
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 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)

    101-24301 川島病院 〒770-0011 一般       123（事補１）第1号           平成26年 8月 1日
     (01-34819 ) 徳島市北佐古一番町１番３９号 一般病床数:103床
     088-631-0110  (088-631-5500) 一般病床配置基準:２５対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-24921 徳島市民病院 〒770-0812 一般       339（事補１）第3号           平成26年 4月 1日
     徳島市北常三島町２丁目３４番地 一般病床数:339床
     088-622-5121  (088-622-9317) 一般病床配置基準:２０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-25449 田岡病院 〒770-0941 一般       165（事補１）第4号           平成30年 4月 1日
     徳島市万代町４丁目２－２ 療養        45 一般病床数:165床
     088-622-7788  (088-655-3077) 一般病床配置基準:３０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402-10118 徳島県鳴門病院 〒772-8503 一般       307（事補１）第5号           平成28年10月 1日
     鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番 一般病床数:279床
     088-683-0011  (088-683-1860) 一般病床配置基準:２５対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    504-10106 阿南共栄病院 〒779-1198 一般       343（事補１）第6号           平成30年 2月 1日
     阿南市羽ノ浦町中庄蔵ノホケ３６ 一般病床数:277床
     0884-44-3131  (0884-44-4179) 一般病床配置基準:３０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    605-10061 ホウエツ病院 〒779-3602 一般        65（事補１）第7号           平成29年 8月 1日
     美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下 一般病床数:65床
     南１３０－３番地 一般病床配置基準:２０対１補
     0883-52-1095  (0883-53-9375) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    706-10077 三好市国民健康保険市〒771-2304 一般        60（事補１）第9号           平成26年 4月 1日
     立三野病院 三好市三野町芝生１２７０番地３ 一般病床配置基準:５０対１補
     ０ 助体制加算
     0883-77-2323  (0883-77-3622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    815-10243 きたじま田岡病院 〒771-0204 一般       146（事補１）第10号          平成28年 6月 1日
     (15-30056 ) 板野郡北島町鯛浜字川久保３０番療養        52 一般病床数:138床
     地１ 一般病床配置基準:４０対１補
     088-698-1234  (088-698-9988) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    916-10019 阿波病院 〒771-1603 一般       133（事補１）第11号          平成28年 7月 1日
     阿波市市場町市場字岸ノ下１９０ 一般病床数:133床
     番地１ 一般病床配置基準:５０対１補
     0883-36-5151  (0883-36-5952) 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

[徳島県]

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)

   1080-10031 独立行政法人国立病院〒779-0193 一般       310（事補１）第13号          平成28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 一般病床数:256床
     ー 088-672-1171  (088-672-3809) 一般病床配置基準:４０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1117-10025 吉野川医療センター 〒776-8511 一般       290（事補１）第14号          平成29年 5月 1日
     吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島 一般病床数:290床
     １２０ 一般病床配置基準:２０対１補
     0883-26-2222  (0883-26-2300) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1218-14025 つるぎ町立半田病院 〒779-4401 一般 （事補１）第15号          平成29年 4月 1日
     美馬郡つるぎ町半田字中藪２３４　　一般   120 一般病床数:120床
     －１ 一般病床配置基準:３０対１補
     0883-64-3145  (0883-64-4138) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1303-10157 徳島赤十字病院 〒773-8502 一般       405（事補１）第16号          平成28年 4月 1日
     小松島市小松島町字井利ノ口１０ 一般病床数:405床
     ３番地 一般病床配置基準:１５対１補
     0885-32-2555  (0885-32-6350) 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-23998 中洲八木病院 〒770-0856 療養 （事補１）第17号          平成28年 4月 1日
     徳島市中洲町１丁目３１番地 　　療養   105 療養病棟入院基本料算定病床数
     088-625-3535  (088-625-3817) :34床
     療養病棟入院基本料算定病床配
     置基準:７５対１補助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1506-10010 徳島県立三好病院 〒778-8503 一般       206（事補１）第18号          平成28年 4月 1日
     三好市池田町シマ８１５－２ 結核         8 一般病床数:186床
     0883-72-1131  (0883-72-6910) 一般（感染） 一般病床配置基準:２０対１補
                  6 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1680-10015 徳島大学病院 〒770-8503 一般       643（事補１）第21号          平成29年 4月 1日
     (80-30076 ) 徳島市蔵本町２丁目５０番地の１一般（感染） 特定機能病院入院基本料算定病
     088-631-3111  (088-633-7146)              8 床数:696床
     精神        45 特定機能病院入院基本料算定病
     床配置基準:３０対１補助体制
     加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701-24913 徳島県立中央病院 〒770-8539 一般       390（事補１）第22号          平成29年 2月 1日
     (01-34918 ) 徳島市蔵本町１丁目１０－３ 結核         5 一般病床数:375床
     088-631-7151  (088-631-8354) 一般（感染） 一般病床配置基準:１５対１補
                  5 助体制加算
     精神        60 精神科救急入院料等算定病床数
     :60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



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 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)

   1801-24152 博愛記念病院 〒770-8023 療養       153（事補１）第23号          平成28年 9月 1日
     徳島市勝占町惣田９ 一般        57 一般病床数:57床
     088-669-2166  (088-669-3362) 一般病床配置基準:５０対１補
     助体制加算
     療養病棟入院基本料算定病床数
     :40床
     療養病棟入院基本料算定病床配
     置基準:５０対１補助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1914-10121 徳島県立海部病院 〒775-0006 一般       102（事補１）第24号          平成30年 2月 1日
     海部郡牟岐町大字中村字杉谷２６結核         4 一般病床数:106床
     ６ 一般（感染） 一般病床配置基準:２５対１補
     0884-72-1166  (0884-72-2383)              4 助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2003-11254 江藤病院 〒773-0022 一般        31（事補１）第25号          平成29年11月 1日
     小松島市大林町字北浦２１－１ 療養        61 一般病床数:31床
     0885-37-1559  (0885-35-7362) 一般病床配置基準:７５対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101-25456 たまき青空病院 〒779-3125 一般        60（事補１）第26号          平成30年 4月 1日
     徳島市国府町早淵字北カシヤ５６療養        40 一般病床数:60床
     番地１ 一般病床配置基準:５０対１補
     088-642-5050  (088-642-6376) 助体制加算
     療養病棟入院基本料算定病床数
     :40床
     療養病棟入院基本料算定病床配
     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

[徳島県]

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)

    101-23808 徳島健生病院 〒770-0805 一般       186（事補２）第1号           平成28年 5月 1日
     徳島市下助任町４丁目９番地 一般病床数:186床
     088-622-7771  (088-653-8480) 一般病床配置基準:４０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    213-10081 那賀町立上那賀病院 〒771-5503 一般 （事補２）第29号          平成22年11月 1日
     那賀郡那賀町小浜１３７番地１ 　　一般    40 一般病床数:40床
     0884-66-0211  (0884-66-0310) 一般病床配置基準:５０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    315-10110 藍里病院 〒771-1342 精神       240（事補２）第43号          平成24年 7月 1日
     (15-30064 ) 板野郡上板町佐藤塚字東２８８番 精神科救急入院料等算定病床数
     地３ :60床
     088-694-5151  (088-694-5321) 精神科救急入院料等算定病床配
     置基準:５０対１補助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    406-10069 三野田中病院 〒771-2304 一般        99（事補２）第47号          平成28年12月 1日
     三好市三野町芝生１２４２番地６ 一般病床数:99床
     0883-77-2300  (0883-77-2301) 一般病床配置基準:５０対１補
     助体制加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    504-10130 阿南中央病院 〒774-0045 一般       179（事補２）第51号          平成28年 4月 1日
     阿南市宝田町川原２番地 療養        50 一般病床数:120床
     0884-22-1313  (0884-23-6773) 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

[徳島県]

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)

    180-10015 徳島大学病院 〒770-8503 一般       643（緩診）第7号             平成25年 2月 1日
     (80-30076 ) 徳島市蔵本町２丁目５０番地の１一般（感染）
     088-631-3111  (088-633-7146)              8
     精神        45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-24913 徳島県立中央病院 〒770-8539 一般       390（緩診）第9号             平成29年 5月 1日
     (01-34918 ) 徳島市蔵本町１丁目１０－３ 結核         5
     088-631-7151  (088-631-8354) 一般（感染）
                  5
     精神        60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-24921 徳島市民病院 〒770-0812 一般       339（緩診）第10号            平成30年 5月 1日
     徳島市北常三島町２丁目３４番地
     088-622-5121  (088-622-9317)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 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)

    101-23808 徳島健生病院 〒770-0805 一般       186（医療安全１）第20号      平成30年 4月 1日
     徳島市下助任町４丁目９番地 医療安全対策地域連携加算：医
     088-622-7771  (088-653-8480) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-24913 徳島県立中央病院 〒770-8539 一般       390（医療安全１）第22号      平成30年 4月 1日
     (01-34918 ) 徳島市蔵本町１丁目１０－３ 結核         5 医療安全対策地域連携加算：医
     088-631-7151  (088-631-8354) 一般（感染） 療安全対策地域連携加算１
                  5 届出区分：医療安全対策加算１
     精神        60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-25225 大塚外科内科 〒771-0134 一般 （医療安全１）第23号      平成20年 4月 1日
     徳島市川内町平石住吉３１７番地　　一般    17 届出区分：医療安全対策加算１
     ４ 一般
     088-665-7722  (088-665-7808) 　　療養     2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    405-10061 ホウエツ病院 〒779-3602 一般        65（医療安全１）第32号      平成20年 4月 1日
     美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下 届出区分：医療安全対策加算１
     南１３０－３番地
     0883-52-1095  (0883-53-9375)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    506-10010 徳島県立三好病院 〒778-8503 一般       206（医療安全１）第33号      平成20年 4月 1日
     三好市池田町シマ８１５－２ 結核         8 届出区分：医療安全対策加算１
     0883-72-1131  (0883-72-6910) 一般（感染）
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    680-10015 徳島大学病院 〒770-8503 一般       643（医療安全１）第38号      平成20年 4月 1日
     (80-30076 ) 徳島市蔵本町２丁目５０番地の１一般（感染） 届出区分：医療安全対策加算１
     088-631-3111  (088-633-7146)              8
     精神        45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    780-10023 独立行政法人国立病院〒776-8585 一般       300（医療安全１）第39号      平成30年 4月 1日
     (80-30068 ) 機構徳島病院 吉野川市鴨島町敷地１３５４番地 医療安全対策地域連携加算：医
     0883-24-2161  (0883-24-8661) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    880-10031 独立行政法人国立病院〒779-0193 一般       310（医療安全１）第40号      平成30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 医療安全対策地域連携加算：医
     ー 088-672-1171  (088-672-3809) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    903-10157 徳島赤十字病院 〒773-8502 一般       405（医療安全１）第42号      平成30年 4月 1日
     小松島市小松島町字井利ノ口１０ 医療安全対策地域連携加算：医
     ３番地 療安全対策地域連携加算１
     0885-32-2555  (0885-32-6350) 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

[徳島県]

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)

   1001-24921 徳島市民病院 〒770-0812 一般       339（医療安全１）第58号      平成23年 4月 1日
     徳島市北常三島町２丁目３４番地 届出区分：医療安全対策加算１
     088-622-5121  (088-622-9317)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1102-10118 徳島県鳴門病院 〒772-8503 一般       307（医療安全１）第68号      平成30年 4月 1日
     鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番 医療安全対策地域連携加算：医
     088-683-0011  (088-683-1860) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1217-10025 吉野川医療センター 〒776-8511 一般       290（医療安全１）第71号      平成30年 4月 1日
     吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島 医療安全対策地域連携加算：医
     １２０ 療安全対策地域連携加算１
     0883-26-2222  (0883-26-2300) 届出区分：医療安全対策加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1304-10106 阿南共栄病院 〒779-1198 一般       343（医療安全１）第72号      平成30年 4月 1日
     阿南市羽ノ浦町中庄蔵ノホケ３６ 医療安全対策地域連携加算：医
     0884-44-3131  (0884-44-4179) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1403-11254 江藤病院 〒773-0022 一般        31（医療安全１）第73号      平成30年 4月 1日
     小松島市大林町字北浦２１－１ 療養        61 医療安全対策地域連携加算：医
     0885-37-1559  (0885-35-7362) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-25423 松永病院 〒770-0045 療養        27（医療安全１）第74号      平成30年 4月 1日
     徳島市南庄町４丁目６３番地１ 医療安全対策地域連携加算：医
     088-632-3328  (088-632-3492) 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

[徳島県]

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)

    113-10081 那賀町立上那賀病院 〒771-5503 一般 （医療安全２）第44号      平成22年 4月 1日
     那賀郡那賀町小浜１３７番地１ 　　一般    40 届出区分：医療安全対策加算２
     0884-66-0211  (0884-66-0310)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    205-10087 成田病院 〒779-3601 療養        58（医療安全２）第48号      平成30年 4月 1日
     美馬市脇町字拝原２５７６ 医療安全対策地域連携加算：医
     0883-52-1258  (0883-53-0551) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-25415 亀井病院 〒770-8070 一般 （医療安全２）第49号      平成30年 4月 1日
     徳島市八万町寺山２３１番地 　　一般    42 医療安全対策地域連携加算：医
     088-668-1177  (088-668-1122) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-23709 善成病院 〒770-0023 療養        54（医療安全２）第51号      平成22年 4月 1日
     徳島市佐古３番町７番３号 届出区分：医療安全対策加算２
     088-622-1212  (088-622-1213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    516-10019 阿波病院 〒771-1603 一般       133（医療安全２）第54号      平成22年 5月 1日
     阿波市市場町市場字岸ノ下１９０ 届出区分：医療安全対策加算２
     番地１
     0883-36-5151  (0883-36-5952)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-23584 城西病院 〒770-0005 精神       283（医療安全２）第60号      平成23年 6月 1日
     徳島市南矢三町３丁目１１番２３ 届出区分：医療安全対策加算２
     号
     088-631-0181  (088-631-0186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    703-10132 碩心館病院 〒773-0014 一般 （医療安全２）第61号      平成23年 7月 1日
     小松島市江田町字大江田４４－１　　一般    60 届出区分：医療安全対策加算２
     0885-32-3555  (0885-32-3539) 療養
     　　療養    22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-25456 たまき青空病院 〒779-3125 一般        60（医療安全２）第63号      平成30年 4月 1日
     徳島市国府町早淵字北カシヤ５６療養        40 医療安全対策地域連携加算：医
     番地１ 療安全対策地域連携加算２
     088-642-5050  (088-642-6376) 届出区分：医療安全対策加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-24301 川島病院 〒770-0011 一般       123（医療安全２）第64号      平成23年11月 1日
     (01-34819 ) 徳島市北佐古一番町１番３９号 届出区分：医療安全対策加算２
     088-631-0110  (088-631-5500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-23865 木下病院 〒770-0865 一般        43（医療安全２）第65号      平成24年 4月 1日
     徳島市南末広町４番７０号 療養       100 届出区分：医療安全対策加算２
     088-622-7700  (088-655-7137)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 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)

   1115-10235 芳川病院 〒771-0212 療養 （医療安全２）第66号      平成24年 7月 1日
     板野郡松茂町中喜来字群恵２７８　　療養    40 届出区分：医療安全対策加算２
     番地の８
     088-699-5355  (088-699-5710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201-25324 保岡クリニック論田病〒770-8011 療養 （医療安全２）第70号      平成26年 9月 1日
     院 徳島市論田町大江６番地１ 　　療養    47
     088-663-3111  (088-663-4357)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1317-10389 鈴木内科 〒776-0031 一般 （医療安全２）第71号      平成30年 4月 1日
     吉野川市鴨島町敷地１４番地１ 　　一般    19 医療安全対策地域連携加算：医
     0883-24-5880  (0883-24-1228) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1415-10045 吉野川病院 〒771-0206 療養       115（医療安全２）第72号      平成30年 4月 1日
     板野郡北島町高房字八丁野西３６ 医療安全対策地域連携加算：医
     －１３ 療安全対策地域連携加算２
     088-698-6111  (088-698-8815) 届出区分：医療安全対策加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1502-10068 鳴門山上病院 〒772-0053 療養       200（医療安全２）第73号      平成30年 4月 1日
     鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂２０ 医療安全対策地域連携加算：医
     ５番地２９ 療安全対策地域連携加算２
     088-687-1234  (088-687-1078) 届出区分：医療安全対策加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1604-13035 林整形外科 〒774-0017 一般 （医療安全２）第75号      平成27年 8月 1日
     阿南市見能林町堤ノ内６番地１ 　　一般    15
     0884-23-6060  (0884-23-6014) 一般
     　　療養     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1706-10069 三野田中病院 〒771-2304 一般        99（医療安全２）第76号      平成27年11月 1日
     三好市三野町芝生１２４２番地６
     0883-77-2300  (0883-77-2301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801-23816 協立病院 〒770-8078 一般        60（医療安全２）第78号      平成28年 2月 1日
     徳島市八万町橋本９２番地の１ 療養       266
     088-668-1070  (088-668-1075)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1902-10126 小川病院 〒772-0002 一般        48（医療安全２）第79号      平成30年 4月 1日
     鳴門市撫養町斎田字北浜９９番地療養        57 医療安全対策地域連携加算：医
     088-686-2322  (088-686-2344) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2018-14025 つるぎ町立半田病院 〒779-4401 一般 （医療安全２）第80号      平成30年 4月 1日
     美馬郡つるぎ町半田字中藪２３４　　一般   120 医療安全対策地域連携加算：医
     －１ 療安全対策地域連携加算２
     0883-64-3145  (0883-64-4138) 届出区分：医療安全対策加算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

[徳島県]

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     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2101-23998 中洲八木病院 〒770-0856 療養 （医療安全２）第81号      平成28年 4月 1日
     徳島市中洲町１丁目３１番地 　　療養   105
     088-625-3535  (088-625-3817)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2203-10108 小松島病院 〒773-0012 療養        92（医療安全２）第83号      平成30年 4月 1日
     (03-30045 ) 小松島市田浦町近里８３番１１ 医療安全対策地域連携加算：医
     0885-33-2288  (0885-33-1266) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2314-10121 徳島県立海部病院 〒775-0006 一般       102（医療安全２）第84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 医療安全対策地域連携加算：医
     ６ 一般（感染） 療安全対策地域連携加算２
     0884-72-1166  (0884-72-2383)              4 届出区分：医療安全対策加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2414-10113 美波町国民健康保険美〒779-2109 一般        50（医療安全２）第85号      平成29年 6月 1日
     波病院 海部郡美波町田井１０５番地１
     0884-78-1373  (0884-74-8020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-24152 博愛記念病院 〒770-8023 療養       153（医療安全２）第86号      平成30年 4月 1日
     徳島市勝占町惣田９ 一般        57 医療安全対策地域連携加算：医
     088-669-2166  (088-669-3362) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2615-10243 きたじま田岡病院 〒771-0204 一般       146（医療安全２）第87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 医療安全対策地域連携加算：医
     地１ 療安全対策地域連携加算２
     088-698-1234  (088-698-9988) 届出区分：医療安全対策加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701-25449 田岡病院 〒770-0941 一般       165（医療安全２）第88号      平成30年 4月 1日
     徳島市万代町４丁目２－２ 療養        45
     088-622-7788  (088-655-3077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801-25498 徳島平成病院 〒770-0926 一般 （医療安全２）第89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 医療安全対策地域連携加算：医
     088-623-8611  (088-623-5989) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2904-10130 阿南中央病院 〒774-0045 一般       179（医療安全２）第90号      平成30年 4月 1日
     阿南市宝田町川原２番地 療養        50 医療安全対策地域連携加算：医
     0884-22-1313  (0884-23-6773) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3019-10138 三加茂田中病院 〒779-4701 療養       192（医療安全２）第91号      平成30年 4月 1日
     三好郡東みよし町加茂１８８３ー 医療安全対策地域連携加算：医
     ４ 療安全対策地域連携加算２
     0883-82-3700  (0883-82-4470) 届出区分：医療安全対策加算２


