
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

[愛媛県]

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)

    101-1028-2 社会福祉法人　恩賜財〒791-8026 一般       192（一般入院）第2号         平成28年10月 1日
     団　済生会松山病院 松山市山西町８８０－２ 病棟種別:一般
     089-951-6111  (089-953-3806) 病棟数:3棟
     病床数:180床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-1037-3 松山第一病院 〒791-8016 一般        40（一般入院）第4号         平成26年10月 1日
     松山市久万ノ台２８２番地２ 療養        30 病棟種別:一般
     089-924-6878  (089-922-5623) 病棟数:1棟
     病床数:40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:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-1102-5 中川病院 〒791-0245 一般        40（一般入院）第5号         平成30年 4月 1日
     松山市南梅本町甲５８番地 病棟種別:一般
     089-976-7811  (089-976-7979) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:急性期一般入院料６
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-1110-8 貞本病院 〒790-0052 一般        60（一般入院）第6号         平成30年 4月 1日
     松山市竹原町一丁目６の１ 病棟種別:一般
     089-945-1471  (089-945-5829) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:地域一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-1140-5 奥島病院 〒790-0843 一般        92（一般入院）第8号         平成30年 3月 1日
     松山市道後町二丁目２番１号 療養        92 病棟種別:一般
     089-925-2500  (089-925-2558) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:92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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[愛媛県]

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)

    601-1803-8 医療法人敬愛会　久米〒790-0924 一般        17（一般入院）第11号        平成30年 4月 1日
     病院 松山市南久米町７２３ 精神       180 病棟種別:一般
     089-975-0503  (089-975-0560) 病棟数:1棟
     病床数:17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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-1811-1 松山赤十字病院 〒790-8524 一般       632（一般入院）第13号        平成30年 1月 1日
     (01-3805-7) 松山市文京町１番地 病棟種別:一般
     089-924-1111  (089-922-6892) 病棟数:12棟
     病床数:568床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-1848-3 愛媛県立中央病院 〒790-0024 一般 （一般入院）第15号        平成29年 3月 1日
     (01-3808-1) 松山市春日町８３番地 　　一般   824 病棟種別:一般
     089-947-1111  (089-943-4136) 一般（感染） 病棟数:14棟
     　　感染     3 病床数:642床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-2832-6 松山協和病院 〒790-0966 一般        24（一般入院）第21号        平成18年 4月 1日
     松山市立花五丁目１番５３号 療養        54 病棟種別:一般
     089-932-1712  (089-933-2705) 病棟数:1棟
     病床数:24床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-2846-6 南松山病院 〒790-8534 一般       162（一般入院）第24号        平成29年 5月 1日
     松山市朝生田町一丁目３番１０号療養        80 病棟種別:一般
     089-941-8255  (089-941-8297) 病棟数:3棟
     病床数:141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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101-2864-9 鷹の子病院 〒790-0925 一般        72（一般入院）第32号        平成26年10月 1日
     松山市鷹子町５２５番地１ 病棟種別:一般
     089-976-5551  (089-976-5572) 病棟数:2棟
     病床数:72床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[愛媛県]

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)

   1201-2870-6 ＮＴＴ西日本松山病院〒790-0802 一般        78（一般入院）第35号        平成29年 2月 1日
     (01-3817-2) 松山市喜与町一丁目７番地１ 病棟種別:一般
     089-936-2461  (089-945-4739) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:78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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-2872-2 愛媛生協病院 〒791-1102 一般        88（一般入院）第37号        平成30年 4月 1日
     松山市来住町１０９１－１ 病棟種別:一般
     089-976-7001  (089-976-7029) 病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-2928-2 松山城東病院 〒790-0915 一般        90（一般入院）第41号        平成30年 4月 1日
     松山市松末２丁目１９番３６号 病棟種別:一般
     089-943-7717  (089-921-1981) 病棟数:1棟
     病床数:52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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1502-1027-2 瀬戸内海病院 〒794-0028 一般        97（一般入院）第49号        平成28年10月 1日
     今治市北宝来町二丁目４番地９ 病棟種別:一般
     0898-23-0655  (0898-23-0616) 病棟数:2棟
     病床数:97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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1602-1802-8 愛媛県立今治病院 〒794-0006 一般 （一般入院）第52号        平成28年10月 1日
     今治市石井町４丁目５番５号 　　一般   270 病棟種別:一般
     0898-32-7111  (0898-22-1398) 精神 病床区分:一般
     　　精神    50 病棟数:4棟
     病床数:182床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1702-2804-3 医療法人　慈風会　白〒794-0041 一般        60（一般入院）第60号        平成24年 4月 1日
     石病院 今治市松本町一丁目５番地９ 療養        40 病棟種別:一般
     0898-32-4135  (0898-23-1409) 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

[愛媛県]

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)

   1802-2808-4 今治市医師会市民病院〒794-0026 一般        55（一般入院）第61号        平成29年 4月 1日
     今治市別宮町七丁目１番４０号 病棟種別:一般
     0898-22-7611  (0898-22-0130) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:55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
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1902-2809-2 今治第一病院 〒794-0052 一般        90（一般入院）第62号        平成28年10月 1日
     (02-3801-4) 今治市宮下町１丁目１番２１号 病棟種別:一般
     0898-23-2000  (0898-22-8273) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:90床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2002-2810-0 木原病院 〒794-0026 一般        49（一般入院）第63号        平成30年 4月 1日
     今治市別宮町三丁目７番地の８ 療養        24 病棟種別:一般
     0898-23-0634  (0898-32-3762) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:49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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2102-2811-8 医療法人　補天会　光〒794-0022 一般        51（一般入院）第64号        平成28年11月 1日
     生病院 今治市室屋町三丁目２番１０号 療養        51 病棟種別:一般
     0898-22-0468  (0898-23-9610) 病棟数:1棟
     病床数:51床
     区分:地域一般入院料３
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2202-2812-6 村上病院 〒794-0015 一般        17（一般入院）第65号        平成30年 4月 1日
     今治市常盤町５丁目３－３７ 療養        50 病棟種別:一般
     0898-22-8833  (0898-24-2222) 病棟数:1棟
     病床数:17床
     区分:急性期一般入院料５
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2302-2815-9 社会福祉法人　恩賜財〒799-1592 一般       191（一般入院）第67号        平成29年 8月 1日
     団　済生会今治病院 今治市喜田村七丁目１番６号 病棟数:4棟
     0898-47-2500  (0898-48-5096) 病床数:160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

[愛媛県]

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)

   2402-2816-7 医療法人　滴水会　吉〒794-0038 一般        47（一般入院）第68号        平成28年10月 1日
     野病院 今治市末広町一丁目５番地の５ 療養        43 病棟種別:一般
     0898-32-0323  (0898-32-0030) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:47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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2502-2817-5 放射線第一病院 〒794-0054 一般       110（一般入院）第69号        平成29年 2月 1日
     今治市北日吉町一丁目１０番５０ 病棟種別:一般
     号 病棟数:2棟
     0898-23-3358  (0898-23-8868) 病床数:110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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2602-2818-3 美須賀病院 〒794-0037 一般        29（一般入院）第70号        平成26年10月 1日
     今治市黄金町三丁目４番地８ 療養        70 病棟種別:一般
     0898-32-1212  (0898-33-4433) 病棟数:1棟
     病床数:29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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2702-2820-9 三木病院 〒794-0057 一般        38（一般入院）第71号        平成30年 4月 1日
     今治市泉川町一丁目３番４５号 療養        32 病棟種別:一般
     0898-32-4680  (0898-23-0447) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:38床
     区分:地域一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2802-2824-1 高木眼科病院 〒794-0028 一般        30（一般入院）第74号        平成27年12月 1日
     今治市北宝来町二丁目３番地１ 病棟種別:一般
     0898-31-7500  (0898-31-9591) 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2904-2815-5 医療法人　広仁会　広〒796-0088 一般        31（一般入院）第89号        平成28年10月 1日
     瀬病院 八幡浜市１２８０－９ 療養        45 病棟種別:一般
     0894-22-2600  (0894-22-2601) 病棟数:1棟
     病床数:31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
     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

[愛媛県]

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)

   3005-1804-7 独立行政法人労働者健〒792-8550 一般       300（一般入院）第92号        平成28年 9月 1日
     (05-3802-5) 康安全機構　愛媛労災新居浜市南小松原町１３番地２７ 病棟種別:一般
     病院 号 病床区分:一般
     0897-33-6191  (0897-33-6169) 病棟数:4棟
     病床数:170床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3105-1806-2 愛媛県立新居浜病院 〒792-0042 一般 （一般入院）第94号        平成28年 9月 1日
     新居浜市本郷三丁目１番１号 　　一般   290 病棟種別:一般
     0897-43-6161  (0897-41-2900) 一般（感染） 病棟数:4棟
                  2 病床数:143床
     結核        21 区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3205-2818-6 一般財団法人積善会　〒792-0004 一般       290（一般入院）第99号        平成30年 4月 1日
     (05-3805-8) 十全総合病院 新居浜市北新町１番５号 療養        60 病棟種別:一般
     0897-33-1818  (0897-37-2124) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:170床
     区分:急性期一般入院料４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3305-2825-1 医療法人社団　久和会〒792-0826 一般        20（一般入院）第100号       平成18年10月 1日
     　立花病院 新居浜市喜光地町一丁目１３番２療養        40 病棟種別:一般
     ９号 病棟数:1棟
     0897-41-4118  (0897-41-4115) 病床数:20床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3406-2807-7 社会医療法人社団　更〒793-0030 一般        99（一般入院）第104号       平成29年12月 1日
     (06-3802-3) 生会　村上記念病院 西条市大町７３９番地 療養       100 病棟種別:一般
     0897-56-2300  (0897-55-8393) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:98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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3506-2813-5 西条中央病院 〒793-0027 一般       242（一般入院）第107号       平成29年11月 1日
     (06-3803-1) 西条市朔日市８０４番地 病棟種別:一般
     0897-56-0300  (0897-56-0301) 病棟数:2棟
     病床数:92床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3606-2814-3 社会福祉法人　恩賜財〒793-0027 一般       150（一般入院）第108号       平成28年 8月 1日
     (06-3069-9) 団　済生会西条病院 西条市朔日市２６９番地１ 病棟種別:一般
     0897-55-5100  (0897-55-6766) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:122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

[愛媛県]

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)

   3707-2814-1 大洲記念病院 〒795-0061 一般        50（一般入院）第114号       平成30年 4月 1日
     大洲市徳森１５１２番地１ 療養        45 病棟種別:一般
     0893-25-2022  (0893-25-3923) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:急性期一般入院料４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3808-1801-7 公立学校共済組合四国〒799-0193 一般       229（一般入院）第115号       平成28年10月 1日
     中央病院 四国中央市川之江町２２３３番地精神        46 病棟種別:一般
     0896-58-3515  (0896-58-3464) 病棟数:4棟
     病床数:205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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3940-1000-9 愛媛県立南宇和病院 〒798-4131 一般 （一般入院）第153号       平成30年 3月 1日
     南宇和郡愛南町城辺甲２４３３番　　一般   199 病棟種別:一般
     地第１ 病床区分:一般
     0895-72-1231  (0895-72-5552) 病棟数:3棟
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4080-1002-1 独立行政法人国立病院〒791-0281 一般       410（一般入院）第158号       平成29年 4月 1日
     (80-3002-5) 機構　愛媛医療センタ東温市横河原３６６ 結核        20 病棟種別:一般
     ー 089-964-2411  (089-964-0251) 病棟数:3棟
     病床数:150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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101-1156-1 医療法人　結和会　松〒791-8034 一般        42（一般入院）第164号       平成24年10月 1日
     山西病院 松山市富久町３６０番地１ 療養        60 病棟種別:一般
     089-972-3355  (089-965-2477) 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4208-1005-5 長谷川病院 〒799-0111 一般        52（一般入院）第171号       平成28年10月 1日
     四国中央市金生町下分１２４９番療養       108 病棟種別:一般
     地の１ 病床区分:一般
     0896-58-5666  (0896-58-5696) 病棟数:1棟
     病床数:52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

[愛媛県]

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)

   4307-2813-3 喜多医師会病院 〒795-8505 一般       169（一般入院）第179号       平成29年 6月 1日
     大洲市徳森字小鳥越２６３２番３療養        38 病棟種別:一般
     0893-25-0535  (0893-25-0465) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:120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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4402-1029-8 今治南病院 〒794-0862 一般        16（一般入院）第182号       平成29年12月 1日
     今治市四村１０３番地１ 療養        47 病棟種別:一般
     0898-22-7300  (0898-32-8510) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:16床
     区分:地域一般入院料２
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4533-2812-1 愛媛十全医療学院附属〒791-0385 一般        97（一般入院）第188号       平成29年12月 1日
     病院 東温市南方５６１番地 病棟種別:一般
     089-966-5011  (089-966-5358) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:地域一般入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4640-1007-4 西本病院 〒798-4110 一般        38（一般入院）第193号       平成28年 4月 1日
     南宇和郡愛南町御荘平城４２８９ 病棟種別:一般
     番地１ 病棟数:1棟
     0895-73-2121  (0895-70-1017) 病床数:38床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4702-2814-2 今治セントラル病院 〒794-0041 一般        24（一般入院）第200号       平成24年 4月 1日
     今治市松本町二丁目６番地６ 療養        46 病棟種別:一般
     0898-22-5251  (0898-31-9599) 病棟数:1棟
     病床数:24床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801-2812-8 松山市民病院 〒790-0067 一般       432（一般入院）第201号       平成29年11月 1日
     (01-3370-2) 松山市大手町二丁目６番地５ 病棟種別:一般
     089-943-1151  (089-947-0026) 病棟数:7棟
     病床数:356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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[愛媛県]

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      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4907-2811-7 社会医療法人北斗会　〒795-8507 一般       113（一般入院）第209号       平成29年11月 1日
     大洲中央病院 大洲市東大洲５番地 療養        85 病棟種別:一般
     0893-24-4551  (0893-23-5083) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001-1296-5 平成脳神経外科病院 〒791-1105 一般        35（一般入院）第216号       平成30年 4月 1日
     松山市北井門２丁目７番２８号 療養        30 病棟種別:一般
     089-905-0011  (089-905-1706) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:35床
     区分:急性期一般入院料４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5111-1014-1 北条病院 〒799-2438 一般        60（一般入院）第217号       平成30年 4月 1日
     松山市河野中須賀２８８番地５ 病棟種別:一般
     089-993-1200  (089-993-1700) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:急性期一般入院料５
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5214-1008-7 西予市立野村病院 〒797-1212 一般        88（一般入院）第219号       平成30年 4月 1日
     西予市野村町野村９号５３番地 病棟種別:一般
     0894-72-0180  (0894-72-0938) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:59床
     区分:急性期一般入院料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301-2963-9 浦屋病院 〒790-0804 一般        17（一般入院）第220号       平成29年 2月 1日
     松山市中一万町５番地１０ 療養        30 病棟種別:一般
     089-943-0150  (089-947-5999) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:17床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5403-1037-9 医療法人沖縄徳洲会　〒798-0003 一般       246（一般入院）第222号       平成30年 5月 1日
     宇和島徳洲会病院 宇和島市住吉町二丁目６番２４号療養        54 病棟種別:一般
     0895-22-2811  (0895-22-2777) 病棟数:3棟
     病床数:133床
     区分:急性期一般入院料４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[愛媛県]

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     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5506-1033-1 西条市立周桑病院 〒799-1341 一般       185（一般入院）第225号       平成28年 9月 1日
     西条市壬生川１３１番地 精神       165 病棟種別:一般
     0898-64-2630  (0898-65-5503) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:52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
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5607-1040-4 市立大洲病院 〒795-8501 一般       142（一般入院）第227号       平成28年10月 1日
     大洲市西大洲甲５７０番地 結核         8 病棟種別:一般
     0893-24-2151  (0893-24-0036) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:101床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5703-1806-7 独立行政法人地域医療〒798-0053 一般       199（一般入院）第228号       平成30年 1月 1日
     機能推進機構宇和島病宇和島市賀古町２丁目１番３７号 病棟種別:一般
     院 0895-22-5616  (0895-24-5838) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:101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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5804-1018-7 市立八幡浜総合病院 〒796-8502 一般       306（一般入院）第229号       平成29年 4月 1日
     (04-3053-8) 八幡浜市大平１番耕地６３８番地一般（感染） 病棟種別:一般
     0894-22-3211  (0894-24-2563)              2 病棟数:4棟
     病床数:214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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5903-1049-4 宇和島市立津島病院 〒798-3393 一般        88（一般入院）第230号       平成30年 4月 1日
     宇和島市津島町高田丙１５番地 療養        45 病棟種別:一般
     0895-32-2011  (0895-32-2493) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:急性期一般入院料５
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[愛媛県]

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     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6039-1036-5 鬼北町立北宇和病院 〒798-1392 一般        55（一般入院）第230号       平成29年 9月 1日
     北宇和郡鬼北町近永４５５番地１療養        45 病棟種別:一般
     0895-45-3400  (0895-45-3284) 病棟数:1棟
     病床数:55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
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6103-1050-2 宇和島市立吉田病院 〒799-3701 一般        96（一般入院）第231号       平成26年10月 1日
     (03-3079-5) 宇和島市吉田町北小路甲２１７番療養        48 病棟種別:一般
     地 病床区分:一般
     0895-52-0611  (0895-52-3000) 病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:地域一般入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6203-1051-0 市立宇和島病院 〒798-8510 一般       430（一般入院）第232号       平成28年 9月 1日
     (03-3080-3) 宇和島市御殿町１番１号 結核         5 病棟種別:一般
     0895-25-1111  (0895-25-1126) 病床区分:一般
     病棟数:9棟
     病床数:401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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6302-1038-9 医療法人　仁明会　内〒794-0043 一般        33（一般入院）第233号       平成28年12月 1日
     科・消化器科羽鳥病院今治市南宝来町三丁目２番地３号 病棟種別:一般
     0898-22-2898  (0898-22-2892) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:33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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6434-1006-9 国民健康保険久万高原〒791-1201 一般        47（一般入院）第233号       平成30年 4月 1日
     (34-3030-3) 町立病院 上浮穴郡久万高原町久万６５番地療養        30 病棟種別:一般
     0892-21-1120  (0892-21-1121) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:47床
     区分:急性期一般入院料６
     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

[愛媛県]

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     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6505-1055-6 循環器科林病院 〒792-0834 一般        28（一般入院）第237号       平成30年 4月 1日
     新居浜市中西町６番４６号 療養        48 病棟種別:一般
     0897-43-8383  (0897-44-4339) 病棟数:1棟
     病床数:28床
     区分:地域一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6639-1027-4 旭川荘南愛媛病院 〒798-1393 一般       130（一般入院）第238号       平成24年10月 1日
     (39-3040-1) 北宇和郡鬼北町永野市１６０７番 病棟種別:一般
     地 病棟数:1棟
     0895-45-1101  (0895-45-3326) 病床数:50床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701-1360-9 佐藤実病院 〒790-0811 一般        32（一般入院）第242号       平成28年10月 1日
     松山市本町六丁目３番地１ 療養        36 病棟種別:一般
     089-925-5544  (089-925-5943) 病棟数:1棟
     病床数:32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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6805-1079-6 住友別子病院 〒792-8543 一般       360（一般入院）第248号       平成28年10月 1日
     (05-3127-7) 新居浜市王子町３番１号 病棟種別:一般
     0897-37-7111  (0897-37-7121) 病床区分:一般
     病棟数:7棟
     病床数:314床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6902-2821-7 きら病院 〒794-0028 一般        30（一般入院）第252号       平成30年 4月 1日
     今治市北宝来町一丁目３番地５ 病棟種別:一般
     0898-31-5711  (0898-24-2526) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:急性期一般入院料７
     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３
     ０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



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

[愛媛県]

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     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7001-2855-7 野本記念病院 〒790-0003 一般        96（一般入院）第273号       平成28年10月 1日
     松山市三番町五丁目１２番１号 病棟種別:一般
     089-943-0151  (089-933-1393) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60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
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7106-1060-4 西条市民病院 〒799-1104 一般 （一般入院）第275号       平成24年 7月 1日
     西条市小松町妙口甲１５２１番地　　一般    25 病棟種別:一般
     0898-72-4111  (0898-72-6311) 療養 病床区分:一般
     　　療養    76 病棟数:1棟
     病床数:25床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201-1454-0 梶浦病院 〒790-0003 一般        50（一般入院）第280号       平成30年 4月 1日
     松山市三番町四丁目４番地５ 病棟種別:一般
     089-943-2208  (089-943-2211) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:急性期一般入院料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7336-1020-5 加戸病院 〒791-3301 一般        52（一般入院）第281号       平成29年 4月 1日
     喜多郡内子町内子７７１番地 療養        40 病棟種別:一般
     0893-44-5500  (0893-44-3300) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:56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
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401-1471-4 渡辺病院 〒791-0054 一般        47（一般入院）第282号       平成28年11月 1日
     松山市空港通七丁目１３番３号 病棟種別:一般
     089-973-0111  (089-974-0432) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:47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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[愛媛県]

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     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7506-1067-9 渡部病院 〒799-1371 一般        52（一般入院）第283号       平成30年 4月 1日
     西条市周布３３１番地１ 病棟種別:一般
     0898-64-1200  (0898-64-1269) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:急性期一般入院料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7613-1024-6 社会医療法人石川記念〒799-0121 一般 （一般入院）第285号       平成29年10月 1日
     (13-3014-1) 会　ＨＩＴＯ病院 四国中央市上分町７８８番地１ 　　一般   207 病棟種別:一般
     0896-58-2222  (0896-58-2223) 療養 病床区分:一般
     　　療養    50 病棟数:3棟
     病床数:129床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7714-1032-7 西予市立西予市民病院〒797-0029 一般       104（一般入院）第287号       平成30年 2月 1日
     西予市宇和町永長１４７番地１ 療養        50 病棟種別:一般
     0894-62-1121  (0894-62-6160) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:104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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801-1520-8 おおぞら病院 〒791-8021 一般        48（一般入院）第288号       平成28年 4月 1日
     松山市六軒家町４番２０号 療養        60 病棟種別:一般
     089-989-6620  (089-989-6619) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7902-1103-1 広瀬病院 〒799-1502 一般        30（一般入院）第289号       平成28年10月 1日
     今治市喜田村６丁目５－１ 療養        27 病棟種別:一般
     0898-47-0100  (0898-47-0345) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:30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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001-1462-3 松山笠置記念心臓血管〒790-0023 一般        48（一般入院）第293号       平成30年 4月 1日
     病院 松山市末広町１８番地２ 病棟種別:一般
     089-941-2288  (089-943-8831) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:急性期一般入院料４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[愛媛県]

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     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8109-1015-2 栗整形外科病院 〒799-0422 一般        40（一般入院）第294号       平成29年 4月 1日
     四国中央市中之庄町３９８番地１ 病棟種別:一般
     0896-24-5550  (0896-24-5553) 病棟数:1棟
     病床数:40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

[愛媛県]

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)

    130-2805-1 松風病院 〒799-0712 精神       204（療養入院）第1号         平成30年 4月 1日
     四国中央市土居町入野９７０番地療養        45 病棟種別:療養
     0896-74-2001  (0896-74-8166) 病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202-1029-8 今治南病院 〒794-0862 一般        16（療養入院）第3号         平成29年12月 1日
     今治市四村１０３番地１ 療養        47 病棟種別:療養
     0898-22-7300  (0898-32-8510) 病棟数:1棟
     病床数:31床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-1140-5 奥島病院 〒790-0843 一般        92（療養入院）第4号         平成30年 4月 1日
     松山市道後町二丁目２番１号 療養        92 病棟種別:療養
     089-925-2500  (089-925-2558) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:92床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    405-2825-1 医療法人社団　久和会〒792-0826 一般        20（療養入院）第4号         平成28年10月 1日
     　立花病院 新居浜市喜光地町一丁目１３番２療養        40 病棟種別:療養
     ９号 病棟数:1棟
     0897-41-4118  (0897-41-4115) 病床数:40床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502-2814-2 今治セントラル病院 〒794-0041 一般        24（療養入院）第6号         平成30年 6月 1日
     今治市松本町二丁目６番地６ 療養        46 病棟種別:療養
     0898-22-5251  (0898-31-9599) 病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    632-2816-4 波方中央病院 〒799-2102 療養       131（療養入院）第9号         平成30年 4月 1日
     今治市波方町樋口甲１６８３番地 病棟種別:療養
     １ 病床区分:療養
     0898-41-5911  (0898-41-7502) 病棟数:1棟
     病床数:37床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    702-2820-9 三木病院 〒794-0057 一般        38（療養入院）第10号        平成30年 4月 1日
     今治市泉川町一丁目３番４５号 療養        32 病棟種別:療養
     0898-32-4680  (0898-23-0447) 病棟数:1棟
     病床数:32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

[愛媛県]

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     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    805-2818-6 一般財団法人積善会　〒792-0004 一般       290（療養入院）第11号        平成27年 9月 1日
     (05-3805-8) 十全総合病院 新居浜市北新町１番５号 療養        60 病棟種別:療養
     0897-33-1818  (0897-37-2124) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-1156-1 医療法人　結和会　松〒791-8034 一般        42（療養入院）第12号        平成30年 4月 1日
     山西病院 松山市富久町３６０番地１ 療養        60 病棟種別:療養
     089-972-3355  (089-965-2477) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1035-2808-4 医療法人　誠志会　砥〒791-2114 療養       100（療養入院）第12号        平成28年10月 1日
     部病院 伊予郡砥部町麻生４０番地１ 精神       113 病棟種別:療養
     089-957-5511  (089-958-2644) 病棟数:2棟
     病床数:70床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1102-1041-3 高山内科病院 〒794-0025 療養        31（療養入院）第13号        平成25年 1月 1日
     今治市大正町三丁目５番地８ 病棟種別:療養
     0898-22-7720  (0898-22-7723) 病棟数:1棟
     病床数:31床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1208-1005-5 長谷川病院 〒799-0111 一般        52（療養入院）第14号        平成28年 7月 1日
     四国中央市金生町下分１２４９番療養       108 病棟種別:療養
     地の１ 病床区分:療養
     0896-58-5666  (0896-58-5696) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-2878-9 東明病院 〒791-1123 療養        91（療養入院）第17号        平成27年 9月 1日
     松山市東方町甲１０２６番地１ 病棟種別:療養
     089-963-3333  (089-963-0533) 病棟数:2棟
     病床数:91床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1404-2815-5 医療法人　広仁会　広〒796-0088 一般        31（療養入院）第20号        平成28年10月 1日
     瀬病院 八幡浜市１２８０－９ 療養        45 病棟種別:療養
     0894-22-2600  (0894-22-2601) 病棟数:1棟
     病床数:45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

[愛媛県]

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     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1502-2804-3 医療法人　慈風会　白〒794-0041 一般        60（療養入院）第22号        平成28年10月 1日
     石病院 今治市松本町一丁目５番地９ 療養        40 病棟種別:療養
     0898-32-4135  (0898-23-1409) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1602-2833-2 医療法人　平成会　山〒794-0063 療養        50（療養入院）第22号        平成28年 5月 1日
     内病院 今治市片山三丁目１番４０号 病棟種別:療養
     0898-32-3000  (0898-32-7836) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1706-2807-7 社会医療法人社団　更〒793-0030 一般        99（療養入院）第25号        平成28年 3月 1日
     (06-3802-3) 生会　村上記念病院 西条市大町７３９番地 療養       100 病棟種別:療養
     0897-56-2300  (0897-55-8393) 病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1807-2811-7 社会医療法人北斗会　〒795-8507 一般       113（療養入院）第25号        平成30年 4月 1日
     大洲中央病院 大洲市東大洲５番地 療養        85 病棟種別:療養
     0893-24-4551  (0893-23-5083) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901-2859-9 松山ベテル病院 〒790-0833 一般       125（療養入院）第26号        平成30年 4月 1日
     松山市祝谷六丁目１２２９番地 療養        30 病棟種別:療養
     089-927-2133  (089-925-5599) 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2005-2811-1 新居浜山内病院 〒792-0022 療養        32（療養入院）第26号        平成29年 9月 1日
     新居浜市徳常町６番１３号 病棟種別:療養
     0897-37-0022  (0897-37-0091) 病棟数:1棟
     病床数:32床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2102-1037-1 井出病院 〒794-0015 療養        35（療養入院）第31号        平成28年10月 1日
     今治市常盤町七丁目３番６号 病棟種別:療養
     0898-32-2866  (0898-32-5833) 病棟数:1棟
     病床数:35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

[愛媛県]

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     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2201-2832-6 松山協和病院 〒790-0966 一般        24（療養入院）第33号        平成30年 2月 1日
     松山市立花五丁目１番５３号 療養        54 病棟種別:療養
     089-932-1712  (089-933-2705) 病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2302-2818-3 美須賀病院 〒794-0037 一般        29（療養入院）第34号        平成26年10月 1日
     今治市黄金町三丁目４番地８ 療養        70 病棟種別:療養
     0898-32-1212  (0898-33-4433) 病棟数:1棟
     病床数:28床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401-1223-9 増田病院 〒791-8013 療養        54（療養入院）第37号        平成30年 4月 1日
     松山市山越３丁目５－２４ 病棟種別:療養
     089-924-7804  (089-924-7806) 病棟数:1棟
     病床数:49床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-1225-4 栗林病院 〒791-0101 療養       124（療養入院）第39号        平成27年 8月 1日
     松山市溝辺町甲３３１番地 病棟種別:療養
     089-977-3311  (089-977-6973) 病棟数:1棟
     病床数:34床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2602-1057-9 医療法人　圭泉会　菅〒794-0056 療養        40（療養入院）第45号        平成28年10月 1日
     病院 今治市南日吉町２丁目３番２１号 病棟種別:療養
     0898-32-5092  (0898-31-9890) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院料２（注１２に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2705-2814-5 新居浜協立病院 〒792-0017 一般        46（療養入院）第46号        平成30年 4月 1日
     新居浜市若水町一丁目７番４５号療養        53 病棟種別:療養
     0897-37-2000  (0897-37-1893) 病棟数:1棟
     病床数:53床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2831-1008-1 横山病院 〒799-1101 療養        36（療養入院）第58号        平成30年 4月 1日
     (31-3030-9) 西条市小松町新屋敷甲２８６番地 病棟種別:療養
     0898-72-2121  (0898-72-2122) 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）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[愛媛県]

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     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2901-2884-7 土橋共立病院 〒790-0032 療養        55（療養入院）第64号        平成30年 4月 1日
     松山市土橋町３番１ 病棟種別:療養
     089-931-1804  (089-931-1478) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:55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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3005-2830-1 岩﨑病院 〒792-0045 療養        50（療養入院）第66号        平成28年 7月 1日
     新居浜市中萩町２番５号 病棟種別:療養
     0897-41-6030  (0897-41-6165) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3102-2812-6 村上病院 〒794-0015 一般        17（療養入院）第67号        平成30年 4月 1日
     今治市常盤町５丁目３－３７ 療養        50 病棟種別:療養
     0898-22-8833  (0898-24-2222) 病棟数:1棟
     病床数:10床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3202-1062-9 鈴木病院 〒794-0026 療養        36（療養入院）第69号        平成28年 9月 1日
     今治市別宮町２丁目１番地５ 病棟種別:療養
     0898-23-0500  (0898-32-2591) 病棟数:1棟
     病床数:4床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3335-1027-2 松前病院 〒791-3120 療養        56（療養入院）第70号        平成30年 5月 1日
     伊予郡松前町筒井１５９２番地１ 病棟種別:療養
     089-984-1300  (089-984-1377) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3437-1013-8 三瓶病院 〒796-0907 療養        47（療養入院）第72号        平成28年10月 1日
     西予市三瓶町朝立２番耕地１番地 病棟種別:療養
     １８ 病棟数:1棟
     0894-33-1200  (0894-33-2028) 病床数:47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

[愛媛県]

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     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3501-2854-0 医療法人順風会　天山〒790-0951 療養       160（療養入院）第80号        平成30年 4月 1日
     病院 松山市天山二丁目３番３０号 病棟種別:療養
     089-946-1555  (089-946-1552) 病棟数:2棟
     病床数:80床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3605-1055-6 循環器科林病院 〒792-0834 一般        28（療養入院）第83号        平成30年 4月 1日
     新居浜市中西町６番４６号 療養        48 病棟種別:療養
     0897-43-8383  (0897-44-4339) 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701-2963-9 浦屋病院 〒790-0804 一般        17（療養入院）第86号        平成30年 4月 1日
     松山市中一万町５番地１０ 療養        30 病棟種別:療養
     089-943-0150  (089-947-5999) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:2床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3805-1040-8 医療法人徳洲会　新居〒792-0043 療養        60（療養入院）第87号        平成26年 7月 1日
     浜徳洲会病院 新居浜市土橋２丁目２番２号 病棟種別:療養
     0897-43-0550  (0897-43-0556) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3902-2822-5 整形外科藤井病院 〒794-0015 療養        39（療養入院）第89号        平成30年 4月 1日
     今治市常盤町五丁目３番３８号 病棟種別:療養
     0898-24-1000  (0898-24-1059) 病棟数:1棟
     病床数:39床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4040-1013-2 愛南町国保一本松病院〒798-4408 療養        60（療養入院）第96号        平成30年 4月 1日
     南宇和郡愛南町一本松５０５６番 病棟種別:療養
     地２ 病棟数:1棟
     0895-84-2255  (0895-84-3195) 病床数:60床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4103-1049-4 宇和島市立津島病院 〒798-3393 一般        88（療養入院）第99号        平成30年 4月 1日
     宇和島市津島町高田丙１５番地 療養        45 病棟種別:療養
     0895-32-2011  (0895-32-2493) 病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:入院料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

[愛媛県]

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     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4203-1050-2 宇和島市立吉田病院 〒799-3701 一般        96（療養入院）第100号       平成28年12月 1日
     (03-3079-5) 宇和島市吉田町北小路甲２１７番療養        48 病棟種別:療養
     地 病棟数:1棟
     0895-52-0611  (0895-52-3000) 病床数:48床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301-2846-6 南松山病院 〒790-8534 一般       162（療養入院）第103号       平成28年10月 1日
     松山市朝生田町一丁目３番１０号療養        80 病棟種別:療養
     089-941-8255  (089-941-8297) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院料２（注１２に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401-1185-0 医療法人　光陽会　浅〒790-0963 療養        36（療養入院）第104号       平成29年12月 1日
     野病院 松山市小坂３丁目３－２６ 病棟種別:療養
     089-945-3351  (089-933-8900) 病棟数:1棟
     病床数:36床
     区分:入院料２（注１２に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501-1360-9 佐藤実病院 〒790-0811 一般        32（療養入院）第105号       平成28年 3月 1日
     松山市本町六丁目３番地１ 療養        36 病棟種別:療養
     089-925-5544  (089-925-5943) 病棟数:1棟
     病床数:36床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4636-2812-4 医療法人　肱嵐会　石〒799-3401 療養        75（療養入院）第107号       平成25年10月 1日
     村病院 大洲市長浜甲１７６番地 病棟種別:療養
     0893-52-0275  (0893-52-1229) 病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4732-1016-2 大三島中央病院 〒794-1304 療養        28（療養入院）第109号       平成30年 4月 1日
     今治市大三島町宮浦５３１８－１ 病棟種別:療養
     0897-82-1111  (0897-82-1772) 病棟数:1棟
     病床数:28床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4830-2808-5 医療法人　慶尚会　恵〒799-0724 療養        60（療養入院）第110号       平成30年 4月 1日
     (13-3010-9) 康病院 四国中央市土居町蕪崎２５３番地 病棟種別:療養
     １ 病棟数:1棟
     0896-74-7600  (0896-74-7601) 病床数:60床
     区分:入院料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

[愛媛県]

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     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4939-1036-5 鬼北町立北宇和病院 〒798-1392 一般        55（療養入院）第111号       平成28年10月 1日
     北宇和郡鬼北町近永４５５番地１療養        45 病棟種別:療養
     0895-45-3400  (0895-45-3284) 病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5002-2810-0 木原病院 〒794-0026 一般        49（療養入院）第113号       平成20年 7月 1日
     今治市別宮町三丁目７番地の８ 療養        24 病棟種別:療養
     0898-23-0634  (0898-32-3762) 病棟数:1棟
     病床数:24床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101-2862-3 南高井病院 〒791-1112 一般       120（療養入院）第114号       平成30年 4月 1日
     松山市南高井町３３３ 療養       233 病棟種別:療養
     089-976-7777  (089-976-6622) 病床区分:療養
     病棟数:3棟
     病床数:180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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5203-1060-1 鎌野病院 〒798-0051 療養        36（療養入院）第117号       平成30年 4月 1日
     宇和島市広小路２番４９号 病棟種別:療養
     0895-24-6611  (0895-24-6613) 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）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5334-1006-9 国民健康保険久万高原〒791-1201 一般        47（療養入院）第119号       平成30年 4月 1日
     (34-3030-3) 町立病院 上浮穴郡久万高原町久万６５番地療養        30 病棟種別:療養
     0892-21-1120  (0892-21-1121) 病棟数:1棟
     病床数:14床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5406-1060-4 西条市民病院 〒799-1104 一般 （療養入院）第121号       平成27年 5月 1日
     西条市小松町妙口甲１５２１番地　　一般    25 病棟種別:療養
     0898-72-4111  (0898-72-6311) 療養 病床区分:療養
     　　療養    76 病棟数:1棟
     病床数:26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

[愛媛県]

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     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5504-1035-1 宇都宮病院 〒796-0047 療養       120（療養入院）第123号       平成29年 4月 1日
     八幡浜市１５３６番地１１８ 病棟種別:療養
     0894-22-0163  (0894-23-2481) 病棟数:4棟
     病床数:120床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5609-1802-3 一般財団法人　新居浜〒799-0435 精神       112（療養入院）第125号       平成29年 8月 1日
     精神衛生研究所附属豊四国中央市豊岡町長田６０３番地療養        82 病棟種別:療養
     岡台病院 １ 病床区分:療養
     0896-25-0088  (0896-25-1039) 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5736-1020-5 加戸病院 〒791-3301 一般        52（療養入院）第127号       平成26年 8月 1日
     喜多郡内子町内子７７１番地 療養        40 病棟種別:療養
     0893-44-5500  (0893-44-3300) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:36床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5809-2810-5 医療法人　康仁会　西〒799-0421 療養        60（療養入院）第129号       平成29年 9月 1日
     岡病院 四国中央市三島金子二丁目７番２ 病棟種別:療養
     ２号 病床区分:療養
     0896-24-5511  (0896-23-0590) 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901-2871-4 医療法人　慈孝会　福〒799-2652 療養       114（療養入院）第133号       平成30年 4月 1日
     角病院 松山市福角町乙６９番地１ 病棟種別:療養
     089-979-5561  (089-979-5565) 病棟数:1棟
     病床数:57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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6002-1083-5 消化器科久保病院 〒799-2116 療養        39（療養入院）第135号       平成30年 4月 1日
     今治市内堀一丁目１番１９号 病棟種別:療養
     0898-41-3233  (0898-41-5841) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:27床
     区分:入院料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

[愛媛県]

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     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6114-1032-7 西予市立西予市民病院〒797-0029 一般       104（療養入院）第136号       平成30年 4月 1日
     西予市宇和町永長１４７番地１ 療養        50 病棟種別:療養
     0894-62-1121  (0894-62-6160) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6204-1003-9 医療法人青峰会　真網〒796-8053 療養        89（療養入院）第137号       平成28年10月 1日
     代くじらリハビリテー八幡浜市真網代甲２２９番地５ 精神        50 病棟種別:療養
     ション病院 0894-28-1123  (0894-28-1124) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料２（注１２に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6307-2813-3 喜多医師会病院 〒795-8505 一般       169（療養入院）第138号       平成28年10月 1日
     大洲市徳森字小鳥越２６３２番３療養        38 病棟種別:療養
     0893-25-0535  (0893-25-0465) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:38床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6406-2811-9 西条愛寿会病院 〒793-0035 療養       165（療養入院）第139号       平成29年 4月 1日
     西条市福武字蔵尾甲１５８－１ 一般        15 病棟種別:療養
     0897-55-2300  (0897-56-2760) 病棟数:4棟
     病床数:165床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6502-1103-1 広瀬病院 〒799-1502 一般        30（療養入院）第141号       平成28年10月 1日
     今治市喜田村６丁目５－１ 療養        27 病棟種別:療養
     0898-47-0100  (0898-47-0345) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:27床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601-2846-6 南松山病院 〒790-8534 一般       162（療養入院）第142号       平成27年10月 1日
     松山市朝生田町一丁目３番１０号療養        80 病棟種別:療養
     089-941-8255  (089-941-8297) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40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

[愛媛県]

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     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6701-1225-4 栗林病院 〒791-0101 療養       124（療養入院）第143号       平成28年10月 1日
     松山市溝辺町甲３３１番地 病棟種別:療養
     089-977-3311  (089-977-6973) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:90床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801-1384-9 なかじま中央病院 〒791-4501 療養        50（療養入院）第144号       平成28年10月 1日
     松山市中島大浦３０８１番地１ 病棟種別:療養
     089-997-1171  (089-997-5009) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6903-1037-9 医療法人沖縄徳洲会　〒798-0003 一般       246（療養入院）第146号       平成29年 5月 1日
     宇和島徳洲会病院 宇和島市住吉町二丁目６番２４号療養        54 病棟種別:療養
     0895-22-2811  (0895-22-2777) 病棟数:1棟
     病床数:54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

[愛媛県]

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     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    180-1002-1 独立行政法人国立病院〒791-0281 一般       410（結核入院）第158号       平成26年 4月 1日
     (80-3002-5) 機構　愛媛医療センタ東温市横河原３６６ 結核        20 病棟種別:結核
     ー 089-964-2411  (089-964-0251) 病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    207-1040-4 市立大洲病院 〒795-8501 一般       142（結核入院）第162号       平成27年 5月 1日
     大洲市西大洲甲５７０番地 結核         8 病棟種別:結核
     0893-24-2151  (0893-24-0036) 病床数:8床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303-1051-0 市立宇和島病院 〒798-8510 一般       430（結核入院）第163号       平成20年11月 1日
     (03-3080-3) 宇和島市御殿町１番１号 結核         5 病棟種別:結核
     0895-25-1111  (0895-25-1126) 病床数:5床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    405-1806-2 愛媛県立新居浜病院 〒792-0042 一般 （結核入院）第164号       平成28年 4月 1日
     新居浜市本郷三丁目１番１号 　　一般   290 病棟種別:結核
     0897-43-6161  (0897-41-2900) 一般（感染） 病棟数:1棟
                  2 病床数:21床
     結核        21 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

[愛媛県]

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     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-1801-2 松山記念病院 〒791-8022 精神       743（精神入院）第9号         平成30年 4月 1日
     (01-3807-3) 松山市美沢一丁目１０番３８号 病棟種別:精神
     089-925-3211  (089-923-7299) 病棟数:7棟
     病床数:348床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-1802-0 真光園 〒791-1112 精神       217（精神入院）第10号        平成28年 8月 1日
     松山市南高井町１４９１番地 病棟種別:精神
     089-975-2000  (089-975-2001) 病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-1803-8 医療法人敬愛会　久米〒790-0924 一般        17（精神入院）第11号        平成29年10月 1日
     病院 松山市南久米町７２３ 精神       180 病棟種別:精神
     089-975-0503  (089-975-0560) 病棟数:2棟
     病床数:93床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    435-2804-3 医療法人光佑会　くろ〒791-3161 精神       153（精神入院）第16号        平成21年 5月 1日
     だ病院 伊予郡松前町大字神崎５８６ 病棟種別:精神
     089-984-1201  (089-985-0787) 病棟数:1棟
     病床数:39床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-2856-5 医療法人　鶯友会　牧〒799-2648 精神       182（精神入院）第28号        平成26年 6月 1日
     病院 松山市菅沢町甲１１５１－１ 病棟種別:精神
     089-977-3351  (089-977-3356) 病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:132床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602-1801-0 公益財団法人正光会　〒799-1512 精神 （精神入院）第51号        平成20年 5月 1日
     今治病院 今治市高市甲７８６番地１３ 　　一般   180 病棟種別:精神
     0898-48-2560  (0898-48-2589) 精神 病棟数:1棟
     　　療養   113 病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    705-1805-4 十全ユリノキ病院 〒792-0844 精神       306（精神入院）第93号        平成18年 4月 1日
     新居浜市角野新田町一丁目１番２ 病棟種別:精神
     ８号 病棟数:2棟
     0897-41-2222  (0897-41-2224) 病床数:104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

[愛媛県]

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     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    806-2806-9 医療法人　隣善会　西〒793-0010 精神       429（精神入院）第103号       平成29年 8月 1日
     条道前病院 西条市飯岡地蔵原３２９０番地の 病棟種別:精神
     １ 病床区分:精神
     0897-56-2247  (0897-56-2667) 病棟数:3棟
     病床数:150床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    907-1006-5 医療法人　静心会　平〒795-0011 精神       260（精神入院）第109号       平成25年 4月 1日
     成病院 大洲市柚木８１１番地の１ 病棟種別:精神
     0893-24-2138  (0893-24-2139) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:56床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1008-1801-7 公立学校共済組合四国〒799-0193 一般       229（精神入院）第115号       平成28年11月 1日
     中央病院 四国中央市川之江町２２３３番地精神        46 病棟種別:精神
     0896-58-3515  (0896-58-3464) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1109-1802-3 一般財団法人　新居浜〒799-0435 精神       112（精神入院）第119号       平成24年 2月 1日
     精神衛生研究所附属豊四国中央市豊岡町長田６０３番地療養        82 病棟種別:精神
     岡台病院 １ 病床区分:精神
     0896-25-0088  (0896-25-1039) 病棟数:2棟
     病床数:112床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1205-1802-1 財団新居浜病院 〒792-0828 精神 （精神入院）第176号       平成24年 5月 1日
     新居浜市松原町１３番４７号 　　精神   415 病棟種別:精神
     0897-43-6151  (0897-41-8108) 病棟数:7棟
     病床数:357床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1330-2805-1 松風病院 〒799-0712 精神       204（精神入院）第207号       平成26年 6月 1日
     四国中央市土居町入野９７０番地療養        45 病棟種別:精神
     0896-74-2001  (0896-74-8166) 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

[愛媛県]

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     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1404-1039-3 八幡浜医師会立双岩病〒796-8035 精神       174（精神入院）第212号       平成29年10月 1日
     院 八幡浜市若山４番耕地１６０番地 病棟種別:精神
     １ 病床区分:精神
     0894-22-4355  (0894-24-7665) 病棟数:3棟
     病床数:174床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-1807-9 医療法人佑心会　堀江〒799-2652 精神       200（精神入院）第213号       平成30年 4月 1日
     病院 松山市福角町甲１５８２ 病棟種別:精神
     089-978-0783  (089-979-1950) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:50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

[愛媛県]

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     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    180-1004-7 愛媛大学医学部附属病〒791-0295 一般       602（特定入院）第1号         平成28年12月 1日
     (80-3004-1) 院 東温市志津川 精神        40 病棟種別:一般
     089-964-5111  (089-960-5134) 一般（感染） 病床区分:一般
                  2 病棟数:11棟
     病床数:499床
     区分:７対１入院基本料
     病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:40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

[愛媛県]

平成30年 6月 1日 専門病院入院基本料　医科］ 平成30年 6月 4日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    180-1005-4 独立行政法人国立病院〒791-0280 一般       368（専門入院）第2号         平成30年 2月 1日
     (80-3005-8) 機構四国がんセンター松山市南梅本町甲１６０ 病棟種別:一般
     089-999-1111  (089-999-1100) 病棟数:6棟
     病床数:289床
     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

[愛媛県]

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     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    180-1002-1 独立行政法人国立病院〒791-0281 一般       410（障害入院）第3号         平成25年 7月 1日
     (80-3002-5) 機構　愛媛医療センタ東温市横河原３６６ 結核        20 病棟種別:一般
     ー 089-964-2411  (089-964-0251) 病棟数:4棟
     病床数:210床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-2861-5 医療法人千寿会　道後〒790-0858 一般       176（障害入院）第7号         平成29年 8月 1日
     温泉病院 松山市道後姫塚乙２１番２１号 療養        48 病棟種別:一般
     089-933-5131  (089-933-5137) 病棟数:2棟
     病床数:118床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    339-1027-4 旭川荘南愛媛病院 〒798-1393 一般       130（障害入院）第8号         平成20年10月 1日
     (39-3040-1) 北宇和郡鬼北町永野市１６０７番 病棟種別:一般
     地 病棟数:2棟
     0895-45-1101  (0895-45-3326) 病床数:80床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    410-2816-0 伊予病院 〒799-3101 一般        72（障害入院）第14号        平成26年11月 1日
     伊予市八倉９０６番地５ 療養       218 病棟種別:一般
     089-983-2222  (089-983-1648) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:72床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    503-1037-9 医療法人沖縄徳洲会　〒798-0003 一般       246（障害入院）第15号        平成30年 5月 1日
     宇和島徳洲会病院 宇和島市住吉町二丁目６番２４号療養        54 病棟種別:一般
     0895-22-2811  (0895-22-2777) 病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    606-2813-5 西条中央病院 〒793-0027 一般       242（障害入院）第16号        平成30年 4月 1日
     (06-3803-1) 西条市朔日市８０４番地 病棟種別:一般
     0897-56-0300  (0897-56-0301) 病棟数:2棟
     病床数:93床
     区分:１０対１入院基本料
     看護補助加算（障害者施設等入
     院基本料の注９）：有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    712-2804-2 医療法人　弘仁会　共〒799-1353 一般        51（障害入院）第17号        平成30年 4月 1日
     立病院 西条市三津屋南９番１０ 療養        35 病棟種別:一般
     0898-64-2662  (0898-64-2722) 病棟数:1棟
     病床数:51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

[愛媛県]

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     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    801-2843-3 松山リハビリテーショ〒791-1111 一般       116（障害入院）第20号        平成30年 4月 1日
     ン病院 松山市高井町１２１１番地 療養       210 病棟種別:一般
     089-975-7431  (089-975-1670) 病棟数:2棟
     病床数:116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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-2859-9 松山ベテル病院 〒790-0833 一般       125（障害入院）第22号        平成29年 2月 1日
     松山市祝谷六丁目１２２９番地 療養        30 病棟種別:一般
     089-927-2133  (089-925-5599) 病棟数:2棟
     病床数:61床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-2862-3 南高井病院 〒791-1112 一般       120（障害入院）第23号        平成30年 4月 1日
     松山市南高井町３３３ 療養       233 病棟種別:一般
     089-976-7777  (089-976-6622) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:120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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1115-1006-8 愛媛県立子ども療育セ〒791-0212 一般       100（障害入院）第25号        平成26年 5月 1日
     (15-3001-3) ンター 東温市田窪２１３５番地 病棟種別:一般
     089-955-5533  (089-955-5546) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:90床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


