
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

[徳島県]

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)

    118-14025 つるぎ町立半田病院 〒779-4401 一般 （一般入院）第752号       平成28年10月 1日
     美馬郡つるぎ町半田字中藪２３４　　一般   120 病棟種別:一般
     －１ 病棟数:3棟
     0883-64-3145  (0883-64-4138) 病床数:120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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-23675 寺沢病院 〒770-8004 一般        42（一般入院）第754号       平成18年 4月 1日
     徳島市津田西町１丁目２番３０号療養        46 病棟種別:一般
     088-662-5311  (088-662-5726) 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    380-10031 独立行政法人国立病院〒779-0193 一般       310（一般入院）第758号       平成29年 4月 1日
     機構東徳島医療センタ板野郡板野町大寺字大向北１－１結核        20 病棟種別:一般
     ー 088-672-1171  (088-672-3809) 病棟数:1棟
     病床数:40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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    412-10059 手束病院 〒779-3233 一般 （一般入院）第778号       平成28年12月 1日
     (12-30418 ) 名西郡石井町石井字石井４３４番　　一般    40 病棟種別:一般
     地の１ 療養 病棟数:1棟
     088-674-0024  (088-674-6159) 　　療養    53 病床数:40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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    505-10020 桜木病院 〒779-3620 一般        35（一般入院）第785号       平成18年 4月 1日
     美馬市脇町木ノ内３７６３番地 精神       150 病棟種別:一般
     0883-52-2583  (0883-52-0204) 病棟数:1棟
     病床数:35床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    606-10077 三好市国民健康保険市〒771-2304 一般        60（一般入院）第791号       平成18年 4月 1日
     立三野病院 三好市三野町芝生１２７０番地３ 病棟種別:一般
     ０ 病棟数:1棟
     0883-77-2323  (0883-77-3622) 病床数:60床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-23816 協立病院 〒770-8078 一般        60（一般入院）第797号       平成18年 4月 1日
     徳島市八万町橋本９２番地の１ 療養       266 病棟種別:一般
     088-668-1070  (088-668-1075) 病棟数:1棟
     病床数:60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

[徳島県]

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)

    806-10010 徳島県立三好病院 〒778-8503 一般       206（一般入院）第812号       平成28年10月 1日
     三好市池田町シマ８１５－２ 結核         8 病棟種別:一般
     0883-72-1131  (0883-72-6910) 一般（感染） 病棟数:5棟
                  6 病床数:172床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    903-10074 小松島金磯病院 〒773-0007 一般 （一般入院）第824号       平成28年 7月 1日
     小松島市金磯町１０番１９号 　　一般    47 病棟種別:一般
     0885-33-1211  (0885-33-1389) 病棟数:1棟
     病床数:47床
     区分:地域一般入院料３
     栄養管理体制:減算あり
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
     常勤の管理栄養士に関する基準
     が満たせなくなった日:平成２
     ８年　４月　１日
     常勤の管理栄養士に関する基準
     が満たせなくなった理由:離職
     のため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     ３か月以内に常勤の管理栄養士
     が確保できる見通し:無
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:求人を行っているが応
     募がないため
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-24301 川島病院 〒770-0011 一般       123（一般入院）第827号       平成28年10月 1日
     (01-34819 ) 徳島市北佐古一番町１番３９号 病棟種別:一般
     088-631-0110  (088-631-5500) 病棟数:3棟
     病床数:107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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101-24830 沖の洲病院 〒770-0862 一般        52（一般入院）第841号       平成26年10月 1日
     徳島市城東町１丁目８番８号 病棟種別:一般
     088-622-7111  (088-622-7188) 病棟数:1棟
     病床数:33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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[徳島県]

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)

   1213-10081 那賀町立上那賀病院 〒771-5503 一般 （一般入院）第844号       平成30年 4月 1日
     那賀郡那賀町小浜１３７番地１ 　　一般    40 病棟種別:一般
     0884-66-0211  (0884-66-0310) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:急性期一般入院料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1303-10132 碩心館病院 〒773-0014 一般 （一般入院）第848号       平成23年10月 1日
     小松島市江田町字大江田４４－１　　一般    60 病棟種別:一般
     0885-32-3555  (0885-32-3539) 療養 病棟数:1棟
     　　療養    22 病床数:60床
     区分:急性期一般入院料７
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1415-10151 稲次病院 〒771-1262 一般        23（一般入院）第853号       平成26年10月 1日
     板野郡藍住町笠木字西野５０番地療養        44 病棟種別:一般
     の１ 病棟数:1棟
     088-692-5757  (088-692-5885) 病床数:23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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-24921 徳島市民病院 〒770-0812 一般       339（一般入院）第857号       平成28年10月 1日
     徳島市北常三島町２丁目３４番地 病棟種別:一般
     088-622-5121  (088-622-9317) 病棟数:5棟
     病床数:257床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1604-10106 阿南共栄病院 〒779-1198 一般       343（一般入院）第858号       平成28年10月 1日
     阿南市羽ノ浦町中庄蔵ノホケ３６ 病棟種別:一般
     0884-44-3131  (0884-44-4179) 病棟数:5棟
     病床数:237床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1716-10019 阿波病院 〒771-1603 一般       133（一般入院）第859号       平成30年 4月 1日
     阿波市市場町市場字岸ノ下１９０ 病棟種別:一般
     番地１ 病棟数:1棟
     0883-36-5151  (0883-36-5952) 病床数:36床
     区分:急性期一般入院料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1803-10157 徳島赤十字病院 〒773-8502 一般       405（一般入院）第860号       平成28年 6月 1日
     小松島市小松島町字井利ノ口１０ 病棟種別:一般
     ３番地 病棟数:9棟
     0885-32-2555  (0885-32-6350) 病床数:371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

[徳島県]

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)

   1917-10033 美摩病院 〒776-0013 一般        35（一般入院）第879号       平成30年 4月 1日
     吉野川市鴨島町上下島４９７番地療養       120 病棟種別:一般
     0883-24-2957  (0883-24-0724) 病棟数:1棟
     病床数:37床
     区分:地域一般入院料１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2005-10061 ホウエツ病院 〒779-3602 一般        65（一般入院）第883号       平成30年 4月 1日
     美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下 病棟種別:一般
     南１３０－３番地 病棟数:1棟
     0883-52-1095  (0883-53-9375) 病床数:43床
     区分:急性期一般入院料４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2103-10082 徳島ロイヤル病院 〒773-0015 一般        38（一般入院）第889号       平成22年 8月 1日
     小松島市中田町字新開４８番地 療養        60 病棟種別:一般
     0885-32-8833  (0885-32-5104) 病棟数:1棟
     病床数:38床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2205-10095 美馬リハビリテーショ〒771-2103 一般        60（一般入院）第890号       平成27年 8月 1日
     ン病院 美馬市美馬町字沼田７５番地 病棟種別:一般
     0883-63-2026  (0883-63-2848) 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: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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301-24699 伊月病院 〒770-0852 一般        89（一般入院）第891号       平成28年10月 1日
     徳島市徳島町２丁目５４番地 病棟種別:一般
     088-622-1117  (088-622-1503) 病棟数:1棟
     病床数:29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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2415-10243 きたじま田岡病院 〒771-0204 一般       146（一般入院）第895号       平成29年 3月 1日
     (15-30056 ) 板野郡北島町鯛浜字川久保３０番療養        52 病棟種別:一般
     地１ 病棟数:1棟
     088-698-1234  (088-698-9988) 病床数:46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

[徳島県]

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)

   2501-23717 水の都記念病院 〒770-0051 一般        80（一般入院）第896号       平成30年 4月 1日
     徳島市北島田町１丁目４５の２ 病棟種別:一般
     088-632-9299  (088-632-5123) 病棟数:1棟
     病床数:51床
     区分:地域一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-24913 徳島県立中央病院 〒770-8539 一般       390（一般入院）第902号       平成28年 8月 1日
     (01-34918 ) 徳島市蔵本町１丁目１０－３ 結核         5 病棟種別:一般
     088-631-7151  (088-631-8354) 一般（感染） 病棟数:8棟
                  5 病床数:326床
     精神        60 区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701-25456 たまき青空病院 〒779-3125 一般        60（一般入院）第907号       平成27年12月 1日
     徳島市国府町早淵字北カシヤ５６療養        40 病棟種別:一般
     番地１ 病棟数:1棟
     088-642-5050  (088-642-6376) 病床数:60床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801-25415 亀井病院 〒770-8070 一般 （一般入院）第911号       平成28年10月 1日
     徳島市八万町寺山２３１番地 　　一般    42 病棟種別:一般
     088-668-1177  (088-668-1122) 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:急性期一般入院料１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901-23808 徳島健生病院 〒770-0805 一般       186（一般入院）第913号       平成30年 1月 1日
     徳島市下助任町４丁目９番地 病棟種別:一般
     088-622-7771  (088-653-8480) 病棟数:1棟
     病床数:53床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001-25449 田岡病院 〒770-0941 一般       165（一般入院）第914号       平成28年10月 1日
     徳島市万代町４丁目２－２ 療養        45 病棟種別:一般
     088-622-7788  (088-655-3077) 病棟数:3棟
     病床数:134床
     区分:急性期一般入院料１
     ＡＤＬ維持向上等体制加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3102-10043 兼松病院 〒772-0002 一般        40（一般入院）第915号       平成26年10月 1日
     鳴門市撫養町斎田字大堤５４番地療養        46 病棟種別:一般
     088-685-4537  (088-685-1227) 病棟数:1棟
     病床数:40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



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
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[徳島県]

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)

   3214-10089 海陽町国民健康保険海〒775-0202 一般 （一般入院）第917号       平成30年 4月 1日
     南病院 海部郡海陽町四方原字広谷１６－　　一般    45 病棟種別:一般
     １ 病棟数:1棟
     0884-73-1355  (0884-73-3685) 病床数:45床
     区分:地域一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3315-10037 浦田病院 〒771-0220 一般        23（一般入院）第921号       平成25年 3月 1日
     (15-30031 ) 板野郡松茂町広島字南ハリ１３番療養        77 病棟種別:一般
     地 病棟数:1棟
     088-699-2921  (088-699-6701) 病床数:23床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3402-10118 徳島県鳴門病院 〒772-8503 一般       307（一般入院）第922号       平成28年 8月 1日
     鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番 病棟種別:一般
     088-683-0011  (088-683-1860) 病棟数:6棟
     病床数:273床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3510-10012 国民健康保険勝浦病院〒771-4306 一般        60（一般入院）第923号       平成26年12月 1日
     勝浦郡勝浦町大字棚野字竹国１３ 病棟種別:一般
     －２ 病棟数:1棟
     0885-42-2555  (0885-42-3343) 病床数:60床
     区分:地域一般入院料３
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601-23865 木下病院 〒770-0865 一般        43（一般入院）第925号       平成30年 4月 1日
     徳島市南末広町４番７０号 療養       100 病棟種別:一般
     088-622-7700  (088-655-7137) 病棟数:1棟
     病床数:43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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701-24160 稲山病院 〒770-0004 一般        40（一般入院）第929号       平成26年12月 1日
     徳島市南田宮４丁目３番９号 療養        60 病棟種別:一般
     088-631-1515  (088-631-0375) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801-25399 近藤内科病院 〒770-8008 一般        55（一般入院）第930号       平成30年 4月 1日
     徳島市西新浜町１丁目６番２５号 病棟種別:一般
     088-663-0020  (088-663-0399) 病棟数:1棟
     病床数:35床
     区分:地域一般入院料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

[徳島県]

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)

   3917-10025 吉野川医療センター 〒776-8511 一般       290（一般入院）第931号       平成28年 8月 1日
     吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島 病棟種別:一般
     １２０ 病床区分:一般
     0883-26-2222  (0883-26-2300) 病棟数:8棟
     病床数:290床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4002-10126 小川病院 〒772-0002 一般        48（一般入院）第933号       平成30年 5月 1日
     鳴門市撫養町斎田字北浜９９番地療養        57 病棟種別:一般
     088-686-2322  (088-686-2344) 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:地域一般入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4114-10113 美波町国民健康保険美〒779-2109 一般        50（一般入院）第934号       平成30年 4月 1日
     波病院 海部郡美波町田井１０５番地１ 病棟種別:一般
     0884-78-1373  (0884-74-8020) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:地域一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4204-10130 阿南中央病院 〒774-0045 一般       179（一般入院）第935号       平成30年 4月 1日
     阿南市宝田町川原２番地 療養        50 病棟種別:一般
     0884-22-1313  (0884-23-6773) 病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301-25472 天満病院 〒770-0042 一般 （一般入院）第936号       平成28年 9月 1日
     徳島市蔵本町一丁目５番地１ 　　一般    55 病棟種別:一般
     088-632-1520  (088-632-1014) 病棟数:1棟
     病床数:55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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401-25480 虹の橋病院 〒770-0052 一般 （一般入院）第937号       平成29年 6月 1日
     徳島市中島田町３丁目６０番地１　　一般    30 病棟種別:一般
     088-633-0800  (088-633-6323) 療養 病棟数:1棟
     　　療養    30 病床数:30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

[徳島県]

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)

   4501-25498 徳島平成病院 〒770-0926 一般 （一般入院）第938号       平成30年 5月 1日
     徳島市伊賀町３丁目１９番地の２　　一般    51 病棟種別:一般
     088-623-8611  (088-623-5989) 病棟数:1棟
     病床数:51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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4614-10121 徳島県立海部病院 〒775-0006 一般       102（一般入院）第939号       平成30年 4月 1日
     海部郡牟岐町大字中村字杉谷２６結核         4 病棟種別:一般
     ６ 一般（感染） 病棟数:2棟
     0884-72-1166  (0884-72-2383)              4 病床数:106床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4703-11254 江藤病院 〒773-0022 一般        31（一般入院）第940号       平成30年 4月 1日
     小松島市大林町字北浦２１－１ 療養        61 病棟種別:一般
     0885-37-1559  (0885-35-7362) 病棟数:1棟
     病床数:31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

[徳島県]

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      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-23550 福田整形外科病院 〒770-0846 療養        60（療養入院）第273号       平成28年10月 1日
     徳島市南内町１丁目３４番地 病棟種別:療養
     088-622-4597  (088-622-4767) 病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-23675 寺沢病院 〒770-8004 一般        42（療養入院）第280号       平成28年10月 1日
     徳島市津田西町１丁目２番３０号療養        46 病棟種別:療養
     088-662-5311  (088-662-5726) 病棟数:1棟
     病床数:7床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-23816 協立病院 〒770-8078 一般        60（療養入院）第284号       平成28年10月 1日
     徳島市八万町橋本９２番地の１ 療養       266 病棟種別:療養
     088-668-1070  (088-668-1075) 病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-24129 中瀬病院 〒771-1151 療養 （療養入院）第288号       平成30年 4月 1日
     徳島市応神町古川字戎子野９７番　　療養    45 病棟種別:療養
     地の１ 病棟数:1棟
     088-665-0819  (088-665-0847) 病床数:45床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-24160 稲山病院 〒770-0004 一般        40（療養入院）第289号       平成30年 4月 1日
     徳島市南田宮４丁目３番９号 療養        60 病棟種別:療養
     088-631-1515  (088-631-0375) 病棟数:1棟
     病床数:36床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-24350 愛日病院 〒770-0025 療養        36（療養入院）第291号       平成30年 4月 1日
     徳島市佐古５番町４番３号 病棟種別:療養
     088-623-2622  (088-653-4686) 病棟数:1棟
     病床数:28床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-24392 眉山病院 〒770-8061 療養        92（療養入院）第293号       平成27年 8月 1日
     徳島市西二軒屋町２丁目３９－２ 病棟種別:療養
     088-625-7665  (088-625-8014) 病棟数:1棟
     病床数:18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

[徳島県]

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)

    804-10072 玉真病院 〒774-0045 療養        42（療養入院）第314号       平成30年 4月 1日
     阿南市宝田町荒井２０番地 病棟種別:療養
     0884-23-0551  (0884-23-1004) 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    905-10053 岡内科病院 〒779-3601 療養        30（療養入院）第316号       平成30年 4月 1日
     美馬市脇町字拝原１４９６番地５ 病棟種別:療養
     0883-52-0988  (0883-52-8017) 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1012-10059 手束病院 〒779-3233 一般 （療養入院）第326号       平成30年 4月 1日
     (12-30418 ) 名西郡石井町石井字石井４３４番　　一般    40 病棟種別:療養
     地の１ 療養 病棟数:1棟
     088-674-0024  (088-674-6159) 　　療養    53 病床数:53床
     区分:入院料２
     夜間看護加算（療養病棟入院基
     本料の注１３）:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1115-10201 高田整形外科病院 〒771-0203 療養        50（療養入院）第328号       平成28年10月 1日
     板野郡北島町中村字東堤ノ内３０ 病棟種別:療養
     番地の１ 病棟数:1棟
     088-698-8689  (088-698-8471) 病床数:50床
     区分:入院料２（注１２に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1216-10035 笠井病院 〒771-1704 療養        30（療養入院）第332号       平成30年 4月 1日
     阿波市阿波町元町１４番地 病棟種別:療養
     0883-35-2720  (0883-35-6267) 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1317-10116 鴨島病院 〒776-8588 療養       268（療養入院）第333号       平成28年10月 1日
     吉野川市鴨島町内原４３２ 病棟種別:療養
     0883-24-6565  (0883-24-6572) 病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:入院料２（注１２に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1419-10112 藤内整形外科病院 〒779-4703 療養        50（療養入院）第340号       平成28年 8月 1日
     三好郡東みよし町中庄１０１１番 病棟種別:療養
     地３ 病棟数:1棟
     0883-82-3677  (0883-82-6264) 病床数:50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

[徳島県]

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)

   1515-10235 芳川病院 〒771-0212 療養 （療養入院）第343号       平成30年 4月 1日
     板野郡松茂町中喜来字群恵２７８　　療養    40 病棟種別:療養
     番地の８ 病棟数:1棟
     088-699-5355  (088-699-5710) 病床数:26床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1615-10185 浜病院 〒771-1252 療養        40（療養入院）第346号       平成30年 4月 1日
     板野郡藍住町矢上字北分９５番地 病棟種別:療養
     088-692-2317  (088-692-1280) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1716-10043 大野病院 〒771-1506 療養        35（療養入院）第354号       平成30年 4月 1日
     阿波市土成町土成字南原２３１番 病棟種別:療養
     地 病棟数:1棟
     088-695-2112  (088-695-5115) 病床数:25床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1815-10037 浦田病院 〒771-0220 一般        23（療養入院）第363号       平成30年 4月 1日
     (15-30031 ) 板野郡松茂町広島字南ハリ１３番療養        77 病棟種別:療養
     地 病棟数:2棟
     088-699-2921  (088-699-6701) 病床数:38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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1919-10138 三加茂田中病院 〒779-4701 療養       192（療養入院）第366号       平成30年 3月 1日
     三好郡東みよし町加茂１８８３ー 病棟種別:療養
     ４ 病棟数:4棟
     0883-82-3700  (0883-82-4470) 病床数:192床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001-25340 東洋病院 〒770-0051 療養        50（療養入院）第367号       平成28年10月 1日
     徳島市北島田町１丁目１６０番地 病棟種別:療養
     ２ 病棟数:1棟
     088-632-7777  (088-633-1617) 病床数:50床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2105-10087 成田病院 〒779-3601 療養        58（療養入院）第368号       平成28年 4月 1日
     美馬市脇町字拝原２５７６ 病棟種別:療養
     0883-52-1258  (0883-53-0551) 病棟数:1棟
     病床数:46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

[徳島県]

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)

   2215-10227 井上病院 〒779-0108 療養 （療養入院）第369号       平成28年10月 1日
     板野郡板野町犬伏字鶴畑３９番地　　療養    60 病棟種別:療養
     の１ 病棟数:1棟
     088-672-1185  (088-672-1554) 病床数:60床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301-25407 リバーサイドのぞみ病〒770-0853 療養 （療養入院）第371号       平成30年 4月 1日
     院 徳島市中徳島町２丁目９７番地１　　療養    40 病棟種別:療養
     088-611-1701  (088-611-1702) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2418-14033 谷病院 〒779-4101 療養        41（療養入院）第372号       平成30年 4月 1日
     美馬郡つるぎ町貞光字中須賀４８ 病棟種別:療養
     番地２ 病棟数:1棟
     0883-62-2053  (0883-62-5134) 病床数:29床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2515-10045 吉野川病院 〒771-0206 療養       115（療養入院）第374号       平成30年 4月 1日
     板野郡北島町高房字八丁野西３６ 病棟種別:療養
     －１３ 病棟数:2棟
     088-698-6111  (088-698-8815) 病床数:72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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-23998 中洲八木病院 〒770-0856 療養 （療養入院）第375号       平成30年 3月 1日
     徳島市中洲町１丁目３１番地 　　療養   105 病棟種別:療養
     088-625-3535  (088-625-3817) 病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701-24053 橋本病院 〒770-0813 療養        57（療養入院）第377号       平成18年10月 1日
     徳島市中常三島町３丁目２２番地 病棟種別:療養
     の１ 病棟数:1棟
     088-626-1567  (088-626-0322) 病床数:21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

[徳島県]

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)

   2804-10114 羽ノ浦整形外科内科病〒779-1102 療養        40（療養入院）第381号       平成28年10月 1日
     院 阿南市羽ノ浦町宮倉芝生４０番地 病棟種別:療養
     の１１ 病棟数:1棟
     0884-44-6111  (0884-44-6114) 病床数:40床
     区分:入院料２（注１２に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2903-10132 碩心館病院 〒773-0014 一般 （療養入院）第384号       平成29年11月 1日
     小松島市江田町字大江田４４－１　　一般    60 病棟種別:療養
     0885-32-3555  (0885-32-3539) 療養 病棟数:1棟
     　　療養    22 病床数:22床
     区分:入院料２（注１２に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001-25324 保岡クリニック論田病〒770-8011 療養 （療養入院）第387号       平成28年10月 1日
     院 徳島市論田町大江６番地１ 　　療養    47 病棟種別:療養
     088-663-3111  (088-663-4357) 病棟数:1棟
     病床数:47床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101-23543 大久保病院 〒770-0923 療養 （療養入院）第388号       平成18年12月 1日
     徳島市大道２丁目３０ 　　療養   105 病棟種別:療養
     088-622-9156  (088-622-9157) 病棟数:2棟
     病床数:105床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3202-10068 鳴門山上病院 〒772-0053 療養       200（療養入院）第389号       平成26年 8月 1日
     鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂２０ 病棟種別:療養
     ５番地２９ 病棟数:2棟
     088-687-1234  (088-687-1078) 病床数:91床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3306-10051 北條病院 〒778-0002 療養        60（療養入院）第395号       平成20年10月 1日
     三好市池田町マチ２５２６－７ 病棟種別:療養
     0883-72-0007  (0883-72-5682) 病棟数:1棟
     病床数:34床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401-25431 たおか内科病院 〒770-0862 療養        30（療養入院）第397号       平成30年 3月 1日
     徳島市城東町２丁目７－６１ 病棟種別:療養
     088-625-2550  (088-626-4198) 病棟数:1棟
     病床数:30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

[徳島県]

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)

   3504-10122 宮本病院 〒779-1105 療養        48（療養入院）第400号       平成21年 2月 1日
     阿南市羽ノ浦町古庄古野神４番地 病棟種別:療養
     １４ 病棟数:1棟
     0884-44-4343  (0884-44-6504) 病床数:48床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601-23618 日比野病院 〒770-0832 療養        42（療養入院）第401号       平成30年 4月 1日
     徳島市寺島本町東２丁目１４番地 病棟種別:療養
     088-654-5505  (088-654-5518) 病棟数:1棟
     病床数:25床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701-23667 リハビリテーション大〒770-8012 療養       152（療養入院）第404号       平成28年10月 1日
     神子病院 徳島市大原町大神子１９ 病棟種別:療養
     088-662-1014  (088-662-2275) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801-23709 善成病院 〒770-0023 療養        54（療養入院）第405号       平成30年 4月 1日
     徳島市佐古３番町７番３号 病棟種別:療養
     088-622-1212  (088-622-1213) 病棟数:1棟
     病床数:36床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901-25365 森岡病院 〒770-8070 療養        52（療養入院）第406号       平成22年 4月 1日
     徳島市八万町大野５ー１ 病棟種別:療養
     088-636-3737  (088-636-3757) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001-24152 博愛記念病院 〒770-8023 療養       153（療養入院）第407号       平成28年10月 1日
     徳島市勝占町惣田９ 一般        57 病棟種別:療養
     088-669-2166  (088-669-3362) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101-25076 松村病院 〒771-0117 療養        56（療養入院）第409号       平成28年 8月 1日
     徳島市川内町鶴島１６２番地 病棟種別:療養
     088-665-3233  (088-665-6939) 病棟数:1棟
     病床数:56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

[徳島県]

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)

   4201-25456 たまき青空病院 〒779-3125 一般        60（療養入院）第413号       平成28年10月 1日
     徳島市国府町早淵字北カシヤ５６療養        40 病棟種別:療養
     番地１ 病棟数:1棟
     088-642-5050  (088-642-6376) 病床数:40床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301-23568 鈴江病院 〒770-0028 療養        42（療養入院）第416号       平成28年 5月 1日
     徳島市佐古八番町４番２２号 病棟種別:療養
     088-652-3121  (088-623-6642) 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4402-10092 岩朝病院 〒772-0017 療養        44（療養入院）第418号       平成26年 5月 1日
     鳴門市撫養町立岩字元地２８０番 病棟種別:療養
     地 病床区分:療養
     088-685-8855  (088-685-8856) 病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501-23865 木下病院 〒770-0865 一般        43（療養入院）第419号       平成30年 4月 1日
     徳島市南末広町４番７０号 療養       100 病棟種別:療養
     088-622-7700  (088-655-7137) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4618-14041 永尾病院 〒779-4101 療養        33（療養入院）第420号       平成29年 2月 1日
     美馬郡つるぎ町貞光字大須賀６６ 病棟種別:療養
     番地２ 病棟数:1棟
     0883-62-2012  (0883-62-2537) 病床数:33床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4704-10015 原田病院 〒774-0030 療養        64（療養入院）第421号       平成28年11月 1日
     阿南市富岡町あ石１４番地１ 療養        62 病棟種別:療養
     0884-22-0990  (0884-23-6209) 病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4803-10082 徳島ロイヤル病院 〒773-0015 一般        38（療養入院）第422号       平成29年 3月 1日
     小松島市中田町字新開４８番地 療養        60 病棟種別:療養
     0885-32-8833  (0885-32-5104) 病棟数:1棟
     病床数:4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

[徳島県]

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)

   4917-10116 鴨島病院 〒776-8588 療養       268（療養入院）第423号       平成29年 1月 1日
     吉野川市鴨島町内原４３２ 病棟数:1棟
     0883-24-6565  (0883-24-6572) 病床数:48床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5002-10126 小川病院 〒772-0002 一般        48（療養入院）第424号       平成28年 2月 1日
     鳴門市撫養町斎田字北浜９９番地療養        57 病棟種別:療養
     088-686-2322  (088-686-2344) 病棟数:1棟
     病床数:57床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101-25464 林病院 〒770-8012 療養        80（療養入院）第425号       平成28年 4月 1日
     徳島市大原町東千代ケ丸１９－５ 病棟種別:療養
     ２ 病棟数:2棟
     088-663-1188  (088-663-1665) 病床数:80床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201-25506 住友内科病院 〒770-0863 療養        32（療養入院）第427号       平成29年 5月 1日
     徳島市安宅２丁目３番５号 病棟種別:療養
     088-622-1122  (088-622-2727) 病棟数:1棟
     病床数:32床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5303-11254 江藤病院 〒773-0022 一般        31（療養入院）第428号       平成29年11月 1日
     小松島市大林町字北浦２１－１ 療養        61 病棟種別:療養
     0885-37-1559  (0885-35-7362) 病棟数:1棟
     病床数:31床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401-23816 協立病院 〒770-8078 一般        60（療養入院）第429号       平成30年 4月 1日
     徳島市八万町橋本９２番地の１ 療養       266 病棟種別:療養
     088-668-1070  (088-668-1075) 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

[徳島県]

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     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    106-10010 徳島県立三好病院 〒778-8503 一般       206（結核入院）第704号       平成28年 3月 1日
     三好市池田町シマ８１５－２ 結核         8 病棟種別:結核
     0883-72-1131  (0883-72-6910) 一般（感染） 病棟数:1棟
                  6 病床数:8床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    280-10031 独立行政法人国立病院〒779-0193 一般       310（結核入院）第705号       平成22年 4月 1日
     機構東徳島医療センタ板野郡板野町大寺字大向北１－１結核        20 病棟種別:結核
     ー 088-672-1171  (088-672-3809) 病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-24913 徳島県立中央病院 〒770-8539 一般       390（結核入院）第707号       平成23年 6月 1日
     (01-34918 ) 徳島市蔵本町１丁目１０－３ 結核         5 病棟種別:結核
     088-631-7151  (088-631-8354) 一般（感染） 病棟数:1棟
                  5 病床数:5床
     精神        60 区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    414-10121 徳島県立海部病院 〒775-0006 一般       102（結核入院）第708号       平成30年 4月 1日
     海部郡牟岐町大字中村字杉谷２６結核         4 病棟種別:結核
     ６ 一般（感染） 病床数:4床
     0884-72-1166  (0884-72-2383)              4 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

[徳島県]

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     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-23584 城西病院 〒770-0005 精神       283（精神入院）第653号       平成18年 4月 1日
     徳島市南矢三町３丁目１１番２３ 病棟種別:精神
     号 病棟数:1棟
     088-631-0181  (088-631-0186) 病床数:43床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-23634 緑ケ丘病院 〒770-0047 精神       252（精神入院）第654号       平成18年 4月 1日
     徳島市名東町２丁目６５０番地の 病棟種別:精神
     ３５ 病棟数:3棟
     088-631-5135  (088-631-1082) 病床数:192床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    304-10056 杜のホスピタル 〒774-0017 精神       127（精神入院）第656号       平成18年 4月 1日
     阿南市見能林町築溜１－１ 病棟種別:精神
     0884-22-0218  (0884-23-0372) 病棟数:1棟
     病床数:67床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402-10027 南海病院 〒772-0053 精神       301（精神入院）第660号       平成18年 4月 1日
     (02-30021 ) 鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂５ 病棟種別:精神
     088-687-0311  (088-687-0844) 病棟数:4棟
     病床数:193床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    505-10020 桜木病院 〒779-3620 一般        35（精神入院）第662号       平成18年 4月 1日
     美馬市脇町木ノ内３７６３番地 精神       150 病棟種別:精神
     0883-52-2583  (0883-52-0204) 病棟数:1棟
     病床数:90床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    619-10179 ゆうあいホスピタル 〒779-4703 精神       220（精神入院）第669号       平成18年 5月 1日
     三好郡東みよし町中庄７２８番地 病棟種別:精神
     １ 病棟数:2棟
     0883-82-1100  (0883-82-6511) 病床数:100床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    705-10012 折野病院 〒771-2103 精神       192（精神入院）第676号       平成27年 8月 1日
     美馬市美馬町字ナロヲ２５番地 病棟種別:精神
     0883-63-2569  (0883-63-2569) 病棟数:3棟
     病床数:192床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    806-10036 秋田病院 〒778-0020 精神       120（精神入院）第678号       平成30年 1月 1日
     三好市池田町州津堂面２１５番地 病棟種別:精神
     0883-72-0743  (0883-72-3736) 病棟数:1棟
     病床数:60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

[徳島県]

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     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    901-24681 八多病院 〒771-4266 精神       221（精神入院）第679号       平成23年 6月 1日
     徳島市八多町小倉７６番地 病棟種別:精神
     088-645-2233  (088-645-1705) 病棟数:1棟
     病床数:63床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-23576 第一病院 〒770-8007 精神       308（精神入院）第682号       平成26年 8月 1日
     徳島市新浜本町１丁目７番１０号 病棟種別:精神
     088-663-1122  (088-663-1255) 病棟数:6棟
     病床数:308床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101-23626 ＴＡＯＫＡこころの医〒770-0862 精神       322（精神入院）第683号       平成28年 9月 1日
     (01-33621 ) 療センター 徳島市城東町２丁目７ー９ 病棟種別:精神
     088-622-5556  (088-655-5157) 病棟数:4棟
     病床数:213床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1215-10250 ほのぼのホスピタル 〒771-0212 精神 （精神入院）第684号       平成27年 5月 1日
     板野郡松茂町中喜来字群恵２１６　　精神   216 病棟種別:精神
     －１ 病棟数:4棟
     088-699-5151  (088-679-6626) 病床数:216床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1314-10063 冨田病院 〒779-2306 精神       144（精神入院）第686号       平成28年10月 1日
     海部郡美波町西河内字月輪１２９ 病床区分:精神
     番地の４ 病棟数:1棟
     0884-77-0368  (0884-77-2583) 病床数:40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

[徳島県]

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     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    180-10015 徳島大学病院 〒770-8503 一般       643（特定入院）第8号         平成28年 9月 1日
     (80-30076 ) 徳島市蔵本町２丁目５０番地の１一般（感染） 病棟種別:一般
     088-631-3111  (088-633-7146)              8 病棟数:13棟
     精神        45 病床数:549床
     区分:７対１入院基本料
     病棟種別:精神
     病棟数:1棟
     病床数:45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

[徳島県]

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     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    103-10140 徳島赤十字ひのみね総〒773-0015 一般       140（障害入院）第24号        平成20年 8月 1日
     (03-30219 ) 合療育センター 小松島市中田町字新開４の１ 病棟種別:一般
     0885-32-0903  (0885-33-3037) 病棟数:3棟
     病床数:140床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    280-10031 独立行政法人国立病院〒779-0193 一般       310（障害入院）第29号        平成21年 5月 1日
     機構東徳島医療センタ板野郡板野町大寺字大向北１－１結核        20 病棟種別:一般
     ー 088-672-1171  (088-672-3809) 病棟数:3棟
     病床数:156床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-24152 博愛記念病院 〒770-8023 療養       153（障害入院）第31号        平成22年 7月 1日
     徳島市勝占町惣田９ 一般        57 病棟種別:一般
     088-669-2166  (088-669-3362) 病棟数:1棟
     病床数:57床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-24699 伊月病院 〒770-0852 一般        89（障害入院）第32号        平成22年12月 1日
     徳島市徳島町２丁目５４番地 病棟種別:一般
     088-622-1117  (088-622-1503) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    515-10243 きたじま田岡病院 〒771-0204 一般       146（障害入院）第33号        平成30年 4月 1日
     (15-30056 ) 板野郡北島町鯛浜字川久保３０番療養        52 病棟種別:一般
     地１ 病棟数:1棟
     088-698-1234  (088-698-9988) 病床数:52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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-25449 田岡病院 〒770-0941 一般       165（障害入院）第34号        平成23年 4月 1日
     徳島市万代町４丁目２－２ 療養        45 病棟種別:一般
     088-622-7788  (088-655-3077) 病棟数:1棟
     病床数:31床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-23808 徳島健生病院 〒770-0805 一般       186（障害入院）第35号        平成26年10月 1日
     徳島市下助任町４丁目９番地 病棟種別:一般
     088-622-7771  (088-653-8480) 病棟数:2棟
     病床数:85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

[徳島県]

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     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    880-10023 独立行政法人国立病院〒776-8585 一般       300（障害入院）第36号        平成25年 5月 1日
     (80-30068 ) 機構徳島病院 吉野川市鴨島町敷地１３５４番地 病棟種別:一般
     0883-24-2161  (0883-24-8661) 病棟数:5棟
     病床数:300床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    906-10069 三野田中病院 〒771-2304 一般        99（障害入院）第37号        平成27年 5月 1日
     三好市三野町芝生１２４２番地６ 病棟種別:一般
     0883-77-2300  (0883-77-2301) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


