
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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 6月 4日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-2872-2 愛媛生協病院 〒791-1102 一般        88（地包ケア１）第1号       平成30年 4月 1日
     松山市来住町１０９１－１ 地域包括ケア病棟入院料１
     089-976-7001  (089-976-7029) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:44床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    207-2814-1 大洲記念病院 〒795-0061 一般        50（地包ケア１）第2号       平成30年 4月 1日
     大洲市徳森１５１２番地１ 療養        45 地域包括ケア入院医療管理料１
     0893-25-2022  (0893-25-3923) 入院医療管理料病床数:11床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-2859-9 松山ベテル病院 〒790-0833 一般       125（地包ケア１）第3号       平成30年 4月 1日
     松山市祝谷六丁目１２２９番地 療養        30 地域包括ケア病棟入院料１
     089-927-2133  (089-925-5599) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:26床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402-1083-5 消化器科久保病院 〒799-2116 療養        39（地包ケア１）第4号       平成30年 4月 1日
     今治市内堀一丁目１番１９号 地域包括ケア入院医療管理料１
     0898-41-3233  (0898-41-5841) 当該病床届出病棟区分:療養
     入院医療管理料病床数:12床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    514-1008-7 西予市立野村病院 〒797-1212 一般        88（地包ケア１）第5号       平成30年 4月 1日
     西予市野村町野村９号５３番地 地域包括ケア病棟入院料１
     0894-72-0180  (0894-72-0938) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:29床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 6月 4日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    601-1102-5 中川病院 〒791-0245 一般        40（地包ケア１）第6号       平成30年 4月 1日
     松山市南梅本町甲５８番地 地域包括ケア入院医療管理料１
     089-976-7811  (089-976-7979) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:23床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-2864-9 鷹の子病院 〒790-0925 一般        72（地包ケア１）第7号       平成30年 4月 1日
     松山市鷹子町５２５番地１ 地域包括ケア入院医療管理料１
     089-976-5551  (089-976-5572) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:30床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    805-2814-5 新居浜協立病院 〒792-0017 一般        46（地包ケア１）第8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 地域包括ケア病棟入院料１
     0897-37-2000  (0897-37-1893) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:46床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-2928-2 松山城東病院 〒790-0915 一般        90（地包ケア１）第9号       平成30年 4月 1日
     松山市松末２丁目１９番３６号 地域包括ケア病棟入院料１
     089-943-7717  (089-921-1981) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:38床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1008-1005-5 長谷川病院 〒799-0111 一般        52（地包ケア１）第10号      平成30年 5月 1日
     四国中央市金生町下分１２４９番療養       108 地域包括ケア入院医療管理料１
     地の１ 当該病床届出病棟区分:一般
     0896-58-5666  (0896-58-5696) 入院医療管理料病床数:20床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     看護職員配置加算（地域包括ケ
     ア病棟入院料の注３）: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 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料２　医科］ 平成30年 6月 4日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    107-2814-1 大洲記念病院 〒795-0061 一般        50（地包ケア２）第1号       平成28年 7月 1日
     大洲市徳森１５１２番地１ 療養        45 地域包括ケア入院医療管理料２
     0893-25-2022  (0893-25-3923) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:11床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-2812-8 松山市民病院 〒790-0067 一般       432（地包ケア２）第2号       平成27年 6月 1日
     (01-3370-2) 松山市大手町二丁目６番地５ 地域包括ケア病棟入院料２
     089-943-1151  (089-947-0026) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:40床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303-1806-7 独立行政法人地域医療〒798-0053 一般       199（地包ケア２）第4号       平成29年12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 地域包括ケア病棟入院料２
     院 0895-22-5616  (0895-24-5838) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:54床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    406-1033-1 西条市立周桑病院 〒799-1341 一般       185（地包ケア２）第5号       平成28年 2月 1日
     西条市壬生川１３１番地 精神       165 地域包括ケア病棟入院料２
     0898-64-2630  (0898-65-5503) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:50床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    540-1000-9 愛媛県立南宇和病院 〒798-4131 一般 （地包ケア２）第6号       平成28年12月 1日
     南宇和郡愛南町城辺甲２４３３番　　一般   199 地域包括ケア入院医療管理料２
     地第１ 当該病床届出病棟区分:一般
     0895-72-1231  (0895-72-5552) 入院医療管理料病床数:18床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[愛媛県]

平成30年 6月 1日 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料２　医科］ 平成30年 6月 4日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    608-1005-5 長谷川病院 〒799-0111 一般        52（地包ケア２）第8号       平成28年12月 1日
     四国中央市金生町下分１２４９番療養       108 地域包括ケア入院医療管理料２
     地の１ 当該病床届出病棟区分:一般
     0896-58-5666  (0896-58-5696) 入院医療管理料病床数:20床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    711-1014-1 北条病院 〒799-2438 一般        60（地包ケア２）第9号       平成28年12月 1日
     松山市河野中須賀２８８番地５ 地域包括ケア入院医療管理料２
     089-993-1200  (089-993-1700) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:28床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    802-2816-7 医療法人　滴水会　吉〒794-0038 一般        47（地包ケア２）第10号      平成26年 9月 1日
     野病院 今治市末広町一丁目５番地の５ 療養        43 地域包括ケア入院医療管理料２
     0898-32-0323  (0898-32-0030) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:23床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    905-2814-5 新居浜協立病院 〒792-0017 一般        46（地包ケア２）第12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 地域包括ケア病棟入院料２
     0897-37-2000  (0897-37-1893) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:46床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1006-2813-5 西条中央病院 〒793-0027 一般       242（地包ケア２）第14号      平成29年11月 1日
     (06-3803-1) 西条市朔日市８０４番地 地域包括ケア病棟入院料２
     0897-56-0300  (0897-56-0301) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:24床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
     地域包括ケア病棟入院料２
     病棟入院料病床数:33床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出



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 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料２　医科］ 平成30年 6月 4日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1113-1024-6 社会医療法人石川記念〒799-0121 一般 （地包ケア２）第15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 地域包括ケア病棟入院料２
     0896-58-2222  (0896-58-2223) 療養 当該病棟区分:一般
     　　療養    50 病棟入院料病床数:53床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201-2861-5 医療法人千寿会　道後〒790-0858 一般       176（地包ケア２）第19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 地域包括ケア病棟入院料２
     089-933-5131  (089-933-5137) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:40床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1302-2810-0 木原病院 〒794-0026 一般        49（地包ケア２）第20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 地域包括ケア入院医療管理料２
     0898-23-0634  (0898-32-3762) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:12床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1402-2817-5 放射線第一病院 〒794-0054 一般       110（地包ケア２）第22号      平成28年 4月 1日
     今治市北日吉町一丁目１０番５０ 地域包括ケア入院医療管理料２
     号 当該病床届出病棟区分:一般
     0898-23-3358  (0898-23-8868) 入院医療管理料病床数:14床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料２　医科］ 平成30年 6月 4日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1501-1520-8 おおぞら病院 〒791-8021 一般        48（地包ケア２）第23号      平成30年 3月 1日
     松山市六軒家町４番２０号 療養        60 地域包括ケア入院医療管理料２
     089-989-6620  (089-989-6619) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:20床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-1102-5 中川病院 〒791-0245 一般        40（地包ケア２）第24号      平成29年10月 1日
     松山市南梅本町甲５８番地 地域包括ケア入院医療管理料２
     089-976-7811  (089-976-7979) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:23床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1702-1103-1 広瀬病院 〒799-1502 一般        30（地包ケア２）第26号      平成30年 5月 1日
     今治市喜田村６丁目５－１ 療養        27 地域包括ケア入院医療管理料２
     0898-47-0100  (0898-47-0345) 当該病棟区分:一般
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:20床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1803-1050-2 宇和島市立吉田病院 〒799-3701 一般        96（地包ケア２）第27号      平成29年10月 1日
     (03-3079-5) 宇和島市吉田町北小路甲２１７番療養        48 地域包括ケア入院医療管理料２
     地 当該病床届出病棟区分:一般
     0895-52-0611  (0895-52-3000) 入院医療管理料病床数:12床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1905-2818-6 一般財団法人積善会　〒792-0004 一般       290（地包ケア２）第28号      平成28年10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 地域包括ケア病棟入院料２
     0897-33-1818  (0897-37-2124) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:45床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料２　医科］ 平成30年 6月 4日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2007-2813-3 喜多医師会病院 〒795-8505 一般       169（地包ケア２）第29号      平成27年12月 1日
     大洲市徳森字小鳥越２６３２番３療養        38 地域包括ケア病棟入院料２
     0893-25-0535  (0893-25-0465) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:47床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2103-1049-4 宇和島市立津島病院 〒798-3393 一般        88（地包ケア２）第30号      平成29年 3月 1日
     宇和島市津島町高田丙１５番地 療養        45 地域包括ケア入院医療管理料２
     0895-32-2011  (0895-32-2493) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:19床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2205-1055-6 循環器科林病院 〒792-0834 一般        28（地包ケア２）第31号      平成29年 3月 1日
     新居浜市中西町６番４６号 療養        48 地域包括ケア入院医療管理料２
     0897-43-8383  (0897-44-4339) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:16床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2302-1802-8 愛媛県立今治病院 〒794-0006 一般 （地包ケア２）第32号      平成28年 5月 1日
     今治市石井町４丁目５番５号 　　一般   270 地域包括ケア病棟入院料２
     0898-32-7111  (0898-22-1398) 精神 当該病棟区分:一般
     　　精神    50 病棟入院料病床数:41床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2434-1006-9 国民健康保険久万高原〒791-1201 一般        47（地包ケア２）第34号      平成28年 6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 地域包括ケア入院医療管理料２
     0892-21-1120  (0892-21-1121) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:7床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病床届出病棟区分:一般
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料２　医科］ 平成30年 6月 4日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2507-1040-4 市立大洲病院 〒795-8501 一般       142（地包ケア２）第35号      平成28年12月 1日
     大洲市西大洲甲５７０番地 結核         8 地域包括ケア病棟入院料２
     0893-24-2151  (0893-24-0036) 病棟入院料病床数:41床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2606-2807-7 社会医療法人社団　更〒793-0030 一般        99（地包ケア２）第36号      平成29年10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 地域包括ケア入院医療管理料２
     0897-56-2300  (0897-55-8393) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:13床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2714-1008-7 西予市立野村病院 〒797-1212 一般        88（地包ケア２）第37号      平成28年 7月 1日
     西予市野村町野村９号５３番地 地域包括ケア入院医療管理料２
     0894-72-0180  (0894-72-0938) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:9床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2805-1806-2 愛媛県立新居浜病院 〒792-0042 一般 （地包ケア２）第38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 地域包括ケア病棟入院料２
     0897-43-6161  (0897-41-2900) 一般（感染） 当該病棟区分:一般
                  2 病棟入院料病床数:38床
     結核        21 当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2905-1804-7 独立行政法人労働者健〒792-8550 一般       300（地包ケア２）第39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 地域包括ケア病棟入院料２
     病院 号 当該病棟区分:一般
     0897-33-6191  (0897-33-6169) 病棟入院料病床数:38床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料２　医科］ 平成30年 6月 4日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3001-2855-7 野本記念病院 〒790-0003 一般        96（地包ケア２）第40号      平成28年12月 1日
     松山市三番町五丁目１２番１号 地域包括ケア病棟入院料２
     089-943-0151  (089-933-1393) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:36床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3135-2808-4 医療法人　誠志会　砥〒791-2114 療養       100（地包ケア２）第41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 地域包括ケア病棟入院料２
     089-957-5511  (089-958-2644) 当該病棟区分:療養
     病棟入院料病床数:30床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201-1110-8 貞本病院 〒790-0052 一般        60（地包ケア２）第42号      平成28年12月 1日
     松山市竹原町一丁目６の１ 地域包括ケア入院医療管理料２
     089-945-1471  (089-945-5829) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:10床
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301-1140-5 奥島病院 〒790-0843 一般        92（地包ケア２）第43号      平成29年 2月 1日
     松山市道後町二丁目２番１号 療養        92 地域包括ケア入院医療管理料２
     089-925-2500  (089-925-2558) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:15床
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401-2843-3 松山リハビリテーショ〒791-1111 一般       116（地包ケア２）第44号      平成29年 5月 1日
     ン病院 松山市高井町１２１１番地 療養       210 地域包括ケア病棟入院料２
     089-975-7431  (089-975-1670) 当該病棟区分:療養
     病棟入院料病床数:50床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料２　医科］ 平成30年 6月 4日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3507-2811-7 社会医療法人北斗会　〒795-8507 一般       113（地包ケア２）第45号      平成29年10月 1日
     大洲中央病院 大洲市東大洲５番地 療養        85 地域包括ケア病棟入院料２
     0893-24-4551  (0893-23-5083) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:51床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3680-1005-4 独立行政法人国立病院〒791-0280 一般       368（地包ケア２）第46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 地域包括ケア病棟入院料２
     089-999-1111  (089-999-1100) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:50床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料４及び地域包括ケア入院医療管理料４　医科］ 平成30年 6月 4日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-1225-4 栗林病院 〒791-0101 療養       124（地包ケア４）第2号       平成28年 7月 1日
     松山市溝辺町甲３３１番地 地域包括ケア入院医療管理料４
     089-977-3311  (089-977-6973) 当該病床届出病棟区分:療養
     入院医療管理料病床数:20床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    204-1003-9 医療法人青峰会　真網〒796-8053 療養        89（地包ケア４）第5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 地域包括ケア入院医療管理料４
     ション病院 0894-28-1123  (0894-28-1124) 当該病床届出病棟区分:療養
     入院医療管理料病床数:22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 緩和ケア病棟入院料１　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)

    101-2859-9 松山ベテル病院 〒790-0833 一般       125（緩１）第1号             平成30年 4月 1日
     松山市祝谷六丁目１２２９番地 療養        30 当該病棟総数病床数①:38床
     089-927-2133  (089-925-5599) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:43％
     当該病棟の面積１床当たり:33.
     82㎡
     病室部分の面積１床当たり:8.6
     4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    280-1005-4 独立行政法人国立病院〒791-0280 一般       368（緩１）第2号             平成30年 4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 当該病棟総数病床数①:25床
     089-999-1111  (089-999-1100) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:48％
     当該病棟の面積１床当たり:44.
     73㎡
     病室部分の面積１床当たり:20.
     27㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    306-2811-9 西条愛寿会病院 〒793-0035 療養       165（緩１）第3号             平成22年 9月 1日
     西条市福武字蔵尾甲１５８－１ 一般        15 当該病棟総数病床数①:15床
     0897-55-2300  (0897-56-2760) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:46.7％
     当該病棟の面積１床当たり:44.
     6㎡
     病室部分の面積１床当たり:13.
     9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    413-1024-6 社会医療法人石川記念〒799-0121 一般 （緩１）第4号             平成28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 当該病棟総数病床数①:13床
     0896-58-2222  (0896-58-2223) 療養 当該病棟の特別の療養環境の提
     　　療養    50 供に係る病床数の割合:46.1％
     当該病棟の面積１床当たり:87.
     73㎡
     病室部分の面積１床当たり:18.
     95㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502-2815-9 社会福祉法人　恩賜財〒799-1592 一般       191（緩１）第5号             平成25年 5月 1日
     団　済生会今治病院 今治市喜田村七丁目１番６号 当該病棟総数病床数①:20床
     0898-47-2500  (0898-48-5096) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:80.
     1㎡
     病室部分の面積１床当たり:15.
     02㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


