
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

[高知県]

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)

    1011 223.8 医療法人　川村会　川〒780-0901 一般        32（一般入院）第1号         平成24年 7月 1日
     市医223 村病院 高知市上町５丁目６－２０ 療養        45 病棟種別:一般
     088-823-7433  (088-823-7515) 病棟数:1棟
     病床数:32床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2031 001.4 高知県立あき総合病院〒784-0027 一般       175（一般入院）第1号         平成28年 9月 1日
     芸医1 安芸市宝永町３番３３号 結核         5 病棟種別:一般
     0887-34-3111  (0887-34-2687) 精神        90 病棟数:3棟
     病床数:130床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3801 001.2 独立行政法人国立病院〒780-8507 一般       402（一般入院）第1号         平成29年 4月 1日
     (803 001.6) 機構高知病院 高知市朝倉西町１丁目２番２５号結核        22 病棟種別:一般
     市医1 088-844-3111  (088-843-6385) 病棟数:7棟
     病床数:275床
     区分:急性期一般入院料４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4011 053.9 高知赤十字病院 〒780-0062 一般       456（一般入院）第10号        平成28年 8月 1日
     市医53 高知市新本町２丁目１３－５１ 結核        12 病棟種別:一般
     088-822-1201  (088-822-1056) 病棟数:8棟
     病床数:382床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5251 002.5 佐川町立高北国民健康〒789-1201 一般        56（一般入院）第12号        平成28年10月 1日
     高医2 保険病院 高岡郡佐川町甲１６８７ 療養        42 病棟種別:一般
     0889-22-1166  (0889-22-2047) 病棟数:1棟
     病床数:56床
     区分:急性期一般入院料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6051 001.9 土佐市立土佐市民病院〒781-1101 一般       150（一般入院）第13号        平成29年 9月 1日
     佐医1 土佐市高岡町甲１８６７ 病棟種別:一般
     088-852-2151  (088-852-3549) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:96床
     区分:急性期一般入院料５
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7011 376.4 社会医療法人　仁生会〒780-8535 一般       164（一般入院）第27号        平成30年 4月 1日
     市医376 　細木病院 高知市大膳町３７ 療養       153 病棟種別:一般
     088-822-7211  (088-825-0909) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:急性期一般入院料５
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:無



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

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)

    8011 026.5 医療法人　三和会　国〒780-0901 一般        69（一般入院）第33号        平成30年 4月 1日
     市医26 吉病院 高知市上町１丁目３－４ 療養        37 病棟種別:一般
     088-875-0231  (088-875-0233) 病棟数:1棟
     病床数:57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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9011 375.6 独立行政法人地域医療〒780-8040 一般       165（一般入院）第65号        平成30年 4月 1日
     市医375 機能推進機構高知西病高知市神田３１７－１２ 病棟種別:一般
     院 088-843-1501  (088-840-1096) 病棟数:2棟
     病床数:106床
     区分:急性期一般入院料５
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10011 081.0 医療法人　さくらの里〒780-0832 一般        60（一般入院）第71号        平成29年 7月 1日
     市医81 　だいいちリハビリテ高知市九反田２番１４号 療養       120 病棟種別:一般
     ーション病院 088-882-0811  (088-882-6383) 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６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11011 488.7 高知医療生活協同組合〒780-0963 一般       114（一般入院）第79号        平成29年 4月 1日
     市医488 　高知生協病院 高知市口細山２０６－９ 病棟種別:一般
     088-840-0123  (088-844-4438) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:急性期一般入院料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12061 046.2 医療法人五月会　須崎〒785-0036 一般       118（一般入院）第82号        平成30年 2月 1日
     須医46 くろしお病院 須崎市緑町４番３０号 療養        42 病棟種別:一般
     0889-43-2121  (0889-42-1582) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:108床
     区分:急性期一般入院料５
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13011 101.6 医療法人　高田会　高〒780-0824 一般       144（一般入院）第84号        平成24年 7月 1日
     市医101 知記念病院 高知市城見町４の１３ 療養        30 病棟種別:一般
     088-883-4377  (088-882-6261) 病棟数:1棟
     病床数:38床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14251 139.5 くぼかわ病院 〒786-0002 一般       138（一般入院）第86号        平成28年10月 1日
     高医139 高岡郡四万十町見付９０２－１ 療養        34 病棟種別:一般
     0880-22-1111  (0880-22-1166) 病棟数:1棟
     病床数:50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

[高知県]

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)

   15101 012.6 医療法人　公世会　野〒781-5213 一般        91（一般入院）第87号        平成29年 2月 1日
     香南医12 市中央病院 香南市野市町東野５５５番地１８療養        80 病棟種別:一般
     0887-55-1101  (0887-55-0177) 病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:急性期一般入院料５
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16011 040.6 社会医療法人　近森会〒780-0052 一般       452（一般入院）第88号        平成28年10月 1日
     市医40 　近森病院 高知市大川筋１丁目１－１６号 精神        60 病棟種別:一般
     088-822-5231  (088-872-3059) 病棟数:10棟
     病床数:342床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17011 639.5 医療法人　仁栄会　島〒780-0066 一般        69（一般入院）第95号        平成26年10月 1日
     市医639 津病院 高知市比島町４丁目６－２２ 病棟種別:一般
     088-823-2285  (088-824-2363) 病棟数:2棟
     病床数:69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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18011 266.7 医療法人　緑風会　海〒781-0112 一般        76（一般入院）第97号        平成29年 8月 1日
     市医266 里マリン病院 高知市仁井田１６１７－５ 病棟種別:一般
     088-847-0101  (088-847-0252) 病棟数:1棟
     病床数:39床
     区分:急性期一般入院料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19221 001.4 本山町立国保嶺北中央〒781-3601 一般        55（一般入院）第98号        平成29年12月 1日
     長医1 病院 長岡郡本山町本山６２０ 療養        44 病棟種別:一般
     0887-76-2450  (0887-76-2453) 病棟数:1棟
     病床数:55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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20201 074.5 医療法人　臼井会　田〒781-6410 一般        84（一般入院）第99号        平成28年10月 1日
     安医74 野病院 安芸郡田野町１４１４番地１ 病棟種別:一般
     0887-38-7111  (0887-38-5568) 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21011 312.9 医療法人　伊野部会　〒780-0901 一般        30（一般入院）第102号       平成26年 1月 1日
     市医312 高知整形・脳外科病院高知市上町４丁目７－２０ 療養        72 病棟種別:一般
     088-822-1285  (088-875-4311) 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



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

[高知県]

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)

   22011 226.1 医療法人　山口会　高〒781-8121 一般        42（一般入院）第118号       平成27年 4月 1日
     市医226 知厚生病院 高知市葛島１丁目９－５０ 病棟種別:一般
     088-882-6205  (088-883-1655) 病棟数:1棟
     病床数:26床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23011 084.4 医療法人　旦龍会　町〒780-0935 一般        60（一般入院）第120号       平成22年10月 1日
     市医84 田病院 高知市旭町１丁目１０４番地 病棟種別:一般
     088-872-0164  (088-872-3336) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:急性期一般入院料７
     一般病棟看護必要度評価加算:
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24011 270.9 医療法人　久会　図南〒780-0806 一般       128（一般入院）第124号       平成28年10月 1日
     市医270 病院 高知市知寄町１丁目５－１５ 療養        55 病棟種別:一般
     088-882-3126  (088-882-3128) 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６
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25081 079.9 医療法人　聖真会　渭〒787-0331 一般        50（一般入院）第136号       平成29年 2月 1日
     清医79 南病院 土佐清水市越前町６－１ 療養        55 病棟種別:一般
     0880-82-1151  (0880-82-0429) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:急性期一般入院料５
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26011 038.0 医療法人　岡村会　岡〒780-0041 一般       145（一般入院）第143号       平成26年10月 1日
     市医38 村病院 高知市入明町１番５号 病棟種別:一般
     088-822-5155  (088-822-5188) 病棟数:2棟
     病床数:124床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27251 140.3 医療法人　社団若鮎　〒781-1301 一般        50（一般入院）第144号       平成28年10月 1日
     高医140 北島病院 高岡郡越知町越知甲１６６２ 病棟種別:一般
     0889-26-0432  (0889-26-3600) 病棟数:1棟
     病床数:50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

[高知県]

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)

   28251 101.5 医療法人　山秀会　山〒781-1301 一般        22（一般入院）第147号       平成18年 8月 1日
     高医101 﨑外科・整形外科病院高岡郡越知町越知甲２１０７－１療養        40 病棟種別:一般
     0889-26-1136  (0889-26-1799) 病棟数:1棟
     病床数:22床
     区分:地域一般入院料３
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29011 624.7 医療法人　みつる会　〒780-8065 一般        46（一般入院）第152号       平成30年 6月 1日
     市医624 高知脳神経外科病院 高知市朝倉戊７６７－５ 病棟種別:一般
     088-840-3535  (088-840-3615) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:46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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30011 284.0 医療法人　新松田会　〒780-0051 一般       275（一般入院）第155号       平成29年 4月 1日
     市医284 愛宕病院 高知市愛宕町１丁目１－１３ 療養       217 病棟種別:一般
     088-823-3301  (088-823-3306) 精神        70 病棟数:5棟
     病床数:225床
     区分:急性期一般入院料５
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31241 071.3 いの病院 〒781-2110 一般        40（一般入院）第158号       平成27年10月 1日
     吾医71 吾川郡いの町３８６４－１ 療養        18 病棟種別:一般
     088-893-0047  (088-893-1250) 病棟数:1棟
     病床数:40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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32251 152.8 梼原町立国民健康保険〒785-0612 一般        30（一般入院）第161号       平成26年 4月 1日
     高医152 梼原病院 高岡郡梼原町川西路２３２０－１ 病棟種別:一般
     0889-65-1151  (0889-65-1152) 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33011 056.2 医療法人　野並会　高〒780-0054 一般        26（一般入院）第162号       平成22年 4月 1日
     市医56 知病院 高知市相生町１番３５号 療養        98 病棟種別:一般
     088-883-3211  (088-883-3213) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:26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

[高知県]

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)

   34011 195.8 医療法人　互光会　長〒781-0270 一般        50（一般入院）第163号       平成26年 8月 1日
     市医195 浜病院 高知市長浜８０１ 病棟種別:一般
     088-841-2337  (088-842-0809) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:地域一般入院料３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35011 680.9 医療法人　治久会　も〒780-0952 一般        60（一般入院）第170号       平成28年10月 1日
     市医680 みのき病院 高知市塚ノ原６－１ 病棟種別:一般
     088-840-2222  (088-840-1001) 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:急性期一般入院料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36041 063.2 医療法人地塩会　南国〒783-0011 一般        45（一般入院）第171号       平成28年10月 1日
     南医63 中央病院 南国市後免町３丁目１－２７ 療養        54 病棟種別:一般
     088-864-0001  (088-864-0332) 病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:急性期一般入院料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37091 053.2 高知県立幡多けんみん〒788-0785 一般       324（一般入院）第172号       平成30年 4月 1日
     宿医53 病院 宿毛市山奈町芳奈３－１ 一般（感染） 病棟種別:一般
     0880-66-2222  (0880-66-2111)              3 病棟数:6棟
     結核        28 病床数:258床
     区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38011 694.0 医療法人　恭愛会　田〒780-0815 一般        30（一般入院）第174号       平成26年 6月 1日
     市医694 村内科整形外科病院 高知市二葉町１０番１０号 療養        40 病棟種別:一般
     088-883-1777  (088-883-1720) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:地域一般入院料３
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39061 022.3 医療法人　須崎会　高〒785-0014 一般        40（一般入院）第176号       平成29年 1月 1日
     須医22 陵病院 須崎市横町１番２８号 療養       129 病棟種別:一般
     0889-42-2485  (0889-40-0125) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:急性期一般入院料１
     ＡＤＬ維持向上等体制加算: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

[高知県]

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)

   40011 436.6 医療法人　瑞洋会　田〒780-0901 一般       112（一般入院）第177号       平成24年 3月 1日
     市医436 中整形外科病院 高知市上町３丁目２－６ 病棟種別:一般
     088-822-7660  (088-875-8583) 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７
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41011 730.2 いずみの病院 〒781-0011 一般       190（一般入院）第188号       平成30年 6月 1日
     市医730 高知市薊野北町２丁目１０－５３療養        48 病棟種別:一般
     088-826-5511  (088-826-5510) 病棟数:2棟
     病床数:118床
     区分:急性期一般入院料４
     ＡＤＬ維持向上等体制加算:加
     算
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42041 091.3 ＪＡ高知病院 〒783-8509 一般       178（一般入院）第194号       平成30年 2月 1日
     南医91 南国市明見字中野５２６－１ 病棟種別:一般
     088-863-2181  (088-863-2186) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:120床
     区分:急性期一般入院料５
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43011 752.6 高知高須病院 〒781-5103 一般        63（一般入院）第195号       平成29年10月 1日
     市医752 高知市大津乙２７０５－１ 病棟種別:一般
     088-878-3377  (088-878-3322) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:63床
     区分:急性期一般入院料５
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44011 812.8 高知県・高知市病院企〒781-8555 一般       548（一般入院）第224号       平成26年10月 1日
     (013 732.2) 業団立高知医療センタ高知市池２１２５番地１ 一般（感染） 病棟種別:一般
     市医812 ー 088-837-3000  (088-837-6724)              8 病棟数:10棟
     結核        20 病床数:462床
     精神        44 区分:急性期一般入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45241 095.2 いの町立国民健康保険〒781-2193 一般        60（一般入院）第225号       平成28年10月 1日
     吾医95 仁淀病院 吾川郡いの町１３６９ 療養        40 病棟種別:一般
     088-893-1551  (088-893-0229) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:急性期一般入院料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[高知県]

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)

   46071 091.6 四万十市国民健康保険〒787-0023 一般        99（一般入院）第226号       平成30年 4月 1日
     四万医91 　四万十市立市民病院四万十市中村東町１丁目１番２７ 病棟種別:一般
     号 病床区分:一般
     0880-34-2126  (0880-34-1861) 病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:急性期一般入院料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47071 112.0 竹本病院 〒787-0015 一般        81（一般入院）第230号       平成30年 6月 1日
     四万医112 四万十市右山１９７３番地２ 療養        50 病棟種別:一般
     0880-35-4151  (0880-35-4155) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分:急性期一般入院料４
     ＡＤＬ維持向上等体制加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48011 593.4 医療法人　薫風会　毛〒780-0806 一般        44（一般入院）第232号       平成25年 6月 1日
     市医593 山病院 高知市知寄町１丁目２－２ 病棟種別:一般
     088-883-0515  (088-884-5323) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49011 936.5 近森オルソリハビリテ〒780-0056 一般        44（一般入院）第237号       平成30年 4月 1日
     市医936 ーション病院 高知市北本町１丁目２番６号 療養        56 病棟種別:一般
     088-822-5231  (088-820-1919) 病床数:44床
     区分:地域一般入院料１
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50011 947.2 特定医療法人竹下会　〒780-0863 一般 （一般入院）第239号       平成30年 4月 1日
     市医947 竹下病院 高知市与力町３番８号 　　一般    76 病棟種別:一般
     088-822-2371  (088-822-2375) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:38床
     区分:急性期一般入院料７
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51071 054.4 医療法人　島津会　幡〒787-0013 一般        45（一般入院）第240号       平成30年 4月 1日
     四万医54 多病院 四万十市右山天神町１０－１２ 病棟種別:一般
     0880-34-6211  (0880-35-3410) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:地域一般入院料３
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算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

[高知県]

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)

   52261 070.0 大月町国民健康保険大〒788-0311 一般        25（一般入院）第241号       平成30年 6月 1日
     (263 511.7) 月病院 幡多郡大月町鉾土６０３ 病棟種別:一般
     幡医70 0880-73-1300  (0880-73-1448) 病棟数:1棟
     病床数:25床
     区分:地域一般入院料２
     看護補助加算:看護補助加算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

[高知県]

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     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1041 002.0 医療法人清香会　北村〒783-0024 療養        60（療養入院）第1号         平成25年 5月 1日
     南医2 病院 南国市東崎１３３６ 病棟種別:療養
     088-864-2101  (088-863-6059) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2041 051.7 医療法人藤原会　藤原〒783-0005 療養       117（療養入院）第1号         平成24年 4月 1日
     南医51 病院 南国市大埇乙９９５ 病棟種別:療養
     088-863-1212  (088-863-5585) 病棟数:3棟
     病床数:117床
     区分:入院料１
     非常勤の管理栄養士の有無:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3251 106.4 医療法人　青雲会　清〒789-1202 一般        30（療養入院）第1号         平成24年 4月 1日
     高医106 和病院 高岡郡佐川町乙１７７７ 療養        53 病棟種別:療養
     0889-22-0300  (0889-22-1777) 精神       271 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:38床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4071 086.6 医療法人　森下会　森〒787-0025 一般        36（療養入院）第2号         平成28年10月 1日
     四万医86 下病院 四万十市中村一条通２丁目４４ 療養        95 病棟種別:療養
     0880-34-2030  (0880-34-6952) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5011 114.9 医療法人　南会　南病〒780-0870 一般        42（療養入院）第3号         平成29年10月 1日
     市医114 院 高知市本町３丁目６－２８ 療養        28 病棟種別:療養
     088-822-0505  (088-823-5200) 病棟数:1棟
     病床数:28床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6041 041.8 医療法人慈光会　岡豊〒783-0043 療養        42（療養入院）第4号         平成30年 4月 1日
     南医41 病院 南国市岡豊町小蓮６８９－１ 精神       193 病棟種別:療養
     088-866-2345  (088-866-2348) 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:入院料１
     夜間看護加算（療養病棟入院基
     本料の注１３）:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7061 020.7 医療法人　千博会　ネ〒785-0008 療養        89（療養入院）第10号        平成30年 6月 1日
     須医20 オリゾートちひろ病院須崎市中町１丁目６－２５ 病棟種別:療養
     0889-42-2530  (0889-42-2532) 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

[高知県]

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     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    8101 012.6 医療法人　公世会　野〒781-5213 一般        91（療養入院）第14号        平成29年 6月 1日
     香南医12 市中央病院 香南市野市町東野５５５番地１８療養        80 病棟種別:療養
     0887-55-1101  (0887-55-0177) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9251 141.1 医療法人前田会　前田〒781-1301 一般        28（療養入院）第15号        平成28年10月 1日
     高医141 病院 高岡郡越知町越知甲２１３３ 療養        32 病棟種別:療養
     0889-26-1175  (0889-26-2603) 病棟数:1棟
     病床数:32床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10251 150.2 医療法人　金峰会　山〒781-1301 療養        60（療養入院）第16号        平成30年 6月 1日
     高医150 﨑病院 高岡郡越知町越知甲２０４１番地 病棟種別:療養
     ３ 病棟数:1棟
     0889-26-1123  (0889-26-3260) 病床数:29床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11011 223.8 医療法人　川村会　川〒780-0901 一般        32（療養入院）第17号        平成27年11月 1日
     市医223 村病院 高知市上町５丁目６－２０ 療養        45 病棟種別:療養
     088-823-7433  (088-823-7515) 病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12091 021.9 医療法人　長生会　大〒788-0001 一般        50（療養入院）第19号        平成29年 3月 1日
     宿医21 井田病院 宿毛市中央８丁目３－６ 療養        43 病棟種別:療養
     0880-63-2101  (0880-63-4792) 病棟数:1棟
     病床数:3床
     区分:入院料２（注１２に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13011 376.4 社会医療法人　仁生会〒780-8535 一般       164（療養入院）第20号        平成30年 4月 1日
     市医376 　細木病院 高知市大膳町３７ 療養       153 病棟種別:療養
     088-822-7211  (088-825-0909) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:49床
     区分:入院料１
     夜間看護加算（療養病棟入院基
     本料の注１３）:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14081 087.2 医療法人　たんぽぽ清〒787-0305 療養        54（療養入院）第21号        平成30年 4月 1日
     清医87 悠会　松谷病院 土佐清水市天神町１４番１８号 病棟種別:療養
     0880-82-0001  (0880-82-0119) 病棟数:1棟
     病床数:42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

[高知県]

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     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   15101 007.6 医療法人　高知慈恵会〒781-5232 療養        60（療養入院）第24号        平成28年10月 1日
     香南医7 　三谷病院 香南市野市町西野５５５の２ 病棟種別:療養
     0887-56-0152  (0887-56-0566) 病棟数:1棟
     病床数:16床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16011 348.3 医療法人　厚愛会　高〒781-5103 療養       243（療養入院）第31号        平成24年 4月 1日
     市医348 知城東病院 高知市大津乙７１９ 病棟種別:療養
     088-866-2326  (088-866-5365) 病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17011 229.5 医療法人　厚仁会　土〒780-0814 療養        90（療養入院）第33号        平成24年10月 1日
     市医229 佐田村病院 高知市稲荷町１１－２０ 病棟種別:療養
     088-883-3544  (088-883-3544) 病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18011 026.5 医療法人　三和会　国〒780-0901 一般        69（療養入院）第34号        平成29年12月 1日
     市医26 吉病院 高知市上町１丁目３－４ 療養        37 病棟種別:療養
     088-875-0231  (088-875-0233) 病棟数:1棟
     病床数:37床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19041 077.2 医療法人浦松会　南国〒783-0091 療養        88（療養入院）第35号        平成30年 4月 1日
     南医77 厚生病院 南国市立田１１８０ 病棟種別:療養
     088-863-3030  (088-863-6183) 病棟数:2棟
     病床数:88床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20011 081.0 医療法人　さくらの里〒780-0832 一般        60（療養入院）第36号        平成19年 1月 1日
     市医81 　だいいちリハビリテ高知市九反田２番１４号 療養       120 病棟種別:療養
     ーション病院 088-882-0811  (088-882-6383) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21091 016.9 医療法人祥星会　聖ケ〒788-0051 療養        45（療養入院）第43号        平成29年 3月 1日
     宿医16 丘病院 宿毛市押の川１１９６ 精神       169 病棟種別:療養
     0880-63-2146  (0880-63-3336) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45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

[高知県]

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     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   22111 002.5 医療法人　同仁会　同〒782-0035 療養        38（療養入院）第51号        平成30年 6月 1日
     香美医2 仁病院 香美市土佐山田町百石町２丁目５精神       214 病棟種別:療養
     －２０ 病棟数:1棟
     0887-53-3155  (0887-53-3096) 病床数:38床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23011 141.2 医療法人　高潮会　潮〒780-8001 一般        32（療養入院）第52号        平成30年 4月 1日
     市医141 江高橋病院 高知市土居町９－１８ 療養        48 病棟種別:療養
     088-833-2700  (088-832-7646) 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24011 854.0 医療法人　永島会　永〒781-0304 療養        92（療養入院）第54号        平成28年 4月 1日
     市医854 井病院 高知市春野町西分２０２７－３ 病棟種別:療養
     088-894-6611  (088-894-6612) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25011 284.0 医療法人　新松田会　〒780-0051 一般       275（療養入院）第56号        平成19年11月 1日
     市医284 愛宕病院 高知市愛宕町１丁目１－１３ 療養       217 病棟種別:療養
     088-823-3301  (088-823-3306) 精神        70 病棟数:2棟
     病床数:79床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26011 312.9 医療法人　伊野部会　〒780-0901 一般        30（療養入院）第58号        平成30年 4月 1日
     市医312 高知整形・脳外科病院高知市上町４丁目７－２０ 療養        72 病棟種別:療養
     088-822-1285  (088-875-4311) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27011 694.0 医療法人　恭愛会　田〒780-0815 一般        30（療養入院）第59号        平成22年 9月 1日
     市医694 村内科整形外科病院 高知市二葉町１０番１０号 療養        40 病棟種別:療養
     088-883-1777  (088-883-1720) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28251 101.5 医療法人　山秀会　山〒781-1301 一般        22（療養入院）第61号        平成30年 6月 1日
     高医101 﨑外科・整形外科病院高岡郡越知町越知甲２１０７－１療養        40 病棟種別:療養
     0889-26-1136  (0889-26-1799) 病棟数:1棟
     病床数:21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

[高知県]

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     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   29221 063.4 医療法人　大博悠会　〒789-0315 療養        92（療養入院）第63号        平成24年12月 1日
     (223 001.8) 大杉中央病院 長岡郡大豊町中村大王１４９７－ 病棟種別:療養
     長医63 １ 病棟数:2棟
     0887-72-1003  (0887-72-1004) 病床数:92床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30251 002.5 佐川町立高北国民健康〒789-1201 一般        56（療養入院）第64号        平成30年 4月 1日
     高医2 保険病院 高岡郡佐川町甲１６８７ 療養        42 病棟種別:療養
     0889-22-1166  (0889-22-2047) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31081 094.8 医療法人　次田会　足〒787-0303 療養        60（療養入院）第65号        平成30年 4月 1日
     清医94 摺病院 土佐清水市旭町１８－７１ 病棟種別:療養
     0880-82-1275  (0880-82-5585) 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32251 111.4 医療法人　高幡会　大〒786-0007 療養        97（療養入院）第67号        平成28年10月 1日
     高医111 西病院 高岡郡四万十町古市町６－１２ 病棟種別:療養
     0880-22-1191  (0880-22-1250) 病棟数:2棟
     病床数:77床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33241 016.8 医療法人　光生会　森〒781-2110 療養        33（療養入院）第69号        平成24年 4月 1日
     吾医16 木病院 吾川郡いの町３６７４ 病棟種別:療養
     088-893-0014  (088-893-5112) 病棟数:1棟
     病床数:24床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34011 106.5 医療法人　平田会　平〒780-0870 一般        20（療養入院）第70号        平成26年 4月 1日
     市医106 田病院 高知市本町５丁目４－２３ 療養        48 病棟種別:療養
     088-875-6221  (088-871-3801) 病棟数:1棟
     病床数:16床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35251 166.8 なかとさ病院 〒789-1301 療養        51（療養入院）第71号        平成30年 4月 1日
     高医166 高岡郡中土佐町久礼６６１４ 病棟種別:療養
     0889-52-2040  (0889-52-3680) 病棟数:1棟
     病床数:24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

[高知県]

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     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   36241 083.8 医療法人　岡本会　さ〒781-2136 療養       102（療養入院）第72号        平成24年 4月 1日
     吾医83 くら病院 吾川郡いの町鹿敷１６２ 病棟種別:療養
     088-893-5111  (088-893-0005) 病棟数:2棟
     病床数:70床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37021 038.8 医療法人愛生会　室戸〒781-7102 療養        96（療養入院）第76号        平成28年10月 1日
     室医38 中央病院 室戸市室津２２７３ 病棟種別:療養
     0887-23-3311  (0887-24-2202) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38111 020.7 医療法人　豊秋会　香〒781-4212 療養        90（療養入院）第80号        平成28年10月 1日
     香美医20 北病院 香美市香北町美良布１０６４－９ 病棟種別:療養
     0887-59-2251  (0887-59-2928) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39011 670.0 医療法人　島本慈愛会〒780-0841 療養       139（療養入院）第81号        平成20年 7月 1日
     市医670 　島本病院 高知市帯屋町２丁目６－３ 病棟種別:療養
     088-873-6131  (088-802-3613) 病棟数:2棟
     病床数:118床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40011 627.0 木村病院 〒780-0043 療養        59（療養入院）第82号        平成22年 4月 1日
     市医627 高知市寿町８－８ 病棟種別:療養
     088-822-7231  (088-822-7232) 病棟数:1棟
     病床数:39床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41011 462.2 医療法人　久会　久病〒780-0821 一般        53（療養入院）第83号        平成22年 4月 1日
     市医462 院 高知市桜井町１丁目２－３５ 療養        32 病棟種別:療養
     088-883-6264  (088-883-6274) 病棟数:1棟
     病床数:32床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42241 075.4 医療法人　一心会　安〒781-1611 療養        51（療養入院）第84号        平成22年 6月 1日
     吾医75 部病院 吾川郡仁淀川町岩丸１０２ 病棟種別:療養
     0889-34-2011  (0889-34-2495) 病棟数:1棟
     病床数:20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

[高知県]

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)

   43071 073.4 医療法人　元湧会　吉〒787-0033 療養        40（療養入院）第88号        平成28年 4月 1日
     四万医73 井病院 四万十市中村大橋通６丁目７－５ 病棟種別:療養
     0880-34-5005  (0880-35-5040) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44071 064.3 医療法人和光会　木俵〒787-0025 療養        90（療養入院）第103号       平成30年 4月 1日
     四万医64 病院 四万十市中村一条通３丁目３－２ 病棟種別:療養
     ５ 病棟数:1棟
     0880-34-1211  (0880-35-4691) 病床数:42床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45071 025.4 医療法人慈恵会　中村〒787-0029 療養        60（療養入院）第104号       平成22年 9月 1日
     四万医25 病院 四万十市中村小姓町７５ 病棟種別:療養
     0880-34-3177  (0880-34-7318) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46011 706.2 医療法人　博信会　中〒780-0844 療養        80（療養入院）第105号       平成24年 4月 1日
     市医706 ノ橋病院 高知市永国寺町１－４６ 病棟種別:療養
     088-872-4069  (088-872-4077) 病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47011 730.2 いずみの病院 〒781-0011 一般       190（療養入院）第107号       平成26年 2月 1日
     市医730 高知市薊野北町２丁目１０－５３療養        48 病棟種別:療養
     088-826-5511  (088-826-5510) 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48011 662.7 社会医療法人　仁生会〒780-0925 療養        36（療養入院）第114号       平成23年10月 1日
     市医662 　細木ユニティ病院 高知市西町１００番 精神       207 病棟種別:療養
     088-802-3366  (088-825-0915) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:36床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49201 062.0 医療法人　おくら会　〒781-5701 療養        48（療養入院）第124号       平成29年11月 1日
     安医62 芸西病院 安芸郡芸西村和食甲４２６８ 精神       171 病棟種別:療養
     0887-33-3833  (0887-33-4367) 病棟数:1棟
     病床数:48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

[高知県]

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)

   50011 101.6 医療法人　高田会　高〒780-0824 一般       144（療養入院）第127号       平成20年 8月 1日
     市医101 知記念病院 高知市城見町４の１３ 療養        30 病棟種別:療養
     088-883-4377  (088-882-6261) 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51011 577.7 医療法人　山村会　山〒780-0934 療養        78（療養入院）第133号       平成26年11月 1日
     市医577 村病院 高知市下島町１１ 病棟種別:療養
     088-872-5038  (088-822-8912) 病棟数:1棟
     病床数:6床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52241 071.3 いの病院 〒781-2110 一般        40（療養入院）第134号       平成20年 7月 1日
     吾医71 吾川郡いの町３８６４－１ 療養        18 病棟種別:療養
     088-893-0047  (088-893-1250) 病棟数:1棟
     病床数:18床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53111 001.7 医療法人　芳公会　香〒782-0032 療養       197（療養入院）第135号       平成30年 4月 1日
     香美医1 長中央病院 香美市土佐山田町西本町５丁目５ 病棟種別:療養
     －３４ 病棟数:4棟
     0887-53-5155  (0887-53-5820) 病床数:191床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54011 762.5 医療法人　杏林会　高〒780-0074 療養        22（療養入院）第137号       平成28年10月 1日
     市医762 知ハーモニー・ホスピ高知市南金田５番１８号 精神       133 病棟種別:療養
     タル 088-883-4785  (088-883-4799) 病棟数:1棟
     病床数:22床
     区分:入院料２（注１２に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55011 261.8 医療法人　産研会　上〒780-0901 療養       179（療養入院）第141号       平成30年 5月 1日
     市医261 町病院 高知市上町１丁目７－３４ 病棟種別:療養
     088-823-3271  (088-823-3275) 病棟数:2棟
     病床数:92床
     区分:入院料１
     夜間看護加算（療養病棟入院基
     本料の注１３）:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56041 033.5 医療法人つくし会　南〒783-0004 一般        46（療養入院）第142号       平成18年10月 1日
     南医33 国病院 南国市大埇甲１４７９－３ 療養        56 病棟種別:療養
     088-864-3137  (088-863-3070) 精神        60 病棟数:1棟
     病床数:56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

[高知県]

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)

   57011 423.4 医療法人　弘仁会　岡〒780-8040 一般        45（療養入院）第145号       平成18年10月 1日
     市医423 林病院 高知市神田５９８番地 療養        46 病棟種別:療養
     088-832-8821  (088-832-8878) 病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58011 305.3 医療法人　仁泉会　朝〒780-8063 一般        45（療養入院）第146号       平成21年11月 1日
     市医305 倉病院 高知市朝倉丙１６５３－１２ 療養       267 病棟種別:療養
     088-844-2701  (088-840-1260) 病棟数:3棟
     病床数:111床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59011 451.5 医療法人　博愛会　横〒781-0243 療養       180（療養入院）第147号       平成30年 5月 1日
     市医451 浜病院 高知市横浜東町１０番１号 病棟種別:療養
     088-842-7100  (088-842-1888) 病棟数:4棟
     病床数:180床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60011 056.2 医療法人　野並会　高〒780-0054 一般        26（療養入院）第151号       平成30年 4月 1日
     市医56 知病院 高知市相生町１番３５号 療養        98 病棟種別:療養
     088-883-3211  (088-883-3213) 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院料１
     夜間看護加算（療養病棟入院基
     本料の注１３）:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61251 139.5 くぼかわ病院 〒786-0002 一般       138（療養入院）第154号       平成28年10月 1日
     高医139 高岡郡四万十町見付９０２－１ 療養        34 病棟種別:療養
     0880-22-1111  (0880-22-1166) 病棟数:1棟
     病床数:34床
     区分:入院料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62061 022.3 医療法人　須崎会　高〒785-0014 一般        40（療養入院）第156号       平成25年 5月 1日
     須医22 陵病院 須崎市横町１番２８号 療養       129 病棟種別:療養
     0889-42-2485  (0889-40-0125) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:89床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63221 001.4 本山町立国保嶺北中央〒781-3601 一般        55（療養入院）第157号       平成30年 6月 1日
     長医1 病院 長岡郡本山町本山６２０ 療養        44 病棟種別:療養
     0887-76-2450  (0887-76-2453) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:44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

[高知県]

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)

   64231 029.3 医療法人十全会　早明〒781-3521 療養       150（療養入院）第159号       平成30年 6月 1日
     (233 319.2) 浦病院 土佐郡土佐町田井１３７２ 病棟種別:療養
     土医29 0887-82-0456  (0887-82-0459) 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）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65051 019.1 医療法人白菊会　白菊〒781-1154 一般        47（療養入院）第160号       平成29年 6月 1日
     佐医19 園病院 土佐市新居萩の里１ 療養       140 病棟種別:療養
     088-856-1101  (088-856-3364) 病棟数:2棟
     病床数:93床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66031 032.9 医療法人　瑞風会　森〒784-0004 一般        40（療養入院）第162号       平成30年 4月 1日
     (033 476.2) 澤病院 安芸市本町２丁目１３－３２ 療養        32 病棟種別:療養
     芸医32 0887-34-1155  (0887-34-1170) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:32床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67081 079.9 医療法人　聖真会　渭〒787-0331 一般        50（療養入院）第164号       平成30年 4月 1日
     清医79 南病院 土佐清水市越前町６－１ 療養        55 病棟種別:療養
     0880-82-1151  (0880-82-0429) 病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:入院料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68011 376.4 社会医療法人　仁生会〒780-8535 一般       164（療養入院）第167号       平成30年 2月 1日
     市医376 　細木病院 高知市大膳町３７ 療養       153 病棟種別:療養
     088-822-7211  (088-825-0909) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:入院料２（注１１に規定
     する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69091 041.7 医療法人互生会　筒井〒788-0783 療養        56（療養入院）第168号       平成30年 4月 1日
     宿医41 病院 宿毛市平田町戸内１８０２ 病棟種別:療養
     0880-66-0013  (0880-66-0078) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:11床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70011 481.2 医療法人　悠仁会　高〒780-0051 療養        29（療養入院）第169号       平成30年 4月 1日
     市医481 橋病院 高知市愛宕町３丁目９－２０ 病棟種別:療養
     088-822-1616  (088-822-3550) 病棟数:1棟
     病床数:29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

[高知県]

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)

   71011 486.1 高知総合リハビリテー〒781-8135 一般       114（療養入院）第171号       平成27年 7月 1日
     市医486 ション病院 高知市一宮南町１丁目１０－１５療養       141 病棟種別:療養
     088-845-1641  (088-846-2811) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:88床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72011 928.2 きんろう病院 〒781-0011 療養       101（療養入院）第173号       平成29年 2月 1日
     市医928 高知市薊野北町３丁目２番２８号 病棟種別:療養
     088-845-8711  (088-845-3928) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:101床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73231 029.3 医療法人十全会　早明〒781-3521 療養       150（療養入院）第174号       平成30年 4月 1日
     (233 319.2) 浦病院 土佐郡土佐町田井１３７２ 病棟種別:療養
     土医29 0887-82-0456  (0887-82-0459) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74011 412.7 医療法人　新松田会　〒781-0270 療養       180（療養入院）第175号       平成29年 6月 1日
     市医412 愛宕病院分院 高知市長浜（東並松）６０１２－ 病棟種別:療養
     １ 病棟数:1棟
     088-842-0411  (088-842-0434) 病床数:60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

[高知県]

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     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1801 001.2 独立行政法人国立病院〒780-8507 一般       402（結核入院）第1号         平成20年 8月 1日
     (803 001.6) 機構高知病院 高知市朝倉西町１丁目２番２５号結核        22 病棟種別:結核
     市医1 088-844-3111  (088-843-6385) 病棟数:1棟
     病床数:22床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2031 001.4 高知県立あき総合病院〒784-0027 一般       175（結核入院）第4号         平成24年 4月 1日
     芸医1 安芸市宝永町３番３３号 結核         5 病棟種別:結核
     0887-34-3111  (0887-34-2687) 精神        90 病床数:5床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011 053.9 高知赤十字病院 〒780-0062 一般       456（結核入院）第10号        平成24年 8月 1日
     市医53 高知市新本町２丁目１３－５１ 結核        12 病棟種別:結核
     088-822-1201  (088-822-1056) 病床数:12床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4091 053.2 高知県立幡多けんみん〒788-0785 一般       324（結核入院）第172号       平成30年 4月 1日
     宿医53 病院 宿毛市山奈町芳奈３－１ 一般（感染） 病棟種別:結核
     0880-66-2222  (0880-66-2111)              3 病床数:4床
     結核        28 区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5011 812.8 高知県・高知市病院企〒781-8555 一般       548（結核入院）第180号       平成20年 7月 1日
     (013 732.2) 業団立高知医療センタ高知市池２１２５番地１ 一般（感染） 病棟種別:結核
     市医812 ー 088-837-3000  (088-837-6724)              8 病床区分:一般
     結核        20 病床数:20床
     精神        44 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

[高知県]

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     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011 166.9 高知鏡川病院 〒780-8037 精神       272（精神入院）第19号        平成25年11月 1日
     市医166 高知市城山町２７０ 病棟種別:精神
     088-833-4328  (088-833-4030) 病棟数:2棟
     病床数:120床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2071 024.7 医療法人一条会　渡川〒787-0019 精神       180（精神入院）第20号        平成24年 6月 1日
     四万医24 病院 四万十市具同２２７８－１ 病棟種別:精神
     0880-37-2220  (0880-37-2218) 病棟数:2棟
     病床数:130床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011 155.2 医療法人　望会　谷病〒781-8126 精神        70（精神入院）第25号        平成26年 9月 1日
     市医155 院 高知市吸江１２０ 病棟種別:精神
     088-882-4748  (088-882-9218) 病棟数:1棟
     病床数:70床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4251 106.4 医療法人　青雲会　清〒789-1202 一般        30（精神入院）第52号        平成24年 6月 1日
     高医106 和病院 高岡郡佐川町乙１７７７ 療養        53 病棟種別:精神
     0889-22-0300  (0889-22-1777) 精神       271 病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5061 023.1 医療法人　南江会　一〒785-0037 精神       218（精神入院）第60号        平成29年 8月 1日
     須医23 陽病院 須崎市赤崎町９－３ 病棟種別:精神
     0889-42-1798  (0889-42-1707) 病棟数:1棟
     病床数:46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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6111 002.5 医療法人　同仁会　同〒782-0035 療養        38（精神入院）第63号        平成23年10月 1日
     香美医2 仁病院 香美市土佐山田町百石町２丁目５精神       214 病棟種別:精神
     －２０ 病棟数:2棟
     0887-53-3155  (0887-53-3096) 病床数:108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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[高知県]

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     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    7041 041.8 医療法人慈光会　岡豊〒783-0043 療養        42（精神入院）第64号        平成24年 3月 1日
     南医41 病院 南国市岡豊町小蓮６８９－１ 精神       193 病棟種別:精神
     088-866-2345  (088-866-2348) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:63床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8201 062.0 医療法人　おくら会　〒781-5701 療養        48（精神入院）第69号        平成24年 4月 1日
     安医62 芸西病院 安芸郡芸西村和食甲４２６８ 精神       171 病棟種別:精神
     0887-33-3833  (0887-33-4367) 病棟数:1棟
     病床数:59床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9011 663.5 医療法人　共生会　下〒780-0870 精神        50（精神入院）第121号       平成26年 7月 1日
     市医663 司病院 高知市本町３丁目５－１３ 病棟種別:精神
     088-823-3257  (088-873-3658) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10011 284.0 医療法人　新松田会　〒780-0051 一般       275（精神入院）第155号       平成18年 4月 1日
     市医284 愛宕病院 高知市愛宕町１丁目１－１３ 療養       217 病棟種別:精神
     088-823-3301  (088-823-3306) 精神        70 病棟数:1棟
     病床数:70床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11011 662.7 社会医療法人　仁生会〒780-0925 療養        36（精神入院）第166号       平成18年 4月 1日
     市医662 　細木ユニティ病院 高知市西町１００番 精神       207 病棟種別:精神
     088-802-3366  (088-825-0915) 病棟数:2棟
     病床数:112床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12011 041.4 医療法人　尚志会　愛〒780-0041 精神       226（精神入院）第175号       平成24年 4月 1日
     市医41 幸病院 高知市入明町１４番２号 病棟種別:精神
     088-822-2739  (088-823-7811) 病棟数:4棟
     病床数:226床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13241 086.1 石川記念病院 〒781-2128 精神       104（精神入院）第182号       平成24年 4月 1日
     吾医86 吾川郡いの町波川７７ 病棟種別:精神
     088-892-0641  (088-893-2633) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:44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

[高知県]

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     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   14011 762.5 医療法人　杏林会　高〒780-0074 療養        22（精神入院）第186号       平成18年 4月 1日
     市医762 知ハーモニー・ホスピ高知市南金田５番１８号 精神       133 病棟種別:精神
     タル 088-883-4785  (088-883-4799) 病棟数:1棟
     病床数:33床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15011 812.8 高知県・高知市病院企〒781-8555 一般       548（精神入院）第194号       平成27年 1月 1日
     (013 732.2) 業団立高知医療センタ高知市池２１２５番地１ 一般（感染） 病棟種別:精神
     市医812 ー 088-837-3000  (088-837-6724)              8 病床区分:一般
     結核        20 病棟数:1棟
     精神        44 病床数:44床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16031 001.4 高知県立あき総合病院〒784-0027 一般       175（精神入院）第195号       平成24年 9月 1日
     芸医1 安芸市宝永町３番３３号 結核         5 病棟種別:精神
     0887-34-3111  (0887-34-2687) 精神        90 病棟数:2棟
     病床数:90床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17041 033.5 医療法人つくし会　南〒783-0004 一般        46（精神入院）第196号       平成24年 9月 1日
     南医33 国病院 南国市大埇甲１４７９－３ 療養        56 病棟種別:精神
     088-864-3137  (088-863-3070) 精神        60 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18021 049.5 やまもと病院 〒781-6742 精神       150（精神入院）第198号       平成29年10月 1日
     室医49 室戸市羽根町乙１３９２番地 病棟種別:精神
     0887-26-1810  (0887-26-1852) 病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:150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

[高知県]

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     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1801 052.5 高知大学医学部附属病〒783-8505 一般 （特定入院）第1号         平成28年10月 1日
     (803 459.6) 院 南国市岡豊町小蓮１８５番地１ 　　一般   583 病棟種別:一般
     南医52 088-866-5811  (088-880-2227) 精神 病床区分:一般
     　　一般    30 病棟数:11棟
     病床数:487床
     区分:７対１入院基本料
     病棟種別:精神
     病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:１３対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算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

[高知県]

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     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1801 001.2 独立行政法人国立病院〒780-8507 一般       402（障害入院）第1号         平成30年 5月 1日
     (803 001.6) 機構高知病院 高知市朝倉西町１丁目２番２５号結核        22 病棟種別:一般
     市医1 088-844-3111  (088-843-6385) 病棟数:3棟
     病床数:120床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011 507.4 下村病院 〒780-0833 一般        41（障害入院）第29号        平成21年10月 1日
     市医507 高知市南はりまや町１丁目７－１ 病棟種別:一般
     ５ 病棟数:1棟
     088-882-7161  (088-882-3634) 病床数:41床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011 383.0 社会医療法人　仁生会〒781-8136 一般        98（障害入院）第30号        平成30年 4月 1日
     市医383 　三愛病院 高知市一宮西町１丁目７－２５ 療養        48 病棟種別:一般
     088-845-5291  (088-845-5611) 病棟数:2棟
     病床数:98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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4011 462.2 医療法人　久会　久病〒780-0821 一般        53（障害入院）第31号        平成30年 6月 1日
     市医462 院 高知市桜井町１丁目２－３５ 療養        32 病棟種別:一般
     088-883-6264  (088-883-6274) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:53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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5011 101.6 医療法人　高田会　高〒780-0824 一般       144（障害入院）第34号        平成23年12月 1日
     市医101 知記念病院 高知市城見町４の１３ 療養        30 病棟種別:一般
     088-883-4377  (088-882-6261) 病棟数:1棟
     病床数:60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

[高知県]

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     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    6031 032.9 医療法人　瑞風会　森〒784-0004 一般        40（障害入院）第35号        平成24年10月 1日
     (033 476.2) 澤病院 安芸市本町２丁目１３－３２ 療養        32 病棟種別:一般
     芸医32 0887-34-1155  (0887-34-1170) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7011 486.1 高知総合リハビリテー〒781-8135 一般       114（障害入院）第36号        平成21年 8月 1日
     市医486 ション病院 高知市一宮南町１丁目１０－１５療養       141 病棟種別:一般
     088-845-1641  (088-846-2811) 病棟数:3棟
     病床数:114床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8051 030.8 医療法人　広正会　井〒781-1101 一般        48（障害入院）第37号        平成30年 4月 1日
     佐医30 上病院 土佐市高岡町甲２０４４ 療養        60 病棟種別:一般
     088-852-2131  (088-852-2133) 病棟数:1棟
     病床数:48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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9011 270.9 医療法人　久会　図南〒780-0806 一般       128（障害入院）第38号        平成30年 4月 1日
     市医270 病院 高知市知寄町１丁目５－１５ 療養        55 病棟種別:一般
     088-882-3126  (088-882-3128) 病棟数:1棟
     病床数:38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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10041 068.1 社会福祉法人土佐希望〒783-0022 一般       140（障害入院）第40号        平成30年 5月 1日
     南医68 の家　土佐希望の家　南国市小篭１０７番地 病棟種別:一般
     医療福祉センター 088-863-6762  (088-863-2133) 病棟数:1棟
     病床数:53床
     区分:７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



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

[高知県]

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     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   11011 141.2 医療法人　高潮会　潮〒780-8001 一般        32（障害入院）第41号        平成28年 4月 1日
     市医141 江高橋病院 高知市土居町９－１８ 療養        48 病棟種別:一般
     088-833-2700  (088-832-7646) 病棟数:1棟
     病床数:32床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12011 376.4 社会医療法人　仁生会〒780-8535 一般       164（障害入院）第42号        平成21年 7月 1日
     市医376 　細木病院 高知市大膳町３７ 療養       153 病棟種別:一般
     088-822-7211  (088-825-0909) 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13011 114.9 医療法人　南会　南病〒780-0870 一般        42（障害入院）第43号        平成24年 4月 1日
     市医114 院 高知市本町３丁目６－２８ 療養        28 病棟種別:一般
     088-822-0505  (088-823-5200) 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14011 305.3 医療法人　仁泉会　朝〒780-8063 一般        45（障害入院）第44号        平成29年 7月 1日
     市医305 倉病院 高知市朝倉丙１６５３－１２ 療養       267 病棟種別:一般
     088-844-2701  (088-840-1260) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15011 423.4 医療法人　弘仁会　岡〒780-8040 一般        45（障害入院）第45号        平成30年 5月 1日
     市医423 林病院 高知市神田５９８番地 療養        46 病棟種別:一般
     088-832-8821  (088-832-8878) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16011 947.2 特定医療法人竹下会　〒780-0863 一般 （障害入院）第46号        平成30年 4月 1日
     市医947 竹下病院 高知市与力町３番８号 　　一般    76 病棟種別:一般
     088-822-2371  (088-822-2375) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:38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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


