
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 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)

    101-24921 徳島市民病院 〒770-0812 一般       339（新２）第1号             平成26年10月 1日
     徳島市北常三島町２丁目３４番地 当該治療室の病床数:6
     088-622-5121  (088-622-9317) １床当たり床面積:7.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-24913 徳島県立中央病院 〒770-8539 一般       390（新２）第2号             平成26年10月 1日
     (01-34918 ) 徳島市蔵本町１丁目１０－３ 結核         5 当該治療室の病床数:3
     088-631-7151  (088-631-8354) 一般（感染） １床当たり床面積:30.1㎡
                  5
     精神        60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 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)

    180-10015 徳島大学病院 〒770-8503 一般       643（周）第1号               平成26年10月 1日
     (80-30076 ) 徳島市蔵本町２丁目５０番地の１一般（感染） 総合周産期特定集中治療室管理
     088-631-3111  (088-633-7146)              8 料２
     精神        45 当該治療室の病床数:9
     １床当たり床面積:12.01㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:15.44㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 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)

    101-23998 中洲八木病院 〒770-0856 療養 （回１）第1号             平成30年 4月 1日
     徳島市中洲町１丁目３１番地 　　療養   105 体制強化加算:加算１
     088-625-3535  (088-625-3817) 病棟面積のうち１床当たり:17.
     7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:53床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-24152 博愛記念病院 〒770-8023 療養       153（回１）第2号             平成30年 4月 1日
     徳島市勝占町惣田９ 一般        57 体制強化加算:加算１
     088-669-2166  (088-669-3362) 病棟面積のうち１床当たり:23.
     7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.9ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:58床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303-10108 小松島病院 〒773-0012 療養        92（回１）第3号             平成30年 4月 1日
     (03-30045 ) 小松島市田浦町近里８３番１１ 体制強化加算:加算１
     0885-33-2288  (0885-33-1266) 病棟面積のうち１床当たり:28.
     7㎡
     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
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:35.
     7㎡
     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:2.04ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:44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

[徳島県]

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      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    415-10151 稲次病院 〒771-1262 一般        23（回１）第3号             平成30年 4月 1日
     板野郡藍住町笠木字西野５０番地療養        44 体制強化加算:加算１
     の１ 病棟面積のうち１床当たり:35.
     088-692-5757  (088-692-5885) 25㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.7㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:44床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-25449 田岡病院 〒770-0941 一般       165（回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 体制強化加算:加算１
     088-622-7788  (088-655-3077) 病棟面積のうち１床当たり:38.
     07㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.14㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    615-10243 きたじま田岡病院 〒771-0204 一般       146（回１）第5号             平成30年 5月 1日
     (15-30056 ) 板野郡北島町鯛浜字川久保３０番療養        52 体制強化加算:加算１
     地１ 病棟面積のうち１床当たり:34.
     088-698-1234  (088-698-9988) 18㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.24㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:52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

[徳島県]

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      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-23667 リハビリテーション大〒770-8012 療養       152（回２）第9号             平成30年 4月 1日
     神子病院 徳島市大原町大神子１９ 病棟面積のうち１床当たり:25.
     088-662-1014  (088-662-2275) 5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.3㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203-11254 江藤病院 〒773-0022 一般        31（回２）第10号            平成30年 4月 1日
     小松島市大林町字北浦２１－１ 療養        61 病棟面積のうち１床当たり:30.
     0885-37-1559  (0885-35-7362) 31㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:10.49㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:30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

[徳島県]

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)

    101-23717 水の都記念病院 〒770-0051 一般        80（回３）第1号             平成30年 4月 1日
     徳島市北島田町１丁目４５の２ 病棟面積のうち１床当たり:26.
     088-632-9299  (088-632-5123) 39㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.63㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.82ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:29床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-23808 徳島健生病院 〒770-0805 一般       186（回３）第2号             平成30年 4月 1日
     徳島市下助任町４丁目９番地 病棟面積のうち１床当たり:29.
     088-622-7771  (088-653-8480) 69㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.37㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:36床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-25423 松永病院 〒770-0045 療養        27（回３）第3号             平成30年 4月 1日
     徳島市南庄町４丁目６３番地１ 病棟面積のうち１床当たり:33
     088-632-3328  (088-632-3492) ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.22㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.83ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:27床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    404-10106 阿南共栄病院 〒779-1198 一般       343（回３）第4号             平成30年 4月 1日
     阿南市羽ノ浦町中庄蔵ノホケ３６ 病棟面積のうち１床当たり:25.
     0884-44-3131  (0884-44-4179) 2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40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

[徳島県]

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      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    502-10043 兼松病院 〒772-0002 一般        40（回３）第5号             平成30年 4月 1日
     鳴門市撫養町斎田字大堤５４番地療養        46 病棟面積のうち１床当たり:23.
     088-685-4537  (088-685-1227) 09㎡
     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:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:46床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-25480 虹の橋病院 〒770-0052 一般 （回３）第6号             平成30年 4月 1日
     徳島市中島田町３丁目６０番地１　　一般    30 病棟面積のうち１床当たり:35.
     088-633-0800  (088-633-6323) 療養 44㎡
     　　療養    30 病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.37㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:30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

[徳島県]

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      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    105-10061 ホウエツ病院 〒779-3602 一般        65（回４）第2号             平成22年 7月 1日
     美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下 病棟面積のうち１床当たり:48.
     南１３０－３番地 8㎡
     0883-52-1095  (0883-53-9375) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.52㎡
     病室に隣接する廊下幅:2ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:22床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-24053 橋本病院 〒770-0813 療養        57（回４）第3号             平成22年 7月 1日
     徳島市中常三島町３丁目２２番地 病棟面積のうち１床当たり:34.
     の１ 4㎡
     088-626-1567  (088-626-0322) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.5㎡
     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
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:24床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    317-10033 美摩病院 〒776-0013 一般        35（回４）第8号             平成29年 8月 1日
     吉野川市鴨島町上下島４９７番地療養       120 病棟面積のうち１床当たり:22.
     0883-24-2957  (0883-24-0724) 42㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.68㎡
     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: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：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 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      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    417-10116 鴨島病院 〒776-8588 療養       268（回４）第13号            平成27年 5月 1日
     吉野川市鴨島町内原４３２ 病棟面積のうち１床当たり:22.
     0883-24-6565  (0883-24-6572) 3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.47㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟面積のうち１床当たり:23.
     9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.3㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502-10068 鳴門山上病院 〒772-0053 療養       200（回４）第24号            平成30年 4月 1日
     鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂２０ 病棟面積のうち１床当たり:23.
     ５番地２９ 46㎡
     088-687-1234  (088-687-1078) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.85㎡
     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
     病棟数:1棟
     病床数:30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

[徳島県]

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５　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)

    101-23816 協立病院 〒770-8078 一般        60（回５）第1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 病棟面積のうち１床当たり:15.
     088-668-1070  (088-668-1075) 8㎡
     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:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:46床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-24921 徳島市民病院 〒770-0812 一般       339（回５）第2号             平成30年 4月 1日
     徳島市北常三島町２丁目３４番地 病棟面積のうち１床当たり:34.
     088-622-5121  (088-622-9317) 75㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.47㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


