
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 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)

    106-10069 三野田中病院 〒771-2304 一般        99（地包ケア１）第1号       平成30年 4月 1日
     三好市三野町芝生１２４２番地６ 地域包括ケア病棟入院料１
     0883-77-2300  (0883-77-2301) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:39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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    216-10019 阿波病院 〒771-1603 一般       133（地包ケア１）第2号       平成30年 4月 1日
     阿波市市場町市場字岸ノ下１９０ 地域包括ケア病棟入院料１
     番地１ 当該病棟区分:一般
     0883-36-5151  (0883-36-5952) 病棟入院料病床数:60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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-23998 中洲八木病院 〒770-0856 療養 （地包ケア１）第3号       平成30年 4月 1日
     徳島市中洲町１丁目３１番地 　　療養   105 地域包括ケア入院医療管理料１
     088-625-3535  (088-625-3817) 当該病床届出病棟区分:療養
     入院医療管理料病床数:27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
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-25399 近藤内科病院 〒770-8008 一般        55（地包ケア１）第4号       平成30年 4月 1日
     徳島市西新浜町１丁目６番２５号 地域包括ケア入院医療管理料１
     088-663-0020  (088-663-0399) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:27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
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-25456 たまき青空病院 〒779-3125 一般        60（地包ケア１）第5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 地域包括ケア入院医療管理料１
     番地１ 当該病床届出病棟区分:一般
     088-642-5050  (088-642-6376) 入院医療管理料病床数:40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



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 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      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    603-11254 江藤病院 〒773-0022 一般        31（地包ケア１）第6号       平成30年 4月 1日
     小松島市大林町字北浦２１－１ 療養        61 地域包括ケア入院医療管理料１
     0885-37-1559  (0885-35-7362) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:15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
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    714-10121 徳島県立海部病院 〒775-0006 一般       102（地包ケア１）第7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 地域包括ケア入院医療管理料１
     ６ 一般（感染） 当該病床届出病棟区分:一般
     0884-72-1166  (0884-72-2383)              4 入院医療管理料病床数:10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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-25498 徳島平成病院 〒770-0926 一般 （地包ケア１）第8号       平成30年 4月 1日
     徳島市伊賀町３丁目１９番地の２　　一般    51 地域包括ケア入院医療管理料１
     088-623-8611  (088-623-5989) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:40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
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-25324 保岡クリニック論田病〒770-8011 療養 （地包ケア１）第9号       平成30年 5月 1日
     院 徳島市論田町大江６番地１ 　　療養    47 地域包括ケア入院医療管理料１
     088-663-3111  (088-663-4357) 当該病床届出病棟区分:療養
     入院医療管理料病床数:18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 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)

    102-10043 兼松病院 〒772-0002 一般        40（地包ケア２）第4号       平成26年 6月 1日
     鳴門市撫養町斎田字大堤５４番地療養        46 地域包括ケア入院医療管理料２
     088-685-4537  (088-685-1227) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:10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
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    206-10077 三好市国民健康保険市〒771-2304 一般        60（地包ケア２）第5号       平成28年 6月 1日
     立三野病院 三好市三野町芝生１２７０番地３ 地域包括ケア入院医療管理料２
     ０ 入院医療管理料病床数:30床
     0883-77-2323  (0883-77-3622) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-24152 博愛記念病院 〒770-8023 療養       153（地包ケア２）第6号       平成26年 8月 1日
     徳島市勝占町惣田９ 一般        57 地域包括ケア病棟入院料２
     088-669-2166  (088-669-3362) 当該病棟区分:療養
     病棟入院料病床数:55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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    403-10132 碩心館病院 〒773-0014 一般 （地包ケア２）第8号       平成26年10月 1日
     小松島市江田町字大江田４４－１　　一般    60 地域包括ケア入院医療管理料２
     0885-32-3555  (0885-32-3539) 療養 当該病床届出病棟区分:一般
     　　療養    22 入院医療管理料病床数:30床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    505-10061 ホウエツ病院 〒779-3602 一般        65（地包ケア２）第10号      平成27年 4月 1日
     美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下 地域包括ケア入院医療管理料２
     南１３０－３番地 当該病床届出病棟区分:一般
     0883-52-1095  (0883-53-9375) 入院医療管理料病床数:14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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 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)

    615-10243 きたじま田岡病院 〒771-0204 一般       146（地包ケア２）第11号      平成29年 6月 1日
     (15-30056 ) 板野郡北島町鯛浜字川久保３０番療養        52 地域包括ケア病棟入院料２
     地１ 当該病棟区分:一般
     088-698-1234  (088-698-9988) 病棟入院料病床数:48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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    718-14025 つるぎ町立半田病院 〒779-4401 一般 （地包ケア２）第17号      平成28年12月 1日
     美馬郡つるぎ町半田字中藪２３４　　一般   120 地域包括ケア入院医療管理料２
     －１ 当該病床届出病棟区分:一般
     0883-64-3145  (0883-64-4138) 入院医療管理料病床数:8床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    804-10130 阿南中央病院 〒774-0045 一般       179（地包ケア２）第18号      平成28年 4月 1日
     阿南市宝田町川原２番地 療養        50 地域包括ケア病棟入院料２
     0884-22-1313  (0884-23-6773) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:60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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-25472 天満病院 〒770-0042 一般 （地包ケア２）第19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 地域包括ケア入院医療管理料２
     088-632-1520  (088-632-1014) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:26床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1010-10012 国民健康保険勝浦病院〒771-4306 一般        60（地包ケア２）第20号      平成28年12月 1日
     勝浦郡勝浦町大字棚野字竹国１３ 地域包括ケア入院医療管理料２
     －２ 当該病床届出病棟区分:一般
     0885-42-2555  (0885-42-3343) 入院医療管理料病床数:8床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1119-10138 三加茂田中病院 〒779-4701 療養       192（地包ケア２）第21号      平成29年 1月 1日
     三好郡東みよし町加茂１８８３ー 地域包括ケア入院医療管理料２
     ４ 当該病床届出病棟区分:療養
     0883-82-3700  (0883-82-4470) 入院医療管理料病床数:37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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 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      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1203-10074 小松島金磯病院 〒773-0007 一般 （地包ケア２）第22号      平成29年 2月 1日
     小松島市金磯町１０番１９号 　　一般    47 地域包括ケア入院医療管理料２
     0885-33-1211  (0885-33-1389) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:12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
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1314-10089 海陽町国民健康保険海〒775-0202 一般 （地包ケア２）第23号      平成29年 2月 1日
     南病院 海部郡海陽町四方原字広谷１６－　　一般    45 地域包括ケア入院医療管理料２
     １ 当該病床届出病棟区分:一般
     0884-73-1355  (0884-73-3685) 入院医療管理料病床数:12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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1415-10243 きたじま田岡病院 〒771-0204 一般       146（地包ケア２）第26号      平成29年 4月 1日
     (15-30056 ) 板野郡北島町鯛浜字川久保３０番療養        52 地域包括ケア入院医療管理料２
     地１ 当該病床届出病棟区分:一般
     088-698-1234  (088-698-9988) 入院医療管理料病床数:30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
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1580-10031 独立行政法人国立病院〒779-0193 一般       310（地包ケア２）第27号      平成29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 地域包括ケア病棟入院料２
     ー 088-672-1171  (088-672-3809) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:60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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-23675 寺沢病院 〒770-8004 一般        42（地包ケア２）第30号      平成29年 7月 1日
     徳島市津田西町１丁目２番３０号療養        46 地域包括ケア入院医療管理料２
     088-662-5311  (088-662-5726) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:10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 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      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1717-10033 美摩病院 〒776-0013 一般        35（地包ケア２）第32号      平成29年12月 1日
     吉野川市鴨島町上下島４９７番地療養       120 地域包括ケア入院医療管理料２
     0883-24-2957  (0883-24-0724) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:10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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料４及び地域包括ケア入院医療管理料４　医科］ 平成30年 6月 4日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-23865 木下病院 〒770-0865 一般        43（地包ケア４）第2号       平成26年12月 1日
     徳島市南末広町４番７０号 療養       100 地域包括ケア入院医療管理料４
     088-622-7700  (088-655-7137) 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
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203-10082 徳島ロイヤル病院 〒773-0015 一般        38（地包ケア４）第4号       平成27年 4月 1日
     小松島市中田町字新開４８番地 療養        60 地域包括ケア入院医療管理料４
     0885-32-8833  (0885-32-5104) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:10床
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-23808 徳島健生病院 〒770-0805 一般       186（地包ケア４）第6号       平成28年10月 1日
     徳島市下助任町４丁目９番地 地域包括ケア入院医療管理料４
     088-622-7771  (088-653-8480) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:40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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 緩和ケア病棟入院料１　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)

    101-25399 近藤内科病院 〒770-8008 一般        55（緩１）第1号             平成30年 4月 1日
     徳島市西新浜町１丁目６番２５号 当該病棟総数病床数①:20床
     088-663-0020  (088-663-0399) 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.
     9㎡
     病室部分の面積１床当たり:15.
     6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    206-10010 徳島県立三好病院 〒778-8503 一般       206（緩１）第2号             平成27年 1月 1日
     三好市池田町シマ８１５－２ 結核         8 当該病棟総数病床数①:20床
     0883-72-1131  (0883-72-6910) 一般（感染） 当該病棟の特別の療養環境の提
                  6 供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:55.
     1㎡
     病室部分の面積１床当たり:14.
     34㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-24921 徳島市民病院 〒770-0812 一般       339（緩１）第3号             平成29年 6月 1日
     徳島市北常三島町２丁目３４番地 当該病棟総数病床数①:24床
     088-622-5121  (088-622-9317) 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:50.
     39㎡
     病室部分の面積１床当たり:12.
     6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


