
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 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)

    1041 063.2 医療法人地塩会　南国〒783-0011 一般        45（地包ケア１）第1号       平成30年 4月 1日
     南医63 中央病院 南国市後免町３丁目１－２７ 療養        54 地域包括ケア入院医療管理料１
     088-864-0001  (088-864-0332) 入院医療管理料病床数:15床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011 375.6 独立行政法人地域医療〒780-8040 一般       165（地包ケア１）第2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 地域包括ケア入院医療管理料１
     院 088-843-1501  (088-840-1096) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:15床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3081 079.9 医療法人　聖真会　渭〒787-0331 一般        50（地包ケア１）第3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 地域包括ケア病棟入院料１
     0880-82-1151  (0880-82-0429) 当該病棟区分:一般
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4091 021.9 医療法人　長生会　大〒788-0001 一般        50（地包ケア１）第4号       平成30年 4月 1日
     宿医21 井田病院 宿毛市中央８丁目３－６ 療養        43 地域包括ケア病棟入院料１
     0880-63-2101  (0880-63-4792) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5091 041.7 医療法人互生会　筒井〒788-0783 療養        56（地包ケア１）第5号       平成30年 4月 1日
     宿医41 病院 宿毛市平田町戸内１８０２ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0880-66-0013  (0880-66-0078) 当該病床届出病棟区分:療養
     入院医療管理料病床数:10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

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)

    6251 141.1 医療法人前田会　前田〒781-1301 一般        28（地包ケア１）第6号       平成30年 4月 1日
     高医141 病院 高岡郡越知町越知甲２１３３ 療養        32 地域包括ケア病棟入院料１
     0889-26-1175  (0889-26-2603) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:28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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7011 226.1 医療法人　山口会　高〒781-8121 一般        42（地包ケア１）第7号       平成30年 4月 1日
     市医226 知厚生病院 高知市葛島１丁目９－５０ 地域包括ケア入院医療管理料１
     088-882-6205  (088-883-1655) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:10床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8061 046.2 医療法人五月会　須崎〒785-0036 一般       118（地包ケア１）第8号       平成30年 5月 1日
     須医46 くろしお病院 須崎市緑町４番３０号 療養        42 地域包括ケア入院医療管理料１
     0889-43-2121  (0889-42-1582) 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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9011 223.8 医療法人　川村会　川〒780-0901 一般        32（地包ケア１）第9号       平成30年 6月 1日
     市医223 村病院 高知市上町５丁目６－２０ 療養        45 地域包括ケア入院医療管理料１
     088-823-7433  (088-823-7515) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:10床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10071 112.0 竹本病院 〒787-0015 一般        81（地包ケア１）第10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 地域包括ケア病棟入院料１
     0880-35-4151  (0880-35-4155) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:27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

[高知県]

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      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   11071 112.0 竹本病院 〒787-0015 一般        81（地包ケア１）第11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 地域包括ケア入院医療管理料１
     0880-35-4151  (0880-35-4155) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12251 139.5 くぼかわ病院 〒786-0002 一般       138（地包ケア１）第12号      平成30年 6月 1日
     高医139 高岡郡四万十町見付９０２－１ 療養        34 地域包括ケア病棟入院料１
     0880-22-1111  (0880-22-1166) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:42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

[高知県]

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)

    1251 139.5 くぼかわ病院 〒786-0002 一般       138（地包ケア２）第1号       平成28年11月 1日
     高医139 高岡郡四万十町見付９０２－１ 療養        34 地域包括ケア病棟入院料２
     0880-22-1111  (0880-22-1166) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:42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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2251 002.5 佐川町立高北国民健康〒789-1201 一般        56（地包ケア２）第4号       平成26年 6月 1日
     高医2 保険病院 高岡郡佐川町甲１６８７ 療養        42 地域包括ケア入院医療管理料２
     0889-22-1166  (0889-22-2047) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3071 091.6 四万十市国民健康保険〒787-0023 一般        99（地包ケア２）第5号       平成28年 6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 地域包括ケア病棟入院料２
     号 当該病棟区分:一般
     0880-34-2126  (0880-34-1861) 病棟入院料病床数:55床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4051 001.9 土佐市立土佐市民病院〒781-1101 一般       150（地包ケア２）第6号       平成27年 4月 1日
     佐医1 土佐市高岡町甲１８６７ 地域包括ケア病棟入院料２
     088-852-2151  (088-852-3549) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5011 488.7 高知医療生活協同組合〒780-0963 一般       114（地包ケア２）第7号       平成28年 9月 1日
     市医488 　高知生協病院 高知市口細山２０６－９ 地域包括ケア病棟入院料２
     088-840-0123  (088-844-4438) 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

[高知県]

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)

    6101 012.6 医療法人　公世会　野〒781-5213 一般        91（地包ケア２）第8号       平成28年10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 地域包括ケア病棟入院料２
     0887-55-1101  (0887-55-0177) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7011 376.4 社会医療法人　仁生会〒780-8535 一般       164（地包ケア２）第10号      平成27年 6月 1日
     市医376 　細木病院 高知市大膳町３７ 療養       153 地域包括ケア病棟入院料２
     088-822-7211  (088-825-0909) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:60床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8011 270.9 医療法人　久会　図南〒780-0806 一般       128（地包ケア２）第12号      平成27年 4月 1日
     市医270 病院 高知市知寄町１丁目５－１５ 療養        55 地域包括ケア入院医療管理料２
     088-882-3126  (088-882-3128) 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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9011 752.6 高知高須病院 〒781-5103 一般        63（地包ケア２）第16号      平成26年10月 1日
     市医752 高知市大津乙２７０５－１ 地域包括ケア入院医療管理料２
     088-878-3377  (088-878-3322) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:27床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10061 022.3 医療法人　須崎会　高〒785-0014 一般        40（地包ケア２）第17号      平成27年10月 1日
     須医22 陵病院 須崎市横町１番２８号 療養       129 地域包括ケア入院医療管理料２
     0889-42-2485  (0889-40-0125) 当該病床届出病棟区分:療養
     入院医療管理料病床数:34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

[高知県]

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)

   11251 106.4 医療法人　青雲会　清〒789-1202 一般        30（地包ケア２）第22号      平成28年10月 1日
     高医106 和病院 高岡郡佐川町乙１７７７ 療養        53 地域包括ケア病棟入院料２
     0889-22-0300  (0889-22-1777) 精神       271 当該病棟区分:一般
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12011 436.6 医療法人　瑞洋会　田〒780-0901 一般       112（地包ケア２）第26号      平成27年 6月 1日
     市医436 中整形外科病院 高知市上町３丁目２－６ 地域包括ケア入院医療管理料２
     088-822-7660  (088-875-8583) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:10床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13031 001.4 高知県立あき総合病院〒784-0027 一般       175（地包ケア２）第28号      平成27年 8月 1日
     芸医1 安芸市宝永町３番３３号 結核         5 地域包括ケア病棟入院料２
     0887-34-3111  (0887-34-2687) 精神        90 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14221 001.4 本山町立国保嶺北中央〒781-3601 一般        55（地包ケア２）第30号      平成28年 8月 1日
     長医1 病院 長岡郡本山町本山６２０ 療養        44 地域包括ケア入院医療管理料２
     0887-76-2450  (0887-76-2453) 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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15011 936.5 近森オルソリハビリテ〒780-0056 一般        44（地包ケア２）第31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 地域包括ケア入院医療管理料２
     088-822-5231  (088-820-1919) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:30床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16041 091.3 ＪＡ高知病院 〒783-8509 一般       178（地包ケア２）第35号      平成28年 9月 1日
     南医91 南国市明見字中野５２６－１ 地域包括ケア病棟入院料２
     088-863-2181  (088-863-2186) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:58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

[高知県]

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)

   17071 086.6 医療法人　森下会　森〒787-0025 一般        36（地包ケア２）第36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 地域包括ケア入院医療管理料２
     0880-34-2030  (0880-34-6952) 当該病床届出病棟区分:療養
     入院医療管理料病床数:17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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18241 095.2 いの町立国民健康保険〒781-2193 一般        60（地包ケア２）第37号      平成29年 5月 1日
     吾医95 仁淀病院 吾川郡いの町１３６９ 療養        40 地域包括ケア入院医療管理料２
     088-893-1551  (088-893-0229) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:8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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19011 947.2 特定医療法人竹下会　〒780-0863 一般 （地包ケア２）第38号      平成29年 6月 1日
     市医947 竹下病院 高知市与力町３番８号 　　一般    76 地域包括ケア入院医療管理料２
     088-822-2371  (088-822-2375) 入院医療管理料病床数:10床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20011 488.7 高知医療生活協同組合〒780-0963 一般       114（地包ケア２）第40号      平成29年10月 1日
     市医488 　高知生協病院 高知市口細山２０６－９ 地域包括ケア入院医療管理料２
     088-840-0123  (088-844-4438) 入院医療管理料病床数:4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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21011 026.5 医療法人　三和会　国〒780-0901 一般        69（地包ケア２）第41号      平成29年10月 1日
     市医26 吉病院 高知市上町１丁目３－４ 療養        37 地域包括ケア入院医療管理料２
     088-875-0231  (088-875-0233) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:15床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 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)

   22011 040.6 社会医療法人　近森会〒780-0052 一般       452（地包ケア２）第42号      平成30年 2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 地域包括ケア病棟入院料２
     088-822-5231  (088-872-3059) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:34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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23011 577.7 医療法人　山村会　山〒780-0934 療養        78（地包ケア２）第43号      平成30年 1月 1日
     市医577 村病院 高知市下島町１１ 地域包括ケア病棟入院料２
     088-872-5038  (088-822-8912) 当該病棟区分:療養
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24011 101.6 医療法人　高田会　高〒780-0824 一般       144（地包ケア２）第44号      平成30年 6月 1日
     市医101 知記念病院 高知市城見町４の１３ 療養        30 地域包括ケア入院医療管理料２
     088-883-4377  (088-882-6261) 入院医療管理料病床数:10床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

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      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1241 071.3 いの病院 〒781-2110 一般        40（地包ケア４）第1号       平成26年10月 1日
     吾医71 吾川郡いの町３８６４－１ 療養        18 地域包括ケア入院医療管理料４
     088-893-0047  (088-893-1250) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

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     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011 226.1 医療法人　山口会　高〒781-8121 一般        42（緩１）第1号             平成18年 4月 1日
     市医226 知厚生病院 高知市葛島１丁目９－５０ 当該病棟総数病床数①:16床
     088-882-6205  (088-883-1655) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:25％
     当該病棟の面積１床当たり:53.
     1㎡
     病室部分の面積１床当たり:10.
     8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011 680.9 医療法人　治久会　も〒780-0952 一般        60（緩１）第2号             平成18年 4月 1日
     市医680 みのき病院 高知市塚ノ原６－１ 当該病棟総数病床数①:12床
     088-840-2222  (088-840-1001) 当該病棟の面積１床当たり:37.
     7㎡
     病室部分の面積１床当たり:16.
     34㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011 270.9 医療法人　久会　図南〒780-0806 一般       128（緩１）第3号             平成20年 3月 1日
     市医270 病院 高知市知寄町１丁目５－１５ 療養        55 当該病棟総数病床数①:12床
     088-882-3126  (088-882-3128) 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:46.
     8㎡
     病室部分の面積１床当たり:16.
     44㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4011 730.2 いずみの病院 〒781-0011 一般       190（緩１）第4号             平成18年 4月 1日
     市医730 高知市薊野北町２丁目１０－５３療養        48 当該病棟総数病床数①:12床
     088-826-5511  (088-826-5510) 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:49.
     49㎡
     病室部分の面積１床当たり:14.
     59㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5011 376.4 社会医療法人　仁生会〒780-8535 一般       164（緩１）第5号             平成18年 4月 1日
     市医376 　細木病院 高知市大膳町３７ 療養       153 当該病棟総数病床数①:14床
     088-822-7211  (088-825-0909) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:28.6％
     当該病棟の面積１床当たり:30.
     29㎡
     病室部分の面積１床当たり:8.3
     ㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

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     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    6061 046.2 医療法人五月会　須崎〒785-0036 一般       118（緩１）第6号             平成22年 4月 1日
     須医46 くろしお病院 須崎市緑町４番３０号 療養        42 当該病棟総数病床数①:10床
     0889-43-2121  (0889-42-1582) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:30％
     当該病棟の面積１床当たり:38.
     1㎡
     病室部分の面積１床当たり:12.
     07㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7011 026.5 医療法人　三和会　国〒780-0901 一般        69（緩１）第7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 当該病棟総数病床数①:12床
     088-875-0231  (088-875-0233) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:33.3％
     当該病棟の面積１床当たり:62.
     93㎡
     病室部分の面積１床当たり:11.
     02㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


