院 丸亀市宗古町５番地 病棟面積のうち１床当たり:20
     丸医178 0877-22-8101  (0877-22-8102) ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:30床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    205-1071-4 松井病院 〒768-0013 一般       115（回４）第18号            平成26年11月 1日
     観医71 観音寺市村黒町７３９番地 療養       138 病棟面積のうち１床当たり:22.
     0875-23-2111  (0875-23-2100) 99㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:10.12㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.79ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     リハビリテーション充実加算：
     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 回復期リハビリテーション病棟入院料６　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)

    102-1152-9 医療法人社団　健仁会〒763-0093 療養        73（回６）第13号            平成24年 4月 1日
     丸医152 　岩本病院 丸亀市郡家町２４８６番地５ 病棟面積のうち１床当たり:37.
     0877-28-6311  (0877-28-6313) 8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:11.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：無
     病棟種別:その他
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:31床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


