
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 新生児特定集中治療室管理料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)

    180-1004-7 愛媛大学医学部附属病〒791-0295 一般       602（新１）第2号             平成26年10月 1日
     (80-3004-1) 院 東温市志津川 精神        40 当該治療室の病床数:12
     089-964-5111  (089-960-5134) 一般（感染） １床当たり床面積:11.1㎡
                  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 新生児特定集中治療室管理料２　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)

    102-1802-8 愛媛県立今治病院 〒794-0006 一般 （新２）第1号             平成26年 9月 1日
     今治市石井町４丁目５番５号 　　一般   270 当該治療室の病床数:3
     0898-32-7111  (0898-22-1398) 精神 １床当たり床面積:12.06㎡
     　　精神    50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    205-1806-2 愛媛県立新居浜病院 〒792-0042 一般 （新２）第2号             平成26年10月 1日
     新居浜市本郷三丁目１番１号 　　一般   290 当該治療室の病床数:6
     0897-43-6161  (0897-41-2900) 一般（感染） １床当たり床面積:8.3㎡
                  2
     結核        21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303-1051-0 市立宇和島病院 〒798-8510 一般       430（新２）第3号             平成28年 7月 1日
     (03-3080-3) 宇和島市御殿町１番１号 結核         5 当該治療室の病床数:6
     0895-25-1111  (0895-25-1126) １床当たり床面積:7.53㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-1811-1 松山赤十字病院 〒790-8524 一般       632（新２）第5号             平成30年 4月 1日
     (01-3805-7) 松山市文京町１番地 当該治療室の病床数:6
     089-924-1111  (089-922-6892) １床当たり床面積:15.14㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 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      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-1848-3 愛媛県立中央病院 〒790-0024 一般 （周）第2号               平成28年11月 1日
     (01-3808-1) 松山市春日町８３番地 　　一般   824 総合周産期特定集中治療室管理
     089-947-1111  (089-943-4136) 一般（感染） 料１
     　　感染     3 当該治療室の病床数:9
     １床当たり床面積:16.24㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:15
     １床当たり床面積:17.92㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 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)

    113-1024-6 社会医療法人石川記念〒799-0121 一般 （回１）第1号             平成30年 4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 病棟面積のうち１床当たり:29.
     0896-58-2222  (0896-58-2223) 療養 8㎡
     　　療養    50 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.83㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.74ｍ
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202-2818-3 美須賀病院 〒794-0037 一般        29（回１）第2号             平成30年 4月 1日
     今治市黄金町三丁目４番地８ 療養        70 体制強化加算:加算１
     0898-32-1212  (0898-33-4433) 病棟面積のうち１床当たり:15.
     15㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.46㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.86ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-1520-8 おおぞら病院 〒791-8021 一般        48（回１）第3号             平成30年 4月 1日
     松山市六軒家町４番２０号 療養        60 体制強化加算:加算１
     089-989-6620  (089-989-6619) 病棟面積のうち１床当たり:27
     ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.01㎡
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    405-1079-6 住友別子病院 〒792-8543 一般       360（回１）第4号             平成30年 4月 1日
     (05-3127-7) 新居浜市王子町３番１号 体制強化加算:加算２
     0897-37-7111  (0897-37-7121) 病棟面積のうち１床当たり:20
     ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.7㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.25ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 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)

    110-2816-0 伊予病院 〒799-3101 一般        72（回２）第1号             平成26年10月 1日
     伊予市八倉９０６番地５ 療養       218 体制強化加算:加算１
     089-983-2222  (089-983-1648) 病棟面積のうち１床当たり:32.
     59㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.67㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分: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：
     有
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:34.
     21㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.67㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分: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：
     有
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:35.
     44㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.82㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分: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：
     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 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      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    201-2843-3 松山リハビリテーショ〒791-1111 一般       116（回２）第2号             平成30年 4月 1日
     ン病院 松山市高井町１２１１番地 療養       210 体制強化加算:加算１
     089-975-7431  (089-975-1670) 病棟面積のうち１床当たり:22
     ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:54床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:21.
     5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:55床
     病棟面積のうち１床当たり:23.
     3㎡
     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
     病棟数:1棟
     病床数:51床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    313-1024-6 社会医療法人石川記念〒799-0121 一般 （回２）第6号             平成29年 5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 病棟面積のうち１床当たり:29.
     0896-58-2222  (0896-58-2223) 療養 8㎡
     　　療養    50 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.83㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.74ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[愛媛県]

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      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    404-1003-9 医療法人青峰会　真網〒796-8053 療養        89（回２）第10号            平成27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 体制強化加算:加算１
     ション病院 0894-28-1123  (0894-28-1124) 病棟面積のうち１床当たり:16.
     16㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.48㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.9ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分: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：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-1520-8 おおぞら病院 〒791-8021 一般        48（回２）第11号            平成27年 4月 1日
     松山市六軒家町４番２０号 療養        60 体制強化加算:加算１
     089-989-6620  (089-989-6619) 病棟面積のうち１床当たり:27
     ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.01㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分: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：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    607-2811-7 社会医療法人北斗会　〒795-8507 一般       113（回２）第12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 体制強化加算:加算１
     0893-24-4551  (0893-23-5083) 病棟面積のうち１床当たり:26.
     4㎡
     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:2.3ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45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

[愛媛県]

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      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    706-1060-4 西条市民病院 〒799-1104 一般 （回２）第13号            平成29年 6月 1日
     西条市小松町妙口甲１５２１番地　　一般    25 体制強化加算:加算２
     0898-72-4111  (0898-72-6311) 療養 病棟面積のうち１床当たり:29.
     　　療養    76 66㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:12.09㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.77ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：無
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    805-1079-6 住友別子病院 〒792-8543 一般       360（回２）第14号            平成28年10月 1日
     (05-3127-7) 新居浜市王子町３番１号 体制強化加算:加算２
     0897-37-7111  (0897-37-7121) 病棟面積のうち１床当たり:20
     ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.7㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.25ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-2871-4 医療法人　慈孝会　福〒799-2652 療養       114（回２）第16号            平成30年 4月 1日
     角病院 松山市福角町乙６９番地１ 体制強化加算:加算２
     089-979-5561  (089-979-5565) 病棟面積のうち１床当たり:21.
     2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.9㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:57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

[愛媛県]

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      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    106-2807-7 社会医療法人社団　更〒793-0030 一般        99（回３）第1号             平成30年 4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 休日リハビリテーション提供体
     0897-56-2300  (0897-55-8393) 制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    206-2814-3 社会福祉法人　恩賜財〒793-0027 一般       150（回３）第2号             平成30年 4月 1日
     (06-3069-9) 団　済生会西条病院 西条市朔日市２６９番地１ 病棟面積のうち１床当たり:8.9
     0897-55-5100  (0897-55-6766) 6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.81㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.71ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    307-2814-1 大洲記念病院 〒795-0061 一般        50（回３）第3号             平成30年 4月 1日
     大洲市徳森１５１２番地１ 療養        45 病棟面積のうち１床当たり:7.8
     0893-25-2022  (0893-25-3923) 4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.54㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.75ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-2861-5 医療法人千寿会　道後〒790-0858 一般       176（回３）第4号             平成30年 4月 1日
     温泉病院 松山市道後姫塚乙２１番２１号 療養        48 病棟面積のうち１床当たり:27.
     089-933-5131  (089-933-5137) 74㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.39㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.25ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502-1060-3 社会福祉法人　恩賜財〒794-0054 一般        30（回３）第5号             平成30年 4月 1日
     団　済生会　今治第二今治市北日吉町１丁目７番４３号 病棟面積のうち１床当たり:43.
     病院 0898-23-0100  (0898-23-0300) 5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:10.7㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.79ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[愛媛県]

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     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    610-2816-0 伊予病院 〒799-3101 一般        72（回３）第6号             平成30年 4月 1日
     伊予市八倉９０６番地５ 療養       218 病棟面積のうち１床当たり:24.
     089-983-2222  (089-983-1648) 42㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.6㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    703-1037-9 医療法人沖縄徳洲会　〒798-0003 一般       246（回３）第7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 病棟面積のうち１床当たり:44.
     0895-22-2811  (0895-22-2777) 58㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.79㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟数:1棟
     病床数:32床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    804-1003-9 医療法人青峰会　真網〒796-8053 療養        89（回３）第8号             平成30年 4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 病棟面積のうち１床当たり:16.
     ション病院 0894-28-1123  (0894-28-1124) 16㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.48㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.9ｍ
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 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     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    106-2814-3 社会福祉法人　恩賜財〒793-0027 一般       150（回４）第1号             平成22年 5月 1日
     (06-3069-9) 団　済生会西条病院 西条市朔日市２６９番地１ 休日リハビリテーション提供体
     0897-55-5100  (0897-55-6766) 制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:24床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-2861-5 医療法人千寿会　道後〒790-0858 一般       176（回４）第16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 病棟面積のうち１床当たり:27.
     089-933-5131  (089-933-5137) 74㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.39㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.85ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:34床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309-2810-5 医療法人　康仁会　西〒799-0421 療養        60（回４）第17号            平成30年 4月 1日
     岡病院 四国中央市三島金子二丁目７番２ 病棟面積のうち１床当たり:33.
     ２号 86㎡
     0896-24-5511  (0896-23-0590) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.04㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分: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

[愛媛県]

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     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    403-1037-9 医療法人沖縄徳洲会　〒798-0003 一般       246（回４）第18号            平成29年 6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 病棟面積のうち１床当たり:44.
     0895-22-2811  (0895-22-2777) 58㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.79㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.95ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:32床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    503-1806-7 独立行政法人地域医療〒798-0053 一般       199（回４）第19号            平成30年 4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 病棟面積のうち１床当たり:27.
     院 0895-22-5616  (0895-24-5838) 3㎡
     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:2.3ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:44床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    606-2807-7 社会医療法人社団　更〒793-0030 一般        99（回４）第23号            平成28年 9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 病棟面積のうち１床当たり:28.
     0897-56-2300  (0897-55-8393) 7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.6㎡
     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
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[愛媛県]

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     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    707-2814-1 大洲記念病院 〒795-0061 一般        50（回４）第24号            平成29年 3月 1日
     大洲市徳森１５１２番地１ 療養        45 病棟面積のうち１床当たり:7.8
     0893-25-2022  (0893-25-3923) 4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.54㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.75ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟数:1棟
     病床数:45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

[愛媛県]

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     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    133-2812-1 愛媛十全医療学院附属〒791-0385 一般        97（回５）第1号             平成30年 4月 1日
     病院 東温市南方５６１番地 病室部分の面積のうち１床当た
     089-966-5011  (089-966-5358) り:8.59㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.76ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-2846-6 南松山病院 〒790-8534 一般       162（回５）第2号             平成30年 4月 1日
     松山市朝生田町一丁目３番１０号療養        80 病棟面積のうち１床当たり:25.
     089-941-8255  (089-941-8297) 6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.2㎡
     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: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

[愛媛県]

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６　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)

    101-1296-5 平成脳神経外科病院 〒791-1105 一般        35（回６）第25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 病棟面積のうち１床当たり:24.
     089-905-0011  (089-905-1706) 4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.96ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:30床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202-2816-7 医療法人　滴水会　吉〒794-0038 一般        47（回６）第26号            平成29年 6月 1日
     野病院 今治市末広町一丁目５番地の５ 療養        43 病棟面積のうち１床当たり:32
     0898-32-0323  (0898-32-0030) ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:12.3㎡
     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
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:43床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    333-2812-1 愛媛十全医療学院附属〒791-0385 一般        97（回６）第27号            平成29年 1月 1日
     病院 東温市南方５６１番地 病室部分の面積のうち１床当た
     089-966-5011  (089-966-5358) り:6.75㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.76ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:42床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-2846-6 南松山病院 〒790-8534 一般       162（回６）第28号            平成29年 2月 1日
     松山市朝生田町一丁目３番１０号療養        80 病棟面積のうち１床当たり:25.
     089-941-8255  (089-941-8297) 6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.2㎡
     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: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

[愛媛県]

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６　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)

    501-2854-0 医療法人順風会　天山〒790-0951 療養       160（回６）第29号            平成30年 4月 1日
     病院 松山市天山二丁目３番３０号 病棟面積のうち１床当たり:20
     089-946-1555  (089-946-1552) ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.46㎡
     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
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:24床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


