
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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料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)

    170-1135-1 さぬき市民病院 〒769-2393 一般       175（地包ケア１）第1号       平成30年 5月 1日
     特医135 さぬき市寒川町石田東甲３８７番一般（感染） 地域包括ケア病棟入院料１
     地１              4 当該病棟区分:一般
     0879-43-2521  (0879-43-6469) 病棟入院料病床数:36床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
     看護職員配置加算（地域包括ケ
     ア病棟入院料の注３）:有
     看護補助者配置加算（地域包括
     ケア病棟入院料の注４）: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 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料２　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)

    170-1029-6 香川県厚生農業協同組〒761-2393 一般       191（地包ケア２）第1号       平成29年 9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 地域包括ケア病棟入院料２
     特医29 院 087-876-1145  (087-876-1302) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:46床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    270-1037-9 三豊総合病院 〒769-1695 一般       478（地包ケア２）第2号       平成26年 9月 1日
     (70-3037-3) 観音寺市豊浜町姫浜７０８番地 一般（感染） 地域包括ケア病棟入院料２
     特医37 0875-52-3366  (0875-52-4936)              4 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:47床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    370-1026-2 地域医療機構　りつり〒760-0073 一般       199（地包ケア２）第4号       平成30年 5月 1日
     (70-3026-6) ん病院 高松市栗林町三丁目５番９号 地域包括ケア病棟入院料２
     特医26 087-862-3171  (087-837-1427) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:44床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-1473-1 高松平和病院 〒760-8530 一般       123（地包ケア２）第5号       平成27年 5月 1日
     高医473 高松市栗林町一丁目４番１号 地域包括ケア入院医療管理料２
     087-833-8113  (087-831-1254) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:26床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    503-1086-7 社会医療法人財団　大〒762-0007 一般       351（地包ケア２）第6号       平成28年 2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 地域包括ケア病棟入院料２
     病院 0877-46-1011  (0877-45-6410) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:44床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
     地域包括ケア病棟入院料２
     当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:44床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     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 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料２　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)

    602-1246-9 まるがめ医療センター〒763-0052 一般       300（地包ケア２）第7号       平成30年 4月 1日
     丸医246 丸亀市津森町２１９番地 地域包括ケア病棟入院料２
     0877-23-5555  (0877-23-6200) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:30床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
     地域包括ケア病棟入院料２
     当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:45床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-1853-4 医療法人財団　博仁会〒761-8024 一般       199（地包ケア２）第9号       平成30年 3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 地域包括ケア病棟入院料２
     087-881-3631  (087-881-3867) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:49床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    870-1174-0 香川県厚生農業協同組〒761-0186 一般 （地包ケア２）第10号      平成29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 地域包括ケア病棟入院料２
     特医174 院 087-841-9141  (087-841-7392) その他       7 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:31床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    980-1004-8 独立行政法人　国立病〒765-8507 一般       667（地包ケア２）第11号      平成29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 地域包括ケア病棟入院料２
     おとなの医療センター0877-62-1000  (0877-62-0205) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:50床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料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)

   1070-1011-4 高松市民病院 〒760-8538 一般       341（地包ケア２）第12号      平成30年 1月 1日
     特医11 高松市宮脇町二丁目３６番１号 精神        70 地域包括ケア病棟入院料２
     087-834-2181  (087-834-0777) 一般（感染） 当該病棟区分:一般
                  6 病棟入院料病床数:40床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1170-1008-0 香川県立白鳥病院 〒769-2788 一般       150（地包ケア２）第13号      平成29年11月 1日
     特医8 東かがわ市松原９６３番地 地域包括ケア入院医療管理料２
     0879-25-4154  (0879-25-5410) 当該病棟区分:一般
     当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:16床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1270-1030-4 国家公務員共済組合連〒760-0018 一般       179（地包ケア２）第14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 地域包括ケア病棟入院料２
     087-861-3261  (087-835-0793) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:46床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護職員夜間配置加
     算:看護職員夜間配置加算に係
     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 緩和ケア病棟入院料１　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)

    170-1037-9 三豊総合病院 〒769-1695 一般       478（緩１）第1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） 当該病棟総数病床数①:12床
     特医37 0875-52-3366  (0875-52-4936)              4 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:56.
     99㎡
     病室部分の面積１床当たり:14.
     88㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-1473-1 高松平和病院 〒760-8530 一般       123（緩１）第3号             平成24年 7月 1日
     高医473 高松市栗林町一丁目４番１号 当該病棟総数病床数①:21床
     087-833-8113  (087-831-1254) 当該病棟の面積１床当たり:45.
     94㎡
     病室部分の面積１床当たり:10.
     18㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303-1032-1 宗教法人　カトリック〒762-0033 一般       156（緩１）第4号             平成28年 1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 当該病棟総数病床数①:20床
     会　坂出聖マルチン病0877-46-5195  (0877-46-0595) 当該病棟の特別の療養環境の提
     院 供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:34.
     87㎡
     病室部分の面積１床当たり:8.3
     5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


