
届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日    1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-13080 井村内科医院 〒770-0846 （１７５）第294号         平成14年 4月 1日
     徳島市南内町１丁目７２－２
     088-652-0571  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-13122 美馬とし子レディース〒770-0921 （１７５）第25号          平成14年 4月 1日
     クリニック 徳島市栄町２－１５
     088-653-1912  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-13296 幸田医院 〒779-3126 （酸単）第6043号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     徳島市国府町矢野６６２
     088-642-0018  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-14161 浜條内科医院 〒770-8084 （がん指）第274号         平成27年 3月 1日
     徳島市八万町法花谷２０８－３ （酸単）第6313号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.14円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-14377 武市内科 〒770-0861 （時間外２）第46号        平成22年 4月 1日
     徳島市住吉６丁目１－９
     088-626-2087  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-14625 上田耳鼻咽喉科 〒770-0944 （時間外１）第2号         平成24年 4月 1日
     徳島市南昭和町５丁目５２－６ （１７５）第78号          平成14年 4月 1日
     088-623-3387  (088-623-3387)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-14658 石本皮フ科 〒770-0815 （時間外１）第114号       平成24年 6月 1日
     徳島市助任橋１丁目１９ （１７５）第67号          平成14年 4月 1日
     088-654-6339  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-14716 野瀬内科 〒770-8006 （時間外２）第12号        平成22年 4月 1日
     徳島市新浜町２丁目４－２７
     088-662-2277  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-14740 高橋小児科 〒770-0052 （１７５）第32号          平成14年 4月 1日
     徳島市中島田町２丁目６０番地４
     088-631-8153  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-14914 田中医院 〒770-0052 （時間外２）第243号       平成24年 4月 1日
     徳島市中島田町２丁目６番地の３ （がん指）第279号         平成27年 4月 1日
     088-631-7373  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101-15077 田中産婦人科 〒770-0921 一般         1（１７５）第87号          平成14年 4月 1日
     徳島市栄町４丁目１８
     088-622-9688  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201-15218 井上内科胃腸科 〒770-0868 （時間外１）第67号        平成24年 4月 1日
     徳島市福島１丁目３番４０号 （がん指）第122号         平成23年 5月 1日
     088-625-0181  （１７５）第13号          平成14年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日    2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1301-15234 河野医院 〒771-1154 （１７５）第39号          平成14年 4月 1日
     徳島市応神町東貞方字貞光１８０
     番地
     088-641-1002  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-15267 名東内科 〒770-0047 （支援診３）第3号         平成29年 4月 1日
     徳島市名東町１丁目２７６－１ （在医総管）第4号         平成18年 4月 1日
     088-631-5131  （外後発使）第59号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
     （１７５）第10号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-15283 岡内胃腸科医院 〒770-0842 （がん指）第249号         平成27年 7月 1日
     徳島市通町２丁目５番地１
     088-625-3210  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-15473 北前川診療所 〒770-0806 （時間外２）第56号        平成22年 4月 1日
     徳島市北前川町３丁目１７－２－ （支援診３）第4号         平成29年 4月 1日
     ２２－２３ （がん指）第336号         平成29年 1月 1日
     088-623-3801  （在医総管）第5号         平成18年 4月 1日
     （在総）第84号            平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701-15515 表原内科・歯科 〒770-0816 （歯訪診）第151号         平成29年 4月 1日
     (01-34348 ) 徳島市助任本町２丁目３９－１ （歯リハ２）第213号       平成26年 5月 1日
     088-625-6257  （歯ＣＡＤ）第227号       平成26年 5月 1日
     （補管）第626号           平成24年 1月 3日
     （１７５）第44号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801-15572 豊崎医院 〒770-0003 （がん疼）第6号           平成22年 4月 1日
     徳島市北田宮２丁目７番地 （ニコ）第42号            平成29年 7月 1日
     088-631-0500  （支援診３）第5号         平成29年 4月 1日
     （がん指）第123号         平成28年 3月 1日
     （在医総管）第6号         平成18年 4月 1日
     （在総）第85号            平成18年 5月 1日
     （酸単）第6044号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.3円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901-15622 柏木内科 〒770-0855 （時間外２）第103号       平成22年 4月 1日
     徳島市新蔵町１丁目８番地の１ （支援診３）第6号         平成29年 4月 1日
     088-622-0331  （在医総管）第167号       平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001-15689 和田内科循環器科 〒770-0937 （時間外２）第14号        平成22年 4月 1日
     徳島市富田橋５丁目３０番地２ （がん指）第273号         平成27年 2月 1日
     088-654-7280  （外後発使）第26号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
     （１７５）第91号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日    3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2101-15937 福永医院 〒770-0033 一般        12（時間外２）第84号        平成22年 4月 1日
     徳島市南佐古三番町９番３号 （支援診３）第115号       平成29年 4月 1日
     088-652-7717  （在医総管）第177号       平成18年 7月 1日
     （神経）第11号            平成20年 5月 1日
     （外後発使）第54号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201-15945 喜多美容形成外科 〒770-0906 （１７５）第79号          平成14年 4月 1日
     徳島市東山手町３丁目５番地
     08853-8-2165  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301-15978 城北眼科医院 〒770-0004 （コン１）第58号          平成28年 5月 1日
     徳島市南田宮４－８－１６
     088-633-3318  (088-633-3318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401-16067 中山内科医院 〒770-0021 （がん指）第309号         平成28年 3月 1日
     徳島市佐古一番町８番７号
     088-622-1500  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-16158 東洋医院 〒779-3121 一般        19（診入院）第520号         平成22年 4月 1日
     徳島市国府町和田字原渕６７－１ 病棟種別:一般
     088-642-7889  病床数:19床
     区分:入院基本料６
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-16174 浅井内科外科医院 〒770-0021 （時間外２）第219号       平成22年 5月 1日
     徳島市佐古１番町３番８号
     088-656-0889  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日    4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2701-16224 文慶記念内科 〒779-3124 一般 （時間外１）第39号        平成24年 4月 1日
     徳島市国府町中４９５－１ 　　一般    13（地包加）第4号           平成29年 4月 1日
     088-642-8666  療養 （診入院）第603号         平成26年 4月 1日
     　　療養     6 病床区分:一般
     病床数:13床
     区分:入院基本料２
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診入帰）第13号          平成28年 8月 1日
     届出病床の状況一般病床数:13
     床
     （診療養入院）第182号     平成24年 4月 1日
     病床区分:療養
     病床数:4床
     区分:入院基本料１
     看取り加算:有
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:求人を行っているが応
     募がないため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
     （診療養改）第1号         平成24年 4月 1日
     病床数:6
     病床部分に係る面積のうち患者
     １人当たり:7.16㎡
     片側室部分の廊下幅:1.8ｍ
     両側室部分の廊下幅:1.8ｍ
     （喘管）第1号             平成18年 4月 1日
     （がん疼）第82号          平成26年10月 1日
     （支援診３）第238号       平成29年 6月 1日
     （がん指）第51号          平成27年 5月 1日
     （在医総管）第159号       平成18年 4月 1日
     （在総）第16号            平成10年11月 1日
     （脳Ⅲ）第8号             平成24年 5月 1日
     専用施設の面積:75㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅲ）第1号             平成24年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日    5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     専用施設の面積:75㎡
     初期加算届出:有
     （認２）第5号             平成27年 6月 1日
     届出区分：認知療法・認知行動
     療法２
     （ペ）第11号              平成10年 4月 1日
     （酸単）第6013号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801-16315 湯浅医院 〒770-0044 （がん指）第179号         平成23年 5月 1日
     徳島市庄町５丁目５４番地
     088-632-2588  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901-16356 盛眼科医院 〒770-0831 一般         5（コン１）第59号          平成29年 2月 1日
     徳島市寺島本町西２丁目１２番地
     088-652-8350  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001-16380 ふくや小児科内科 〒770-8074 （時間外２）第36号        平成22年 4月 1日
     徳島市八万町下福万１４９－９ （外後発使）第55号        平成28年 4月 1日
     088-668-1633  外来後発医薬品使用体制加算１
     （１７５）第97号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101-16398 中瀬医院 〒770-0937 （時間外２）第228号       平成22年 7月 1日
     徳島市富田橋１丁目１１番地２ （ニコ）第1号             平成29年 7月 1日
     088-623-3758  （支援診３）第7号         平成29年 4月 1日
     （在医総管）第275号       平成24年 7月 1日
     （在総）第29号            平成11年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201-16455 とくしまブレストケア〒770-0052 （時間外２）第169号       平成22年 4月 1日
     クリニック 徳島市中島田町４丁目７－７
     088-633-8484  (088-633-8485)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301-16547 ひうら小児科 〒770-0025 （時間外１）第3号         平成24年 4月 1日
     徳島市佐古五番町１０－７ （小か診）第1号           平成28年 4月 1日
     088-626-2434  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401-16596 賀川脳外科クリニック〒771-1154 一般         9（外後発使）第60号        平成28年 4月 1日
     徳島市応神町東貞方字西中須２４ 外来後発医薬品使用体制加算１
     ５－１ （酸単）第6226号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     088-683-3101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501-16695 加藤整形外科クリニッ〒770-0932 （外後発使）第81号        平成29年 6月 1日
     ク 徳島市仲之町３ー３８ー２ 外来後発医薬品使用体制加算１
     088-622-7672  （運Ⅰ）第73号            平成26年 4月 1日
     専用施設の面積:154.18㎡
     初期加算届出:無



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日    6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3601-16703 原田医院 〒770-0808 （時間外２）第251号       平成24年 4月 1日
     徳島市南前川町４丁目４８ （ニコ）第177号           平成29年 7月 1日
     088-652-3366  注１に規定する基準を満たさな
     い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
     （がん指）第193号         平成28年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701-16745 三代内科循環器科 〒770-0047 一般    （外後発使）第20号        平成28年 4月 1日
     徳島市名東町３丁目３の２ 外来後発医薬品使用体制加算１
     088-631-7407  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801-16752 水沼循環器呼吸器内科〒770-0045 一般    （時間外２）第11号        平成22年 4月 1日
     徳島市南庄町四丁目２４番－３ （在医総管）第153号       平成18年 4月 1日
     088-632-8496  (088-632-8417)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901-16760 さこう内科クリニック〒770-0872 一般    （時間外２）第58号        平成22年 4月 1日
     徳島市北沖洲二丁目８番２５号 （支援診３）第46号        平成29年 4月 1日
     088-672-1312  （在医総管）第92号        平成18年 4月 1日
     （在総）第129号           平成18年 5月 1日
     （外後発使）第18号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001-16778 芦田内科 〒779-3122 一般    （地包加）第101号         平成29年 4月 1日
     徳島市国府町府中８０２の１ （支援診３）第197号       平成29年 4月 1日
     088-642-1481  （在医総管）第280号       平成24年 8月 1日
     （在総）第207号           平成24年 8月 1日
     （外後発使）第36号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
     （１７５）第58号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101-16810 国府藤田産婦人科 〒779-3124 （ＨＰＶ）第32号          平成22年12月 1日
     徳島市国府町中１７１番地の４
     088-642-1026  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201-16828 方上クリニック 〒770-8033 （時間外２）第253号       平成24年 4月 1日
     徳島市方上町ハリウ８－３
     088-669-3603  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301-16885 真鍋医院 〒770-0805 （時間外２）第279号       平成26年 4月 1日
     徳島市下助任町３丁目１２－１ （地包加）第76号          平成29年 4月 1日
     088-652-9686  （支援診３）第221号       平成28年 4月 1日
     （在医総管）第218号       平成20年 6月 1日
     （酸単）第6279号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.06円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401-16935 みやもと内科クリニッ〒770-0042 （がん指）第261号         平成28年 2月 1日
     ク 徳島市蔵本町３丁目２６番地 （酸単）第6066号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.1円
     088-634-3551  (088-634-3568)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日    7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4501-16968 三木内科 〒779-3124 （時間外２）第24号        平成22年 4月 1日
     徳島市国府町中１０５番地 （地包加）第24号          平成29年 4月 1日
     088-642-1024  （支援診３）第147号       平成28年 4月 1日
     （がん指）第27号          平成24年11月 1日
     （在医総管）第10号        平成18年 4月 1日
     （外後発使）第6号         平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
     （１７５）第311号         平成16年 1月 1日
     （酸単）第6025号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601-16992 篠原クリニック 〒770-0832 （時間外２）第254号       平成24年 4月 1日
     徳島市寺島本町東２丁目２２－２
     088-625-2277  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701-17032 アイクリニック常三島〒770-0813 （時間外２）第70号        平成22年 4月 1日
     徳島市中常三島町３丁目２番２ （コン１）第60号          平成28年 8月 1日
     088-602-2071  （外後発使）第64号        平成28年 6月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801-17057 若槻クリニック 〒770-0863 （時間外１）第40号        平成24年 4月 1日
     徳島市安宅２丁目７－３８ （在医総管）第268号       平成24年 4月 1日
     088-652-0437  （脳Ⅲ）第97号            平成25年 5月 1日
     専用施設の面積:67㎡
     （酸単）第6026号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901-17115 藤野内科クリニック 〒770-8007 （がん指）第296号         平成29年 7月 1日
     徳島市新浜本町３丁目６番６号 （酸単）第6067号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     088-663-5351  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001-17123 北川内科胃腸科 〒770-0861 （ニコ）第145号           平成29年 7月 1日
     徳島市住吉４丁目５－１ （がん指）第94号          平成28年 3月 1日
     088-655-2005  （酸単）第6027号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.25円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日    8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5101-17198 高杉内科外科小児科脳〒779-3112 一般 （時間外１）第66号        平成24年 4月 1日
     外科 徳島市国府町芝原字天満２５番１　　一般    19（地包加）第25号          平成29年 4月 1日
     088-642-7474  (088-642-7478) （診入院）第663号         平成26年 7月 1日
     病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料３
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （ニコ）第84号            平成29年 7月 1日
     注１に規定する基準を満たさな
     い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
     （支援診３）第235号       平成29年 6月 1日
     （がん指）第172号         平成23年 5月 1日
     （在医総管）第226号       平成20年12月 1日
     （在総）第164号           平成20年12月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第187号         平成24年 7月 1日
     撮影に使用する機器：４列以上
     １６列未満のマルチスライスＣ
     Ｔ
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     （脳Ⅲ）第120号           平成28年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:100.33㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅲ）第94号            平成28年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:100.33㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅱ）第42号            平成28年 4月 1日
     専用施設の面積:100.33㎡
     初期加算届出:有
     （胃瘻造）第35号          平成27年 8月 1日
     （酸単）第6263号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.39円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日    9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5201-17214 住友医院 〒770-0842 （時間外２）第57号        平成22年 4月 1日
     徳島市通町２丁目１７番地 （地包加）第2号           平成29年 4月 1日
     088-652-6514  （ニコ）第152号           平成29年 7月 1日
     （外後発使）第69号        平成28年 6月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算２
     （酸単）第5991号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.15円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301-17222 美馬内科クリニック 〒770-8012 （がん指）第112号         平成28年 8月 1日
     徳島市大原町千代ヶ丸１２７－１ （在医総管）第194号       平成19年 2月 1日
     088-677-5171  （酸単）第6018号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.16円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401-17255 かわぶち耳鼻咽喉科 〒770-8070 （高）第45号              平成19年 6月 1日
     徳島市八万町大野９１－１
     088-636-3387  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501-17263 こおりクリニック 〒770-8007 （時間外１）第41号        平成24年 4月 1日
     徳島市新浜本町１丁目７－６６ （地包加）第26号          平成29年 4月 1日
     088-663-5565  （がん疼）第7号           平成22年 4月 1日
     （糖防管）第20号          平成24年 4月 1日
     （支援診３）第239号       平成29年 6月 1日
     （在診実２）第11号        平成29年 6月 1日
     （がん指）第26号          平成29年 1月 1日
     （在医総管）第224号       平成20年10月 1日
     （在総）第162号           平成20年10月 1日
     （酸単）第6019号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.51円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601-17289 みどり内科クリニック〒770-0006 （時間外２）第280号       平成26年 4月 1日
     徳島市北矢三町３丁目３－２７グ （地包加）第77号          平成29年 4月 1日
     ランドハイツ矢三１Ｆ （ニコ）第85号            平成29年 7月 1日
     088-634-1277  注１に規定する基準を満たさな
     い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
     （がん指）第41号          平成28年 3月 1日
     （在医総管）第208号       平成19年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701-17297 田宮メンタルクリニッ〒770-0003 （時間外１）第124号       平成25年 5月 1日
     ク 徳島市北田宮３丁目１－１１－１ （在医総管）第206号       平成19年11月 1日
     ０６
     088-678-3232  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801-17321 しんくら女性クリニッ〒770-0855 （がん指）第106号         平成27年 2月 1日
     ク 徳島市新蔵町３丁目５９番地 （ＨＰＶ）第2号           平成26年 7月 1日
     088-602-2088  (088-612-8818) ＨＰＶ核酸検出
     ＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタ
     イプ判定）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5901-17354 清水耳鼻咽喉科医院 〒770-0024 （高）第46号              平成21年 4月 1日
     徳島市佐古四番町６－１８ （酸単）第6007号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     088-654-3813  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001-17362 はまだ整形外科リウマ〒771-0131 （時間外２）第55号        平成22年 4月 1日
     チクリニック 徳島市川内町大松８０２－１
     088-637-1065  (088-637-1066)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101-17388 ほとり内科 〒771-0131 （時間外１）第38号        平成24年 4月 1日
     徳島市川内町大松８０２－３ （地包加）第27号          平成29年 4月 1日
     088-666-3830  (088-666-3833) （がん疼）第60号          平成24年 4月 1日
     （ニコ）第180号           平成29年 7月 1日
     注１に規定する基準を満たさな
     い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
     （支援診３）第171号       平成28年 4月 1日
     （在診実１）第4号         平成26年 4月 1日
     （がん指）第142号         平成26年 7月 1日
     （在医総管）第263号       平成23年12月 1日
     （在総）第200号           平成24年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201-17438 こくふ眼科 〒779-3125 （コン１）第112号         平成28年 4月 1日
     徳島市国府町早淵字池久保３３－
     ５
     088-678-5291  (088-678-5292)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301-17461 髙木医療コア 〒770-0942 （時間外２）第230号       平成22年 7月 1日
     徳島市昭和町７丁目３７番地 （ニコ）第131号           平成29年 7月 1日
     088-625-8353  (088-626-0197) （支援診３）第165号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第175号         平成23年 5月 1日
     （在医総管）第256号       平成23年 8月 1日
     （在総）第190号           平成23年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401-17479 まつか整形リハビリク〒770-0802 （時間外２）第238号       平成23年 6月 1日
     リニック 徳島市吉野本町６丁目１６－３ （外後発使）第1号         平成28年 4月 1日
     088-678-8257  (088-678-8268) 外来後発医薬品使用体制加算１
     （運Ⅱ）第147号           平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:45㎡
     初期加算届出:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501-17487 聖寿館内科・消化器ク〒770-8051 （時間外１）第117号       平成24年 6月 1日
     リニック 徳島市沖浜町明治開３３１－２４ （地包加）第113号         平成27年10月 1日
     088-611-1126  (088-611-1127) （ニコ）第154号           平成29年 7月 1日
     （支援診３）第164号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第254号       平成23年 6月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6601-17503 齋藤醫院 〒770-0841 （時間外１）第82号        平成24年 4月 1日
     徳島市八百屋町２丁目１６ （地包加）第5号           平成29年 4月 1日
     088-622-3110  (088-622-3172) （ニコ）第156号           平成29年 7月 1日
     注１に規定する基準を満たさな
     い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
     （支援診３）第166号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第258号       平成23年 8月 1日
     （在総）第192号           平成23年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第182号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅲ）第92号            平成23年 8月 1日
     専用施設の面積:287㎡
     （運Ⅲ）第89号            平成27年 2月 1日
     専用施設の面積:287㎡
     （麻管Ⅰ）第36号          平成23年 8月 1日
     （酸単）第6058号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701-17545 あすなろ診療所 〒770-0021 （時間外１）第148号       平成28年 8月 1日
     徳島市佐古一番町１０番２号Ｇ２ （がん疼）第92号          平成28年 8月 1日
     ビル４階 （支援診３）第241号       平成29年 7月 1日
     088-678-7036  (088-678-7038) （在診実１）第30号        平成29年 7月 1日
     （がん指）第206号         平成28年 3月 1日
     （在医総管）第274号       平成24年 7月 1日
     （在総）第204号           平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801-17594 多田医院 〒770-0805 （時間外２）第273号       平成26年 1月 7日
     徳島市下助任町４丁目１７－３ （地包加）第129号         平成29年 5月 1日
     088-622-5225  (088-622-5225) （外後発使）第71号        平成28年 8月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901-17628 藤井医院 〒770-0861 一般 （診入院）第669号         平成26年 5月 1日
     徳島市住吉一丁目４－３９ 　　一般    12 病棟種別:一般
     088-622-8356  (088-615-1050) 病床数:12床
     区分:入院基本料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001-17636 津田内科 〒770-0835 （酸単）第6023号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     徳島市藍場町１丁目３２番地
     088-622-0670  (088-622-0670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7101-17651 イツモスマイルクリニ〒770-0022 （時間外１）第137号       平成27年12月 1日
     ック 徳島市佐古二番町５番１１号 （支援診３）第211号       平成29年 4月 1日
     088-679-1111  (088-679-1112) （在診実１）第26号        平成28年 6月 1日
     （在医総管）第317号       平成27年12月 1日
     （在総）第234号           平成27年12月 1日
     （酸単）第6069号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.87円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201-17669 きのした内科呼吸器ク〒770-8056 （ニコ）第200号           平成29年 7月 1日
     リニック 徳島市問屋町３２ （がん指）第332号         平成28年 8月 1日
     088-678-8222  (088-678-8626) （歩行）第28号            平成28年 3月 1日
     （酸単）第6028号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.16円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301-17677 おくクリニック 〒770-0841 （コン３）第1号           平成28年 7月 1日
     徳島市八百屋町３丁目２６番地　
     大同生命徳島ビル４階
     0886-24-5587  (0886-24-5587)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401-17685 協栄内科 〒770-0943 一般        10（時間外１）第146号       平成28年 3月31日
     徳島市中昭和町２丁目６ 療養         6（地包加）第123号         平成28年 3月31日
     088-652-2211  (088-622-2070) （診入院）第674号         平成28年 3月31日
     病床区分:一般
     病床数:10床
     区分:入院基本料３
     加減算区分:医師配置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診療養入院）第190号     平成28年 3月31日
     病床区分:療養
     病床数:6床
     栄養管理実施加算:有
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
     （診療養改）第18号        平成28年 3月31日
     病床数:6
     病床部分に係る面積のうち患者
     １人当たり:6.4㎡
     両側室部分の廊下幅:1.6ｍ
     （食）第495号             平成28年 3月31日
     （ニコ）第206号           平成29年 5月 1日
     （支援診３）第220号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第323号         平成28年 3月31日
     （在医総管）第326号       平成28年 3月31日
     （在総）第239号           平成28年 3月31日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7501-17701 鶴岡内科胃腸内科 〒770-0003 （酸単）第6070号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.37円
     徳島市北田宮三丁目１－７－２
     088-602-7123  (088-602-7555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601-23022 地方職員共済組合徳島〒770-8570 （ニコ）第10号            平成29年 7月 1日
     県支部直営診療所 徳島市万代町１丁目１
     088-621-3202  (088-621-3209)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701-23105 豊田内科 〒770-0861 一般 （時間外１）第42号        平成24年 4月 1日
     徳島市住吉２丁目２－３５ 　　一般    19（地包加）第29号          平成29年 4月 1日
     088-654-5217  （診入院）第638号         平成29年 7月 1日
     病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診緩診）第6号           平成24年 4月 1日
     （総合評価）第16号        平成20年 4月 1日
     （退支）第26号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （がん疼）第12号          平成22年 4月 1日
     （ニコ）第93号            平成29年 7月 1日
     注１に規定する基準を満たさな
     い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
     （支援診３）第10号        平成29年 4月 1日
     （在診実１）第7号         平成26年 4月 1日
     （がん指）第46号          平成27年 5月 1日
     （在医総管）第11号        平成18年 4月 1日
     （在総）第87号            平成18年 5月 1日
     （酸単）第6227号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801-23204 森整形外科 〒770-8054 一般        19（時間外１）第4号         平成24年 4月 1日
     徳島市山城西４丁目４７番地
     088-623-6366  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7901-23246 徳島シーガルクリニッ〒770-0832 （ショ小）第17号          平成29年 6月 1日
     ク 徳島市寺島本町東１丁目３０番地 専用施設の面積:106.3㎡
     088-652-6837  (088-652-6838) 患者１人当たりの面積:5.3㎡
     （デ小）第23号            平成29年 6月 1日
     専用施設の面積:106.3㎡
     患者１人当たりの面積:4.2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001-23261 南医院 〒770-0003 （時間外２）第25号        平成22年 4月 1日
     徳島市北田宮２丁目２番１７号 （地包加）第59号          平成29年 4月 1日
     088-631-4824  （がん指）第283号         平成27年 5月 1日
     （在医総管）第103号       平成18年 4月 1日
     （外後発使）第11号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101-23279 じぞうばし内科外科 〒770-8024 一般 （時間外１）第5号         平成24年 4月 1日
     徳島市西須賀町下中須１３番地の　　一般    19（地包加）第60号          平成29年 4月 1日
     ２ （診入院）第513号         平成26年 4月 1日
     088-669-2121  病棟種別:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （食）第345号             平成 7年 5月 1日
     （支援診３）第106号       平成29年 3月 1日
     （がん指）第143号         平成28年10月 1日
     （在医総管）第161号       平成18年 4月 1日
     （在総）第132号           平成18年 5月 1日
     （酸単）第6022号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201-23295 助任診療所 〒770-0816 （時間外１）第6号         平成24年 4月 1日
     徳島市助任本町３丁目２０番地 （地包加）第7号           平成29年 4月 1日
     088-622-8070  (088-622-8172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301-23345 小倉診療所 〒770-0042 （時間外１）第141号       平成28年 4月 1日
     徳島市蔵本町２丁目２７番地 （支援診３）第82号        平成29年 4月 1日
     088-632-1151  (088-632-1673) （がん指）第277号         平成28年 3月 1日
     （在医総管）第135号       平成18年 4月 1日
     （在総）第6号             平成 8年 6月 1日
     （外後発使）第78号        平成28年11月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8401-23352 吉村内科小児科 〒770-8052 （酸単）第6021号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     徳島市沖浜２丁目１番地
     088-626-3002  (088-655-4123)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501-23360 新浜医院 〒770-8007 一般 （時間外１）第118号       平成24年 7月 1日
     徳島市新浜本町３丁目４－３４ 　　一般    19（地包加）第3号           平成29年 4月 1日
     088-662-5577  (088-662-5975) （診入院）第604号         平成26年 4月 1日
     病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料２
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診入帰）第5号           平成28年 4月 1日
     届出病床の状況一般病床数:19
     床
     （患サポ）第55号          平成25年10月 1日
     （総合評価）第18号        平成20年 4月 1日
     （退支）第27号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （支援診３）第122号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第182号         平成28年 3月 1日
     （在医総管）第184号       平成18年 8月 1日
     （在総）第142号           平成18年 8月 1日
     （外後発使）第57号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
     （酸単）第5990号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601-23394 くどう内科クリニック〒770-8064 （時間外２）第274号       平成26年 4月 1日
     徳島市城南町４丁目１－５ （ニコ）第153号           平成29年 7月 1日
     088-652-1815  (088-635-0523) （がん指）第329号         平成28年 7月 1日
     （外後発使）第45号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
     （１７５）第57号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8701-23436 川内内科 〒770-0046 一般 （時間外１）第43号        平成24年 4月 1日
     徳島市鮎喰町２丁目９５の１番地　　一般    19（診入院）第568号         平成29年 5月 1日
     088-632-1505  (088-632-1574) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診入帰）第8号           平成28年 4月 1日
     届出病床の状況一般病床数:19
     床
     （総合評価）第19号        平成20年 4月 1日
     （退支）第28号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第321号             平成 6年11月 1日
     （がん疼）第96号          平成29年 6月 1日
     （支援診３）第187号       平成28年 4月 1日
     （在診実１）第1号         平成26年 4月 1日
     （がん指）第133号         平成27年 6月 1日
     （在医総管）第149号       平成18年 4月 1日
     （在総）第122号           平成18年 5月 1日
     （在訪褥）第13号          平成26年 9月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第145号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：４列以上
     １６列未満のマルチスライスＣ
     Ｔ
     （脳Ⅲ）第10号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:104.58㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅱ）第60号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:104.58㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6000号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.24円



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8801-23543 大久保病院 〒770-0923 療養 （療養入院）第388号       平成18年12月 1日
     徳島市大道２丁目３０ 　　療養   105 病棟種別:療養
     088-622-9156  (088-622-9157) 病棟数:2棟
     病床数:105床
     区分:入院基本料１
     （療養２）第33号          平成12年 1月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病床数:52床
     （栄養チ）第23号          平成29年 3月 1日
     （病棟薬１）第31号        平成29年 3月 1日
     （認ケア）第37号          平成29年 7月 1日
     加算区分:加算２
     （食）第325号             平成 6年12月 1日
     （がん疼）第93号          平成28年10月 1日
     （がん指）第311号         平成28年 3月 1日
     （排自）第13号            平成29年 6月 1日
     （肝炎）第20号            平成22年 5月 1日
     （薬）第74号              平成11年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第152号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅲ）第11号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:137㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅱ）第7号             平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:137㎡
     初期加算届出:有
     （がんリハ）第20号        平成27年 2月 1日
     専用施設の面積:137㎡
     （酸単）第6006号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.31円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8901-23550 福田整形外科病院 〒770-0846 療養        60（療養入院）第273号       平成28年10月 1日
     徳島市南内町１丁目３４番地 病棟種別:療養
     088-622-4597  病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:入院基本料２
     （食）第256号             昭和62年10月 1日
     （ニコ）第26号            平成29年 7月 1日
     注１に規定する基準を満たさな
     い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
     （薬）第13号              平成 6年 9月 1日
     （脳Ⅲ）第2号             平成20年 4月 1日
     専用施設の面積:119.79㎡
     （運Ⅱ）第107号           平成18年10月 1日
     専用施設の面積:119.79㎡
     （麻管Ⅰ）第9号           平成 8年 5月 1日
     （酸単）第6312号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.38円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.14円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9001-23568 鈴江病院 〒770-0028 療養        42（療養入院）第416号       平成28年 5月 1日
     徳島市佐古八番町４番２２号 病棟種別:療養
     088-652-3121  病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     （療養１）第19号          平成18年 6月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:Ⅰ
     病床数:42床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :32.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.6㎡
     （総合評価）第93号        平成24年 4月 1日
     （認ケア）第21号          平成28年 9月 1日
     加算区分:加算２
     （食）第64号              昭和43年 6月 1日
     （がん疼）第14号          平成22年 4月 1日
     （がん指）第11号          平成28年 3月 1日
     （地連計）第3号           平成28年10月 1日
     （支援病３）第26号        平成26年 7月 1日
     （在医総管）第304号       平成26年 7月 1日
     （在総）第225号           平成26年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第153号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅰ）第4号             平成18年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:461㎡
     （運Ⅰ）第17号            平成22年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:461㎡
     （呼Ⅰ）第35号            平成18年 6月 1日
     専用施設の面積:461㎡
     （集コ）第17号            平成22年 4月 1日
     （胃瘻造）第9号           平成26年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第6号         平成26年 4月 1日
     （酸単）第6049号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9101-23576 第一病院 〒770-8007 精神       308（精神入院）第682号       平成26年 8月 1日
     徳島市新浜本町１丁目７番１０号 病棟種別:精神
     088-663-1122  (088-663-1255) 病棟数:6棟
     病床数:308床
     区分:１５対１入院基本料
     （看補）第792号           平成18年 4月 1日
     病棟種別:精神
     病棟数:6
     病床数:308
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
     （精合併加算）第14号      平成26年 8月 1日
     （重アル）第5号           平成23年 1月 1日
     （精救急受入）第1号       平成24年 4月 1日
     （食）第89号              昭和49年 3月 1日
     （薬）第118号             平成18年 7月 1日
     許容病床数：308床
     （精）第6号               平成 8年 8月 1日
     専用施設の面積:386.05㎡
     （デ大）第1号             平成 6年11月 1日
     専用施設の面積:119㎡
     患者１人当たりの面積:7.9㎡
     （医療保護）第13号        平成16年 6月 1日
     （酸単）第6246号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.03円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9201-23584 城西病院 〒770-0005 精神       283（精神入院）第653号       平成18年 4月 1日
     徳島市南矢三町３丁目１１番２３ 病棟種別:精神
     号 病棟数:1棟
     088-631-0181  (088-631-0186) 病床数:43床
     区分:１５対１入院基本料
     （診療録２）第34号        平成19年 7月 1日
     許可病床数:316床
     （看補）第751号           平成18年 4月 1日
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:43
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
     （精応）第2号             平成17年 5月 1日
     （精合併加算）第17号      平成27年10月 1日
     （重アル）第1号           平成22年 4月 1日
     （医療安全２）第60号      平成23年 6月 1日
     届出区分：医療安全対策加算２
     （患サポ）第9号           平成24年 4月 1日
     （精救急受入）第2号       平成24年 4月 1日
     （後発使１）第3号         平成28年 4月 1日
     （精急医配）第2号         平成26年 4月 1日
     精神科急性期医師配置加算を算
     定する病棟数の合計:1棟
     （精急１）第2号           平成26年 4月 1日
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
     （精療）第14号            平成27年10月 1日
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:２Ｂ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.5㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３Ｂ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     ち患者１人当たり:7.9㎡
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:５病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.5㎡
     （食）第26号              昭和34年 9月 1日
     （ニコ）第119号           平成29年 7月 1日
     （薬）第73号              平成11年 7月 1日
     （運Ⅲ）第100号           平成29年 4月 1日
     専用施設の面積:48㎡
     初期加算届出:有
     （精）第15号              平成12年 6月 1日
     専用施設の面積:364.24㎡
     （ショ大）第2号           平成18年 7月 1日
     専用施設の面積:227.2㎡
     患者１人当たりの面積:4.5㎡
     （デ大）第2号             平成10年 8月 1日
     専用施設の面積:227.2㎡
     患者１人当たりの面積:4.5㎡
     （抗治療）第1号           平成24年 4月 1日
     （医療保護）第9号         平成16年 4月 1日
     （酸単）第6337号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9301-23618 日比野病院 〒770-0832 療養        42（療養入院）第401号       平成29年 7月 1日
     徳島市寺島本町東２丁目１４番地 病棟種別:療養
     088-654-5505  (088-654-5518) 病棟数:1棟
     病床数:25床
     区分:入院基本料２
     （療養改１）第13号        平成24年10月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:療養病棟
     病床数:42床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.1㎡
     （食）第143号             昭和55年12月 1日
     （ニコ）第62号            平成29年 7月 1日
     （がん指）第12号          平成28年 3月 1日
     （肝炎）第1号             平成22年 4月 1日
     （在医総管）第13号        平成18年 4月 1日
     （酸単）第6060号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9401-23626 ＴＡＯＫＡこころの医〒770-0862 精神       322（精神入院）第683号       平成28年 9月 1日
     (01-33621 ) 療センター 徳島市城東町２丁目７ー９ 病棟種別:精神
     088-622-5556  (088-655-5157) 病棟数:4棟
     病床数:213床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
     （診療録２）第39号        平成21年 2月 1日
     （特施）第48号            平成25年 7月 1日
     病棟名:４Ｂ病棟
     病床種別:精神
     区分:１５対１入院基本料
     病床数:56
     特殊疾患の割合:88.2
     （看補）第750号           平成18年 4月 1日
     病棟種別:精神
     病棟数:5
     病床数:271
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
     （療）第73号              平成28年 4月 1日
     病棟数:5
     病棟種別:精神
     病床数:252
     病室の総面積：2125.31㎡
     １床当たり病床面積：8.4㎡
     （精応）第4号             平成26年 2月 1日
     （精合併加算）第16号      平成27年 7月 1日
     （患サポ）第4号           平成24年 4月 1日
     （精救急受入）第3号       平成24年 4月 1日
     （精救１）第1号           平成28年 9月 1日
     病棟数:1棟
     病床数:58床
     看護補助加算:看護補助加算２
     （精療）第13号            平成26年 4月 1日
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４Ａ病棟
     病床数:51
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.1㎡
     （食）第258号             昭和62年11月 1日
     （薬）第69号              平成10年12月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第230号         平成28年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （運Ⅲ）第86号            平成26年 8月 1日
     専用施設の面積:102.72㎡
     初期加算届出:無
     （精）第16号              平成12年 6月 1日
     専用施設の面積:254.32㎡
     （ショ大）第1号           平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:364.01㎡
     患者１人当たりの面積:5.2㎡
     （デ大）第4号             平成16年 4月 1日
     専用施設の面積:364.01㎡
     患者１人当たりの面積:5.2㎡
     （デナ）第2号             平成18年10月 1日
     専用施設の面積:364.01㎡
     患者１人当たりの面積:5.2㎡
     （認デ）第2号             平成25年11月 1日
     専用施設の面積:86.4㎡
     患者１人当たりの面積:4.1㎡
     （医療保護）第8号         平成16年 4月 1日
     （補管）第469号           平成14年 4月 1日
     （１７５）第89号          平成14年 4月 1日
     （酸単）第6245号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.17円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9501-23634 緑ケ丘病院 〒770-0047 精神       252（精神入院）第654号       平成18年 4月 1日
     徳島市名東町２丁目６５０番地の 病棟種別:精神
     ３５ 病棟数:3棟
     088-631-5135  (088-631-1082) 病床数:192床
     区分:１５対１入院基本料
     （看補）第868号           平成26年 9月 1日
     病棟種別:精神
     病棟数:3
     病床数:192
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     （精合併加算）第4号       平成20年 4月 1日
     （精救急受入）第4号       平成24年 4月 1日
     （精療）第18号            平成27年 4月 1日
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.5㎡
     （食）第40号              昭和39年 4月 1日
     （薬）第155号             平成27年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第143号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （精）第20号              平成14年 2月 1日
     専用施設の面積:331.01㎡
     （医療保護）第7号         平成16年 4月 1日
     （酸単）第6304号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.09円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9601-23667 リハビリテーション大〒770-8012 療養       171（療養入院）第404号       平成28年10月 1日
     神子病院 徳島市大原町大神子１９ 病棟種別:療養
     088-662-1014  (088-662-2275) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     （療養１）第1号           平成18年 4月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:第２病棟
     病床数:60床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.3㎡
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:第１病棟
     病床数:59床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.8㎡
     （患サポ）第13号          平成24年 4月 1日
     （回２）第14号            平成29年 6月 1日
     病棟面積のうち１床当たり:25.
     4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.3㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:59床
     （食）第47号              昭和42年12月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第189号         平成24年 8月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅰ）第23号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:288.9㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第40号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:288.9㎡



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     初期加算届出:有
     （酸単）第6050号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.31円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.29円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9701-23675 寺沢病院 〒770-8004 一般        42（一般入院）第754号       平成18年 4月 1日
     徳島市津田西町１丁目２番３０号療養        46 病棟種別:一般
     088-662-5311  (088-662-5726) 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:１５対１入院基本料
     （療養入院）第280号       平成28年10月 1日
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:7床
     区分:入院基本料２
     （診療録２）第65号        平成29年 5月 1日
     （看配）第664号           平成18年 4月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     基本料区分:一般入院
     （看補）第753号           平成18年 4月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1
     病床数:42
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
     （重）第45号              平成 9年 1月 1日
     ２人部屋:2
     （療養１）第18号          平成18年 5月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:第２病棟
     病床数:46床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
     （総合評価）第77号        平成21年 4月 1日
     （データ提）第48号        平成29年 6月 1日
     データ提出加算１
     　ロ（200床未満）
     （地包ケア１）第30号      平成29年 7月 1日
     地域包括ケア入院医療管理料１
     当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:10床
     （食）第84号              昭和48年10月 1日
     （糖管）第18号            平成22年 5月 1日
     （糖防管）第25号          平成25年 8月 1日
     （ニコ）第78号            平成29年 7月 1日
     （がん指）第17号          平成29年 5月 1日
     （薬）第165号             平成29年 6月 1日
     （支援病３）第28号        平成26年10月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （在医総管）第308号       平成26年10月 1日
     （在総）第228号           平成26年10月 1日
     （持血測）第11号          平成25年 1月 1日
     （画２）第19号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第194号         平成24年12月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅱ）第147号           平成26年 9月 1日
     専用施設の面積:154.08㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第52号            平成26年 9月 1日
     専用施設の面積:154.08㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第47号            平成26年 9月 1日
     専用施設の面積:154.08㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6315号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.3円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801-23709 善成病院 〒770-0023 療養        54（療養入院）第405号       平成28年 5月 1日
     徳島市佐古３番町７番３号 病棟種別:療養
     088-622-1212  (088-622-1213) 病棟数:1棟
     病床数:36床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     （療養１）第2号           平成18年 4月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病床数:54床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :17.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.81㎡
     （医療安全２）第51号      平成22年 4月 1日
     届出区分：医療安全対策加算２
     （総合評価）第89号        平成24年 4月 1日
     （食）第297号             平成 3年 7月 1日
     （がん指）第37号          平成22年 4月 1日
     （薬）第59号              平成10年 3月 1日
     （支援病２）第3号         平成26年10月 1日
     （在医総管）第260号       平成23年 9月 1日
     （在総）第201号           平成24年 4月 1日
     （運Ⅲ）第48号            平成24年 8月 1日
     専用施設の面積:45.59㎡
     初期加算届出:無
     （酸単）第6008号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.34円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.05円



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9901-23717 水の都記念病院 〒770-0051 一般        80（一般入院）第896号       平成24年 4月 1日
     徳島市北島田町１丁目４５の２ 病棟種別:一般
     088-632-9299  (088-632-5123) 病棟数:1棟
     病床数:51床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
     （看補）第858号           平成26年10月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1
     病床数:42
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     （感染防止２）第9号       平成24年 4月 1日
     （病棟薬１）第1号         平成24年 4月 1日
     （回２）第19号            平成27年 4月 1日
     病棟面積のうち１床当たり:26.
     39㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.63㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.82ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:29床
     （食）第73号              昭和46年 6月 1日
     （ニコ）第134号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第2号           平成27年 5月 1日
     （肝炎）第12号            平成22年 4月 1日
     （薬）第38号              平成 8年 8月 1日
     （機安１）第29号          平成26年 2月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第164号         平成27年 8月 1日
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     撮影に使用する機器：４列以上
     １６列未満のマルチスライスＣ
     Ｔ
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （外化２）第16号          平成23年 8月 1日
     （菌）第23号              平成20年 4月 1日
     専用の部屋の面積:13.44㎡
     （脳Ⅰ）第47号            平成28年 5月 1日
     専用施設の面積:225.1㎡
     初期加算届出:有



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （運Ⅰ）第41号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:225.1㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第58号            平成25年 4月 1日
     専用施設の面積:225.1㎡
     初期加算届出:有
     （がんリハ）第19号        平成27年 1月 1日
     専用施設の面積:225.1㎡
     （胃瘻造）第10号          平成27年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第7号         平成27年 4月 1日
     （酸単）第6276号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.31円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.29円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10001-23758 城南病院 〒771-4261 精神       167（精移行）第6号           平成29年 4月 1日
     徳島市丈六町行正２７番地の１ （精合併加算）第11号      平成20年 6月 1日
     088-645-0157  (088-645-0061) （重アル）第4号           平成22年 9月 1日
     （精救急受入）第5号       平成24年 4月 1日
     （精急医配）第4号         平成26年 4月 1日
     （精急１）第4号           平成26年 4月 1日
     病棟種別:精神
     病棟数:1棟
     病床数:33床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
     （精療）第11号            平成26年 4月 1日
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｂ棟２・３階
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.9㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｂ棟４・５階
     病床数:42
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.7㎡
     （精療）第23号            平成26年 4月 1日
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ａ棟３階
     病床数:32
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.3㎡
     （食）第82号              昭和47年12月 1日
     （薬）第142号             平成25年 2月 1日
     （精）第9号               平成 9年10月 1日
     専用施設の面積:252.1㎡
     （認１）第2号             平成24年 4月 1日
     届出区分：認知療法・認知行動
     療法１



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （ショ大）第4号           平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:215.75㎡
     患者１人当たりの面積:4.31㎡
     （デ大）第7号             平成20年 7月 1日
     専用施設の面積:215.75㎡
     患者１人当たりの面積:4.31㎡
     （医療保護）第5号         平成16年 4月 1日
     （酸単）第6316号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10101-23808 徳島健生病院 〒770-0805 一般       186（一般入院）第913号       平成28年10月 1日
     徳島市下助任町４丁目９番地 病棟種別:一般
     088-622-7771  (088-653-8480) 病棟数:1棟
     病床数:53床
     区分:７対１入院基本料
     （障害入院）第35号        平成26年10月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:2棟
     病床数:85床
     区分:１０対１入院基本料
     （診療録２）第12号        平成16年10月 1日
     （事補２）第1号           平成28年 5月 1日
     一般病床数:186床
     一般病床配置基準:４０対１補
     助体制加算
     （急性看補）第25号        平成26年10月 1日
     急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:50対１
     （特施）第42号            平成20年10月 1日
     病棟名:２病棟
     病床種別:一般
     区分:１０対１入院基本料
     病床数:48
     特殊疾患の割合:129
     病棟名:３病棟
     病床種別:一般
     区分:１０対１入院基本料
     病床数:37
     特殊疾患の割合:95
     （重）第68号              平成14年11月 1日
     個室:3
     （医療安全１）第20号      平成20年 4月 1日
     届出区分：医療安全対策加算１
     （感染防止２）第12号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第34号          平成24年 4月 1日
     （総合評価）第21号        平成20年 4月 1日
     （後発使１）第15号        平成28年 8月 1日
     （データ提）第29号        平成27年 4月 1日
     データ提出加算１
     　ロ（200床未満）
     （退支）第2号             平成28年 8月 1日
     退院支援加算の区分:加算１
     地域連携診療計画加算:有
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     :有
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:2棟
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:89床
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:2棟
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:85床
     （認ケア）第24号          平成28年10月 1日
     加算区分:加算２
     （回２）第1号             平成22年 4月 1日
     病棟面積のうち１床当たり:29.
     69㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.01㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：無
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:36床
     （地包ケア２）第6号       平成28年10月 1日
     地域包括ケア入院医療管理料２
     当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:40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
     （食）第383号             平成10年12月 1日
     （糖管）第23号            平成23年 7月 1日
     （がん疼）第77号          平成26年 2月 1日
     （糖防管）第5号           平成24年 4月 1日
     （ニコ）第143号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第18号          平成27年 5月 1日
     （肝炎）第3号             平成22年 4月 1日
     （薬）第1号               平成22年 4月 1日
     医薬品安全性情報等管理体制加
     算：有
     （機安１）第2号           平成20年 4月 1日
     （支援病１）第4号         平成27年10月 1日
     （在医総管）第299号       平成26年 6月 1日
     （在訪褥）第15号          平成26年11月 1日
     （検Ⅰ）第46号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第29号            平成27年12月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （ロー検）第4号           平成27年 9月 1日
     （コン１）第102号         平成29年 4月 1日
     （Ｃ気鏡）第1号           平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：マルチス
     ライスＣＴ（64列以上）
     （Ｃ・Ｍ）第167号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （外化１）第17号          平成20年 4月 1日
     専用病床数:5床
     （菌）第43号              平成22年 4月 1日
     専用の部屋の面積:7㎡
     （脳Ⅰ）第15号            平成18年 6月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:415.3㎡
     （運Ⅰ）第18号            平成22年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:415.3㎡
     （呼Ⅰ）第13号            平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:415.3㎡
     （医処休）第1号           平成26年 4月 1日
     （医処外）第1号           平成26年 4月 1日
     （医処深）第1号           平成26年 4月 1日
     （乳セ２）第9号           平成24年11月 1日
     届出区分：単独法
     （ペ）第37号              平成17年 9月 1日
     （医手休）第1号           平成26年 4月 1日
     （医手外）第1号           平成26年 4月 1日
     （医手深）第1号           平成26年 4月 1日
     （胃瘻造）第11号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第16号          平成25年 4月 1日
     （輸適）第11号            平成25年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第16号          平成10年 2月 1日
     （酸単）第6261号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.31円
     大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10201-23816 協立病院 〒770-8078 一般        60（一般入院）第797号       平成18年 4月 1日
     徳島市八万町橋本９２番地の１ 療養       266 病棟種別:一般
     088-668-1070  (088-668-1075) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
     （療養入院）第284号       平成28年10月 1日
     病棟種別:療養
     病棟数:3棟
     病床数:160床
     区分:入院基本料２
     （診療録２）第62号        平成29年 2月 1日
     （看補）第793号           平成18年 4月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
     （療養１）第3号           平成18年 4月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:１－１
     病床数:46床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.69㎡
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:１－２
     病床数:56床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.67㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.73㎡
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:１－４
     病床数:60床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.52㎡
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:１－６
     病床数:44床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.52㎡
     （医療安全２）第78号      平成28年 2月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （感染防止２）第2号       平成24年 4月 1日
     （後発使３）第6号         平成29年 3月 1日
     （認ケア）第31号          平成29年 4月 1日
     加算区分:加算２
     （回３）第27号            平成27年 9月 1日
     病棟面積のうち１床当たり:15.
     8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:46床
     （食）第414号             平成14年 1月 1日
     （がん指）第32号          平成28年 3月 1日
     （薬）第70号              平成11年 1月 1日
     （地連計）第12号          平成28年11月 1日
     （機安１）第3号           平成20年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第9号           平成26年 4月 1日
     ＨＰＶ核酸検出
     ＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタ
     イプ判定）
     （神経）第12号            平成20年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第127号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     （脳Ⅰ）第33号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:285.71㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第13号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:285.71㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第68号            平成28年 1月 1日
     専用施設の面積:285.71㎡
     初期加算届出:有
     （透析水２）第18号        平成25年 5月 1日
     （肢梢）第23号            平成28年12月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （胃瘻造）第19号          平成26年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第10号        平成26年 4月 1日
     （酸単）第6020号          平成29年 4月 1日ＣＥ　　 算定単価:0.15円



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.17円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10301-23865 木下病院 〒770-0865 一般        43（一般入院）第925号       平成28年10月 1日
     徳島市南末広町４番７０号 療養       100 病棟種別:一般
     088-622-7700  (088-655-7137) 病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
     （療養入院）第419号       平成26年 7月 1日
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院基本料１
     （診療録２）第20号        平成17年 7月 1日
     （療）第8号               平成 6年10月 1日
     病棟数:1
     病棟種別:一般
     病床数:26
     病室の総面積：217.15㎡
     １床当たり病床面積：8.3㎡
     （重）第43号              平成 8年 5月 1日
     個室:2
     （療養１）第23号          平成18年 7月 1日
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.96㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.17㎡
     （医療安全２）第65号      平成24年 4月 1日
     届出区分：医療安全対策加算２
     （感染防止２）第3号       平成24年 4月 1日
     （患サポ）第66号          平成29年 4月 1日
     （総合評価）第23号        平成20年 4月 1日
     （後発使１）第7号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第20号        平成26年10月 1日
     データ提出加算１
     　ロ（200床未満）
     （認ケア）第22号          平成28年10月 1日
     加算区分:加算２
     （地包ケア２）第2号       平成26年12月 1日
     地域包括ケア入院医療管理料２
     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



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
     （食）第10号              昭和39年 6月 1日
     （がん疼）第15号          平成22年 4月 1日
     （ニコ）第74号            平成29年 5月 1日
     （がん指）第10号          平成28年 3月 1日
     （支援病３）第21号        平成26年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第140号         平成26年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅱ）第118号           平成20年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:292.27㎡
     （運Ⅰ）第51号            平成22年 5月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:276.3㎡
     （呼Ⅰ）第45号            平成20年 5月 1日
     専用施設の面積:276.3㎡
     （輸血Ⅱ）第1号           平成18年 4月 1日
     （輸適）第19号            平成26年 8月 1日
     （胃瘻造嚥）第14号        平成26年 8月 1日
     （酸単）第6242号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.39円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.18円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10401-23998 中洲八木病院 〒770-0856 療養 （療養入院）第375号       平成28年 4月 1日
     徳島市中洲町１丁目３１番地 　　療養   105 病棟種別:療養
     088-625-3535  病棟数:1棟
     病床数:25床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     （診療録２）第19号        平成17年 6月 1日
     （事補１）第17号          平成28年 4月 1日
     療養病棟入院基本料算定病床数
     :34床
     療養病棟入院基本料算定病床配
     置基準:７５対１補助体制加算
     （療養１）第4号           平成18年 4月 1日
     病棟名:１病棟廃止→回復期へ
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:２病棟（３階・４階）
     病床数:28床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :17㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8㎡
     （医療安全２）第81号      平成28年 4月 1日
     （感染防止２）第13号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第14号          平成24年 4月 1日
     （総合評価）第99号        平成24年11月 1日
     （病棟薬１）第18号        平成24年 4月 1日
     （データ提）第27号        平成27年 4月 1日
     データ提出加算１
     　ロ（200床未満）
     （退支）第83号            平成29年 5月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:2棟
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:80床
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:1棟
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:25床
     （認ケア）第1号           平成28年 6月 1日
     加算区分:加算２
     （回１）第3号             平成27年 6月 1日
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:17.



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:53床
     （地包ケア１）第14号      平成27年 8月 1日
     地域包括ケア入院医療管理料１
     当該病床届出病棟区分:療養
     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
     （食）第119号             昭和54年 2月 1日
     （糖管）第7号             平成21年 1月 1日
     （糖防管）第16号          平成24年 4月 1日
     （ニコ）第53号            平成29年 7月 1日
     （がん指）第124号         平成28年 4月 1日
     （排自）第3号             平成28年 6月 1日
     （薬）第104号             平成16年 7月 1日
     （地連計）第10号          平成28年10月 1日
     （在医総管）第174号       平成18年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第192号         平成24年10月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （外化２）第1号           平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第17号            平成29年 7月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:227.1㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第19号            平成29年 7月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:213.13㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第1号             平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:213.13㎡
     初期加算届出:有
     （集コ）第4号             平成20年 4月 1日
     （ペ）第20号              平成10年11月 1日
     （胃瘻造）第39号          平成28年 3月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （酸単）第6314号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.31円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.94円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10501-24053 橋本病院 〒770-0813 療養        57（療養入院）第377号       平成18年10月 1日
     徳島市中常三島町３丁目２２番地 病棟種別:療養
     の１ 病棟数:1棟
     088-626-1567  (088-626-0322) 病床数:21床
     区分:入院基本料１
     （診療録２）第67号        平成29年 7月 1日
     （療養改１）第21号        平成24年10月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:療養病棟
     病床数:33床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :26.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.7㎡
     （回２）第3号             平成22年 7月 1日
     病棟面積のうち１床当たり:34.
     4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:24床
     （食）第243号             昭和62年 5月 1日
     （ニコ）第183号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第141号         平成28年 3月 1日
     （薬）第141号             平成24年 9月 1日
     （地連計）第9号           平成28年10月 1日
     （支援病３）第34号        平成28年 8月 1日
     （在医総管）第233号       平成22年 1月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第206号         平成26年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅰ）第35号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:184.26㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第43号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:176.06㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第48号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:176.06㎡
     初期加算届出:有



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （がんリハ）第2号         平成22年 9月 1日
     専用施設の面積:185.34㎡
     （集コ）第14号            平成20年 6月 1日
     （胃瘻造）第38号          平成28年 1月 1日
     （酸単）第6074号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.73円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601-24129 中瀬病院 〒771-1151 療養 （療養入院）第288号       平成28年10月 1日
     徳島市応神町古川字戎子野９７番　　療養    45 病棟種別:療養
     地の１ 病棟数:1棟
     088-665-0819  (088-665-0847) 病床数:45床
     区分:入院基本料２
     （療養改１）第1号         平成24年 4月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:療養病棟
     病床数:45床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :15.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.44㎡
     （食）第211号             昭和59年12月 1日
     （がん疼）第90号          平成28年 4月 1日
     （がん指）第257号         平成28年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第216号         平成26年 9月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （酸単）第6262号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10701-24152 博愛記念病院 〒770-8023 療養       153（療養入院）第407号       平成28年10月 1日
     徳島市勝占町惣田９ 一般        57 病棟種別:療養
     088-669-2166  (088-669-3362) 病棟数:2棟
     病床数:72床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     （障害入院）第31号        平成22年 7月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:57床
     区分:１３対１入院基本料
     （診療録２）第29号        平成18年 6月 1日
     許可病床数:210床
     （事補１）第23号          平成28年 9月 1日
     一般病床数:57床
     一般病床配置基準:５０対１補
     助体制加算
     療養病棟入院基本料算定病床数
     :72床
     療養病棟入院基本料算定病床配
     置基準:５０対１補助体制加算
     （特施）第44号            平成22年 7月 1日
     病棟名:4階病棟
     病床種別:一般
     区分:１３対１入院基本料
     病床数:57
     特殊疾患の割合:73.1
     （看補）第851号           平成22年 7月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1
     病床数:57
     基本料区分:障害入院
     看護補助加算:看護補助加算２
     （療）第59号              平成20年 8月 1日
     病棟数:1
     病棟種別:一般
     病床数:57
     病室の総面積：716.42㎡
     １床当たり病床面積：12.56㎡
     （療養１）第5号           平成18年 4月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:１病棟（平成23年8月1
     日より一般病棟のため算定不可
     ）
     病床数:57床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.83㎡



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:11.37㎡
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:２病棟（19.5～回復期
     のため算定不可）
     病床数:24床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :30.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:10.1㎡
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:３病棟
     病床数:32床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.14㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:11.55㎡
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:４病棟（20.8～一般病
     棟のため算定不可）
     病床数:57床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.13㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:12.56㎡
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:５病棟
     病床数:40床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.93㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:12.85㎡
     （栄養チ）第9号           平成24年 4月 1日
     （感染防止２）第14号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第36号          平成24年 4月 1日
     （総合評価）第86号        平成23年 8月 1日
     （後発使１）第1号         平成28年 4月 1日
     （病棟薬１）第4号         平成24年 4月 1日
     （データ提）第23号        平成27年 1月 1日
     データ提出加算２
     　イ（200床以上）
     （退支）第5号             平成28年 9月 1日
     退院支援加算の区分:加算１
     地域連携診療計画加算:有
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:2棟
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:81床
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:3棟
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:129床
     （認ケア）第17号          平成28年 8月 1日
     加算区分:加算２
     （回１）第4号             平成26年 4月 1日
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:28.
     46㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:10.22㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.9ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:30床
     （地包ケア１）第6号       平成26年 8月 1日
     地域包括ケア病棟入院料１
     当該病棟区分:療養
     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
     （食）第266号             昭和63年 1月 1日
     （がん疼）第51号          平成22年10月 1日
     （がん指）第36号          平成27年 6月 1日
     （排自）第1号             平成28年 6月 1日
     （薬）第25号              平成22年 4月 1日
     （電情）第1号             平成28年 4月 1日
     届出を行う点数:電子的診療情
     報評価料
     （在後病）第1号           平成26年 4月 1日
     （検Ⅱ）第28号            平成27年10月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第191号         平成24年 9月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （菌）第47号              平成23年 4月 1日
     専用の部屋の面積:16.2㎡



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （脳Ⅰ）第1号             平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:468.33㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第20号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:442.15㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第2号             平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:442.15㎡
     初期加算届出:有
     （経口）第1号             平成26年 4月 1日
     経口摂取回復促進加算区分:経
     口摂取回復促進加算１
     （がんリハ）第25号        平成27年12月 1日
     専用施設の面積:442.15㎡
     （集コ）第5号             平成20年 4月 1日
     （胃瘻造）第22号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第25号          平成28年 1月 1日
     （輸適）第22号            平成28年 1月 1日
     （胃瘻造嚥）第13号        平成26年 4月 1日
     （酸単）第6270号          平成29年 4月 1日ＣＥ　　 算定単価:0.09円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.21円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10801-24160 稲山病院 〒770-0004 一般        40（一般入院）第929号       平成26年12月 1日
     徳島市南田宮４丁目３番９号 療養        60 病棟種別:一般
     088-631-1515  (088-631-0375) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１５対１入院基本料
     （療養入院）第289号       平成28年10月 1日
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:36床
     区分:入院基本料２（注１１に
     規定する届出）
     （看配）第699号           平成26年12月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     基本料区分:一般入院
     （看補）第869号           平成26年12月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1
     病床数:40
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     （療）第43号              平成17年 3月 1日
     病棟数:1
     病棟種別:一般
     病床数:27
     病室の総面積：246.48㎡
     １床当たり病床面積：9.13㎡
     （療養２）第60号          平成17年 3月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病床数:36床
     （後発使２）第2号         平成28年 4月 1日
     （食）第218号             昭和60年 5月 1日
     （がん指）第40号          平成28年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第215号         平成26年 9月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅱ）第146号           平成22年 5月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:388.53㎡
     （運Ⅰ）第53号            平成22年 6月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:328.87㎡
     （酸単）第6322号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.94円



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10901-24301 川島病院 〒770-0011 一般       123（外来環）第79号          平成25年 2月 1日
     (01-34819 ) 徳島市北佐古一番町１番３９号 （一般入院）第827号       平成28年10月 1日
     088-631-0110  (088-631-5500) 病棟種別:一般
     病棟数:3棟
     病床数:96床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
     （診療録１）第2号         平成26年 4月 1日
     （事補１）第1号           平成26年 8月 1日
     一般病床数:103床
     一般病床配置基準:２５対１補
     助体制加算
     （急性看補）第29号        平成28年10月 1日
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     夜間急性期看護補助体制加算の
     届出区分:夜間30対１
     （療）第7号               平成 6年 9月 1日
     病棟数:3
     病棟種別:一般
     病床数:54
     病室の総面積：485.89㎡
     １床当たり病床面積：8.99㎡
     （重）第84号              平成23年 1月 1日
     ２人部屋:2
     （栄養チ）第21号          平成28年 7月 1日
     （医療安全２）第64号      平成23年11月 1日
     届出区分：医療安全対策加算２
     （感染防止２）第29号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第11号          平成24年 4月 1日
     （データ提）第1号         平成26年 4月 1日
     データ提出加算２
     　ロ（200床未満）
     （退支）第65号            平成27年 2月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第482号             平成24年 8月 1日
     （糖管）第6号             平成20年11月 1日
     （移植管臓）第1号         平成24年 4月 1日
     届出を行う指導管理料：臓器移
     植後患者指導管理料



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （糖防管）第11号          平成24年 4月 1日
     （ニコ）第8号             平成29年 7月 1日
     （がん指）第3号           平成27年 7月 1日
     （薬）第56号              平成 9年11月 1日
     許容病床数：66床
     （機安１）第19号          平成20年 4月 1日
     （医管）第152号           平成20年 4月 1日
     （在歯管）第40号          平成26年 4月 1日
     （在血液）第4号           平成24年 4月 1日
     （持血測）第1号           平成22年 4月 1日
     （歯訪診）第15号          平成28年 4月 1日
     （検Ⅰ）第36号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第11号            平成20年 6月 1日
     （歩行）第17号            平成24年 6月 1日
     （ヘッド）第13号          平成27年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第148号         平成28年11月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     （菌）第24号              平成20年 4月 1日
     専用の部屋の面積:9.41㎡
     （心Ⅰ）第9号             平成24年 5月 1日
     専用施設の面積:44.96㎡
     初期加算届出:有
     （脳Ⅲ）第15号            平成24年 5月 1日
     専用施設の面積:100㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅱ）第176号           平成27年10月 1日
     専用施設の面積:100㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅱ）第38号            平成26年 4月 1日
     専用施設の面積:100㎡
     初期加算届出:有
     （歯リハ２）第53号        平成26年 4月 1日
     （透析水２）第1号         平成24年 4月 1日
     （肢梢）第4号             平成28年 5月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （歯ＣＡＤ）第212号       平成26年 5月 1日
     （ペ）第40号              平成22年 9月 1日
     （大）第18号              平成22年 9月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （胆）第1号               平成 4年 5月 1日
     （腎）第1号               昭和63年12月 1日
     （腎植）第1号             平成20年 4月 1日
     （生腎）第1号             平成20年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第21号          平成26年 7月 1日
     （輸適）第18号            平成26年 7月 1日
     （補管）第585号           平成20年 4月 1日
     （酸単）第6317号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.31円
     大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001-24350 愛日病院 〒770-0025 療養        36（療養入院）第291号       平成28年10月 1日
     徳島市佐古５番町４番３号 病棟種別:療養
     088-623-2622  (088-653-4686) 病棟数:1棟
     病床数:28床
     区分:入院基本料２
     （療養改１）第22号        平成24年10月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:療養病棟
     病床数:28床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :11.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     （認ケア）第13号          平成28年 8月 1日
     加算区分:加算２
     （食）第452号             平成17年 7月 1日
     （ニコ）第22号            平成29年 7月 1日
     （がん指）第7号           平成23年 9月 1日
     （在医総管）第241号       平成22年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第96号            平成25年 4月 1日
     専用施設の面積:118.72㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅱ）第152号           平成25年 4月 1日
     専用施設の面積:118.72㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6278号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101-24384 田村病院 〒770-8007 療養        45（がん指）第24号          平成22年 4月 1日
     徳島市新浜本町２丁目２番５号 （肝炎）第13号            平成22年 4月 1日
     088-663-2488  (088-663-4013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11201-24392 眉山病院 〒770-8061 療養        92（療養入院）第293号       平成27年 8月 1日
     徳島市西二軒屋町２丁目３９－２ 病棟種別:療養
     088-625-7665  (088-625-8014) 病棟数:1棟
     病床数:8床
     区分:入院基本料１
     （療養１）第20号          平成18年 6月 1日
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :16.42㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.05㎡
     （食）第176号             昭和63年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第236号         平成28年10月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅱ）第154号           平成28年12月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:102.43㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅲ）第104号           平成29年 5月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:102.43㎡
     初期加算届出:有
     （集コ）第22号            平成27年 5月 1日
     （酸単）第6059号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.73円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301-24426 雫耳鼻咽喉科医院 〒770-0042 （外後発使）第32号        平成28年 4月 1日
     徳島市蔵本町２丁目４５番地 外来後発医薬品使用体制加算１
     088-631-0160  (088-631-5415) （１７５）第105号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401-24434 幸地内科小児科 〒770-0942 （ニコ）第75号            平成29年 7月 1日
     徳島市昭和町４丁目２３番地の１ （がん指）第136号         平成23年 1月 1日
     088-626-0333  (088-652-1667) （酸単）第6014号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501-24459 浦上内科・胃腸クリニ〒770-0872 （がん指）第125号         平成23年 8月 1日
     ック 徳島市北沖洲２丁目２番２号 （酸単）第6031号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.14円
     088-664-3264  (088-636-0665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601-24467 関内科・消化器科 〒770-0932 （時間外１）第84号        平成24年 4月 1日
     徳島市仲之町４丁目５番地 （地包加）第78号          平成29年 4月 1日
     088-652-8739  (088-652-8555) （支援診３）第47号        平成29年 4月 1日
     （がん指）第302号         平成28年 4月 1日
     （在医総管）第93号        平成18年 4月 1日
     （外後発使）第41号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11701-24509 鎌田眼科医院 〒770-0928 一般         8（コン１）第61号          平成29年 2月 1日
     徳島市二軒屋町三丁目３０番地の （外後発使）第3号         平成28年 4月 1日
     ２ 外来後発医薬品使用体制加算１
     088-652-0789  (088-622-1139) （酸単）第6030号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801-24517 篠原内科 〒770-0944 （ニコ）第133号           平成29年 7月 1日
     徳島市南昭和町６丁目５９番地の （がん指）第245号         平成26年 8月 1日
     １ （外後発使）第28号        平成28年 4月 1日
     088-622-2008  外来後発医薬品使用体制加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901-24525 藤中内科医院 〒770-0942 （時間外２）第136号       平成22年 4月 1日
     徳島市昭和町１丁目２１番地
     088-626-2266  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001-24533 木下ファミリークリニ〒770-0942 （時間外１）第151号       平成29年 5月 1日
     ック 徳島市昭和町４丁目２２番地の８ （地包加）第131号         平成29年 7月 1日
     088-652-1045  （支援診３）第226号       平成29年 5月 1日
     （在医総管）第338号       平成29年 5月 1日
     （在総）第244号           平成29年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101-24558 多田内科医院 〒770-0922 （時間外１）第7号         平成24年 4月 1日
     徳島市鷹匠町１丁目３７番地
     088-626-2888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201-24582 藤江眼科 〒770-0939 （コン１）第103号         平成29年 3月 1日
     徳島市かちどき橋１丁目２３番地
     088-652-9278  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301-24624 富塚診療所 〒770-8063 （時間外２）第295号       平成28年 4月 1日
     徳島市南二軒屋町三丁目２番１号 （地包加）第126号         平成28年 6月 1日
     088-623-0005  （１７５）第80号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401-24657 徳島県総合健診センタ〒770-0042 （ニコ）第187号           平成29年 7月 1日
     ー 徳島市蔵本町１丁目１０番地３ （ＨＰＶ）第28号          平成22年 9月 1日
     088-633-2266  (088-633-1811)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12501-24665 三木達医院 〒770-0044 一般        19（診入院）第544号         平成22年 4月 1日
     徳島市庄町５丁目７番地の１ 病床区分:一般
     088-631-3210  病床数:19床
     区分:入院基本料５
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:求人を行っているが応
     募がないため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
     （酸単）第6071号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601-24681 八多病院 〒771-4266 精神       221（精神入院）第679号       平成23年 6月 1日
     徳島市八多町小倉７６番地 病棟種別:精神
     088-645-2233  (088-645-1705) 病棟数:1棟
     病床数:63床
     区分:１５対１入院基本料
     （精合併加算）第7号       平成20年 4月 1日
     （精救急受入）第7号       平成24年 4月 1日
     （精療）第22号            平成26年10月 1日
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:２病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.45㎡
     （認治１）第4号           平成26年10月 1日
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:56
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
     （食）第285号             平成 2年 1月 1日
     （薬）第156号             平成28年 2月 1日
     （精）第14号              平成11年12月 1日
     専用施設の面積:161.11㎡
     （医療保護）第15号        平成18年11月 1日
     （酸単）第6061号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   59

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12701-24699 伊月病院 〒770-0852 一般        89（一般入院）第891号       平成28年10月 1日
     徳島市徳島町２丁目５４番地 病棟種別:一般
     088-622-1117  (088-622-1158) 病棟数:1棟
     病床数:29床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     （障害入院）第32号        平成22年12月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
     （特施）第45号            平成22年12月 1日
     病棟名:１病棟
     病床種別:一般
     区分:１０対１入院基本料
     病床数:60
     特殊疾患の割合:96.4
     （療）第44号              平成17年 5月 1日
     病棟数:2
     病床数:56
     病室の総面積：478.4㎡
     （退支）第68号            平成27年 9月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第288号             平成 2年 1月 1日
     （糖管）第26号            平成24年10月 1日
     （がん疼）第10号          平成22年 4月 1日
     （ニコ）第146号           平成29年 6月 1日
     （がん指）第43号          平成28年 3月 1日
     （薬）第63号              平成22年 4月 1日
     医薬品安全性情報等管理体制加
     算：有
     （支援病３）第19号        平成25年 1月 1日
     （在医総管）第286号       平成25年 1月 1日
     （持血測）第10号          平成24年10月 1日
     （検Ⅱ）第24号            平成24年 7月 1日
     （神経）第4号             平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第154号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅰ）第43号            平成24年 8月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:195.3㎡



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   60

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第4号             平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:186.9㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第10号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:186.9㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6260号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.31円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.89円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801-24707 伊月健診クリニック 〒770-0911 （ニコ）第63号            平成29年 6月 1日
     徳島市東船場町１丁目８番地 （がん指）第162号         平成28年 3月 1日
     088-653-2315  (088-653-1215) （画１）第22号            平成20年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第125号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   61

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12901-24723 大櫛内科循環器科 〒770-0832 一般 （時間外１）第68号        平成24年 4月 1日
     徳島市寺島本町東３丁目１０番地　　一般    19（地包加）第61号          平成29年 4月 1日
     088-652-9056  (088-625-7727) （診入院）第556号         平成29年 5月 1日
     病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診緩診）第9号           平成25年 8月 1日
     （総合評価）第25号        平成20年 4月 1日
     （退支）第41号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第480号             平成23年11月 1日
     （がん疼）第75号          平成25年 8月 1日
     （ニコ）第141号           平成29年 7月 1日
     （支援診３）第11号        平成29年 4月 1日
     （在診実１）第27号        平成28年 7月 1日
     （がん指）第144号         平成28年 3月 1日
     （在医総管）第18号        平成18年 4月 1日
     （在総）第32号            平成11年 8月 1日
     （酸単）第6005号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.16円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001-24731 仁生内科 〒770-0024 （時間外１）第8号         平成24年 4月 1日
     徳島市佐古４番町６番８号 （外後発使）第29号        平成28年 4月 1日
     088-625-3067  (088-625-3078) 外来後発医薬品使用体制加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   62

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13101-24749 清家医院 〒770-8040 一般 （時間外１）第44号        平成24年 4月 1日
     徳島市上八万町下中筋９０番地１　　一般    19（診入院）第606号         平成26年 4月 1日
     088-668-0026  (088-668-0173) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （退支）第56号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第311号             平成 6年10月 1日
     （支援診３）第121号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第191号         平成28年 3月 1日
     （在医総管）第183号       平成18年 8月 1日
     （在総）第141号           平成18年 8月 1日
     （運Ⅱ）第188号           平成29年 4月 1日
     専用施設の面積:47㎡
     初期加算届出:有
     （ペ）第21号              平成11年 5月 1日
     （酸単）第6045号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   63

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13201-24772 林内科 〒770-0943 一般 （時間外１）第85号        平成24年 4月 1日
     徳島市中昭和町２丁目９４番地 　　一般    12（地包加）第62号          平成29年 4月 1日
     088-626-0003  一般 （診入院）第652号         平成26年 4月 1日
     　　療養     7 病床区分:一般
     病床数:12床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診療養入院）第178号     平成18年10月 1日
     病床区分:療養
     病床数:7床
     区分:入院基本料１
     （診療養）第13号          平成12年 4月 1日
     病床数:7
     病床部分に係る面積のうち患者
     １人当たり:8.4㎡
     片側室部分の廊下幅:1.8ｍ
     両側室部分の廊下幅:2.8ｍ
     （診緩診）第8号           平成24年 6月 1日
     （総合評価）第26号        平成20年 4月 1日
     （退支）第57号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第347号             平成 7年 7月 1日
     （がん疼）第18号          平成22年 4月 1日
     （糖防管）第7号           平成24年 4月 1日
     （ニコ）第39号            平成29年 7月 1日
     （支援診３）第55号        平成29年 4月 1日
     （在診実２）第10号        平成28年10月 1日
     （がん指）第97号          平成27年 5月 1日
     （在医総管）第102号       平成18年 4月 1日
     （在総）第43号            平成12年 6月 1日
     （在訪褥）第5号           平成26年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第125号           平成29年 3月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:46.2㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅱ）第186号           平成29年 3月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   64

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:46.2㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6321号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301-24798 佐藤医院 〒779-3133 （時間外２）第49号        平成22年 4月 1日
     徳島市入田町笠木２００番地の４ （がん指）第134号         平成28年 4月 1日
     088-644-0422  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401-24814 高岡消化器内科 〒770-0868 （時間外１）第119号       平成24年 8月 1日
     徳島市福島２丁目５番２号 （がん指）第171号         平成28年 3月 1日
     088-652-9528  (088-652-9527) （酸単）第5996号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   65

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13501-24830 沖の洲病院 〒770-0862 一般        33（一般入院）第841号       平成26年10月 1日
     徳島市城東町１丁目８番８号 病棟種別:一般
     088-622-7111  (088-622-7188) 病棟数:1棟
     病床数:33床
     区分:１０対１入院基本料
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
     （診療録２）第13号        平成16年10月 1日
     （食）第294号             平成 3年 4月 1日
     （がん疼）第45号          平成22年 7月 1日
     （ニコ）第136号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第39号          平成27年 5月 1日
     （支援病３）第33号        平成28年 6月 1日
     （在医総管）第328号       平成28年 6月 1日
     （検Ⅰ）第37号            平成20年 4月 1日
     （歩行）第20号            平成24年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第142号         平成24年 6月 1日
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅲ）第99号            平成29年 6月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:147.56㎡
     初期加算届出:無
     （運Ⅰ）第104号           平成29年 6月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:147.56㎡
     初期加算届出:無
     （呼Ⅰ）第78号            平成29年 5月 1日
     専用施設の面積:147.56㎡
     初期加算届出:無
     （透析水２）第17号        平成25年 4月 1日
     （肢梢）第28号            平成29年 7月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （麻管Ⅰ）第11号          平成 8年 6月 1日
     （酸単）第6293号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.94円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   66

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13601-24855 村田整形外科医院 〒770-0046 一般 （時間外１）第9号         平成24年 4月 1日
     徳島市鮎喰町２丁目９６番地の３　　一般    19（診入院）第524号         平成28年 4月 1日
     088-632-8228  病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料２
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （運Ⅱ）第134号           平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:65㎡
     初期加算届出:有
     （麻管Ⅰ）第14号          平成 8年 8月 1日
     （酸単）第6053号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701-24863 島田内科 〒771-0137 （時間外１）第45号        平成24年 4月 1日
     徳島市川内町平石若宮１１４番地 （地包加）第8号           平成29年 4月 1日
     088-665-1100  （喘管）第6号             平成18年 4月 1日
     （ニコ）第8号             平成29年 7月 1日
     （在医総管）第1号         平成18年 4月 1日
     （酸単）第6228号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   67

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13801-24913 徳島県立中央病院 〒770-8539 一般       390（外来環）第138号         平成28年 5月 1日
     (01-34918 ) 徳島市蔵本町１丁目１０－３ 結核         5（歯特連）第4号           平成28年 5月 1日
     088-631-7151  (088-631-8354) 一般（感染） （一般入院）第902号       平成28年 8月 1日
                  5 病棟種別:一般
     精神        60 病棟数:8棟
     病床数:326床
     区分:７対１入院基本料
     （結核入院）第707号       平成23年 6月 1日
     病棟種別:結核
     病棟数:1棟
     病床数:5床
     区分:７対１入院基本料
     （総合２）第1号           平成28年 5月 1日
     （超急性期）第3号         平成20年 4月 1日
     （診療録２）第66号        平成29年 5月 1日
     （事補１）第22号          平成29年 2月 1日
     一般病床数:375床
     一般病床配置基準:１５対１補
     助体制加算
     精神科救急入院料等算定病床数
     :60床
     精神科救急入院料等算定病床配
     置基準:７５対１補助体制加算
     （急性看補）第22号        平成29年 6月 1日
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     （看夜配）第1号           平成29年 6月 1日
     急性期看護補助体制加算の区分
     :看護職員夜間配置加算
     看護職員夜間配置加算の届出区
     分：12対１ 配置加算１
     看護職員夜間配置加算:有
     （看配）第671号           平成18年 4月 1日
     病棟種別:精神
     病棟数:2棟
     病床数:60床
     基本料区分:精神入院
     （療）第52号              平成19年 1月 1日
     病棟数:13
     病棟種別:一般
     病床数:335
     病室の総面積：3461.7㎡
     １床当たり病床面積：10.3㎡
     （重）第25号              昭和61年 9月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   68

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     個室:19
     （無菌１）第3号           平成24年11月 1日
     （緩診）第9号             平成29年 5月 1日
     （精応）第3号             平成19年 5月 1日
     （精入学）第3号           平成27年12月 1日
     病棟数:1
     病床数:60
     （精合併加算）第6号       平成20年 4月 1日
     （精リエ）第1号           平成28年 4月 1日
     （栄養チ）第17号          平成26年 3月 1日
     （医療安全１）第22号      平成20年 4月 1日
     届出区分：医療安全対策加算１
     （感染防止１）第1号       平成27年 4月 1日
     感染防止対策地域連携加算届出
     有無:有
     （患サポ）第29号          平成24年 4月 1日
     （褥瘡ケア）第3号         平成24年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第5号         平成20年 4月 1日
     （ハイ分娩）第18号        平成26年 1月 1日
     年間分娩件数：200例
     （精救急紹介）第3号       平成29年 2月 1日
     （総合評価）第103号       平成25年 5月 1日
     （呼吸チ）第2号           平成23年 8月 1日
     （データ提）第2号         平成24年10月 1日
     データ提出加算２
     　イ（200床以上）
     （退支）第7号             平成28年12月 1日
     退院支援加算の区分:加算１
     地域連携診療計画加算:有
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:8棟
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:375床
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:1棟
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:5床
     （精疾診）第3号           平成28年 4月 1日
     （救１）第4号             平成28年 8月 1日
     加減算区分:加算あり
     当該治療室の病床数：30床
     １床当たりの床面積：11.9㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   69

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     （集３）第15号            平成28年10月 1日
     １床当たりの床面積：15.2㎡
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     病床数：10床
     治療室名：ＩＣＵ
     （新２）第2号             平成26年10月 1日
     当該治療室の病床数:3
     １床当たり床面積:30.1㎡
     （新回復）第2号           平成25年 5月 1日
     病床数:6
     １床当たり床面積:8.8㎡
     （小入４）第1号           平成18年 4月 1日
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：685
     小児入院医療管理病室病床数：
     29床
     （精合併）第2号           平成29年 2月 1日
     （食）第154号             昭和56年 9月 1日
     （高）第18号              平成 6年12月 1日
     （糖管）第34号            平成28年11月 1日
     （がん疼）第37号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第10号        平成25年12月 1日
     （がん指２）第1号         平成26年 4月 1日
     （がん指３）第1号         平成26年 4月 1日
     （外緩）第4号             平成29年 5月 1日
     （糖防管）第4号           平成24年 4月 1日
     （トリ）第1号             平成24年 4月 1日
     （放射診）第4号           平成26年 9月 1日
     （開）第6号               平成 7年 8月 1日
     開放病床数:10
     開放病床数計:10床
     （がん計）第1号           平成29年 6月 1日
     （肝炎）第5号             平成22年 4月 1日
     （薬）第87号              平成22年 4月 1日
     医薬品安全性情報等管理体制加
     算：有
     （機安１）第20号          平成20年 4月 1日
     （機安２）第7号           平成23年 1月 1日
     （医管）第233号           平成28年 5月 1日
     （在看）第3号             平成28年 4月 1日
     （持血測）第2号           平成22年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第16号          平成26年 4月 1日
     ＨＰＶ核酸検出



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   70

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     ＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタ
     イプ判定）
     （検Ⅰ）第47号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第7号             平成20年 4月 1日
     （歩行）第10号            平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第2号           平成24年 4月 1日
     （ロー検）第5号           平成28年 6月 1日
     （小検）第13号            平成23年11月 1日
     （誘発）第2号             平成22年 4月 1日
     （Ｃ気鏡）第4号           平成24年11月 1日
     撮影に使用する機器：マルチス
     ライスＣＴ（64列以上）
     撮影に使用する機器：マルチス
     ライスＣＴ（64列以上）
     撮影に使用する機器：マルチス
     ライスＣＴ（64列以上）
     撮影に使用する機器：マルチス
     ライスＣＴ（16列以上64列未満
     ）
     撮影に使用する機器：マルチス
     ライスＣＴ（16列以上64列未満
     ）
     （画２）第22号            平成20年 4月 1日
     （遠画）第2号             平成18年 6月 1日
     送受信区分:受信側
     （ポ断）第2号             平成24年10月 1日
     計算除外対象保険医療機関:が
     ん診療の拠点となる病院
     該当届出：ポジトロン断層撮影
     該当届出：ポジトロン断層・コ
     ンピューター断層複合撮影
     （ポ断コ複）第2号         平成24年10月 1日
     計算除外対象保険医療機関:が
     ん診療の拠点となる病院
     該当届出：ポジトロン断層撮影
     該当届出：ポジトロン断層・コ
     ンピューター断層複合撮影
     （Ｃ・Ｍ）第163号         平成24年10月 1日
     撮影に使用する機器：６４列以
     上のマルチスライスＣＴ
     撮影に使用する機器：６４列以
     上のマルチスライスＣＴ
     撮影に使用する機器：６４列以
     上のマルチスライスＣＴ
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   71

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （Ｃ・Ｍ）第163号         平成24年10月 1日
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     ３テスラ以上）
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     （冠動Ｃ）第2号           平成20年 4月 1日
     （外傷Ｃ）第4号           平成28年 8月 1日
     （心臓Ｍ）第1号           平成20年 4月 1日
     （乳房Ｍ）第1号           平成28年 4月 1日
     （抗悪処方）第3号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第25号          平成20年 4月 1日
     専用病床数:14床
     （菌）第26号              平成20年 4月 1日
     専用の部屋の面積:23.2㎡
     （脳Ⅱ）第155号           平成27年 4月 1日
     専用施設の面積:162㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第80号            平成27年 4月 1日
     専用施設の面積:162㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第14号            平成24年 5月 1日
     専用施設の面積:162㎡
     初期加算届出:有
     （がんリハ）第28号        平成28年 3月 1日
     専用施設の面積:162㎡
     （ショ小）第13号          平成25年 2月 1日
     専用施設の面積:67.51㎡
     患者１人当たりの面積:6.75㎡
     （デ小）第19号            平成25年 2月 1日
     専用施設の面積:67.51㎡
     患者１人当たりの面積:6.75㎡
     （抗治療）第3号           平成24年 4月 1日
     （医療保護）第12号        平成16年 6月 1日
     （エタ甲）第8号           平成18年 9月 1日
     （エタ副甲）第5号         平成18年 9月 1日
     （透析水２）第31号        平成29年 2月 1日
     （乳セ２）第6号           平成22年 9月 1日
     届出区分：単独法
     （ゲル乳再）第5号         平成27年 8月 1日
     ゲル充填人工乳房を用いた乳房
     再建術:一次一期的再建
     ゲル充填人工乳房を用いた乳房
     再建術:一次二期的再建及び二



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   72

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     次再建
     （経特）第3号             平成21年 3月 1日
     冠動脈、大動脈バイパス移植術
     :43
     経皮的冠動脈形成術:395
     （ペ）第2号               平成10年 4月 1日
     （両ペ）第4号             平成22年10月 1日
     （除）第6号               平成21年 4月 1日
     心臓電気生理学的検査の数:81
     　うち、心室性頻拍性不整脈症
     例に対するもの:10
     開心術及び冠動脈、大動脈バイ
     パス移植術の数:43
     ペースメーカー移植術の数:34
     （両除）第3号             平成22年10月 1日
     心臓電気生理学的検査数:81
     　うち、心室性頻拍性不整脈症
     例に対するもの:10
     開心術及び冠動脈、大動脈バイ
     パス移植術の実施症例数:43
     ペースメーカー移植術の実施症
     例数:34
     （大）第2号               平成10年 4月 1日
     （胆）第2号               平成 4年 8月 1日
     （腹肝）第4号             平成26年 6月 1日
     部分切除及び外側区域切除
     （膵石破）第1号           平成26年 4月 1日
     （腹膵切）第5号           平成26年 6月 1日
     （早大腸）第1号           平成24年 4月 1日
     （腎）第3号               平成 3年 3月 1日
     （腹腎支器）第2号         平成29年 5月 1日
     （膀胱）第2号             平成22年 4月 1日
     （腹膀）第2号             平成26年 4月 1日
     （腹小膀悪）第1号         平成26年 4月 1日
     （腹前支器）第2号         平成28年 4月 1日
     （腹子）第2号             平成26年12月 1日
     （胃瘻造）第28号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ｉ）第6号           平成24年 4月 1日
     （輸適）第10号            平成25年 2月 1日
     （造設前）第3号           平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第21号        平成27年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第8号           平成 8年 4月 1日
     （放専）第8号             平成23年 1月 1日
     （外放）第7号             平成23年 1月 1日
     （高放）第9号             平成16年 4月 1日
     （増線）第2号             平成26年 4月 1日
     （強度）第2号             平成29年 2月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   73

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （画誘）第3号             平成24年11月 1日
     （体対策）第2号           平成24年11月 1日
     （直放）第2号             平成23年 2月 1日
     （定対策）第3号           平成27年 1月 1日
     届出区分：定位放射線治療・そ
     の他のもの
     （連携診）第4号           平成25年10月 1日
     （病理診１）第7号         平成29年 5月 1日
     （酸単）第6294号          平成29年 4月 1日ＣＥ　　 算定単価:0.07円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.72円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   74

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13901-24921 徳島市民病院 〒770-0812 一般       339（一般入院）第857号       平成28年10月 1日
     徳島市北常三島町２丁目３４番地 病棟種別:一般
     088-622-5121  (088-622-9317) 病棟数:5棟
     病床数:257床
     区分:７対１入院基本料
     （超急性期）第4号         平成20年 4月 1日
     （診療録２）第31号        平成18年12月 1日
     許可病床数:309床
     （事補１）第3号           平成26年 4月 1日
     一般病床数:339床
     一般病床配置基準:２０対１補
     助体制加算
     （急性看補）第18号        平成26年10月 1日
     急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:50対１
     （療）第57号              平成20年 2月 1日
     病棟数:1
     病棟種別:一般
     病床数:29
     病室の総面積：264.7㎡
     １床当たり病床面積：9.1㎡
     病棟数:1
     病棟種別:一般
     病床数:38
     病室の総面積：362.6㎡
     １床当たり病床面積：9.5㎡
     病棟数:1
     病棟種別:一般
     病床数:37
     病室の総面積：340.2㎡
     １床当たり病床面積：9.1㎡
     病棟数:1
     病棟種別:一般
     病床数:37
     病室の総面積：339.8㎡
     １床当たり病床面積：9.1㎡
     病棟数:1
     病棟種別:一般
     病床数:38
     病室の総面積：354.8㎡
     １床当たり病床面積：9.3㎡
     （重）第62号              平成13年 6月 1日
     個室:15
     （無菌２）第2号           平成24年 4月 1日
     （医療安全１）第58号      平成23年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   75

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     届出区分：医療安全対策加算１
     （感染防止１）第4号       平成27年 4月 1日
     感染防止対策地域連携加算届出
     有無:有
     （患サポ）第49号          平成24年 5月 1日
     （ハイ妊娠）第6号         平成20年 4月 1日
     （ハイ分娩）第10号        平成20年 4月 1日
     年間分娩件数：639例
     （呼吸チ）第4号           平成27年 6月 1日
     （データ提）第3号         平成24年10月 1日
     データ提出加算２
     　イ（200床以上）
     （退支）第63号            平成29年 6月 1日
     退院支援加算の区分:加算１
     地域連携診療計画加算:有
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:9棟
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:335床
     （ハイケア１）第1号       平成28年10月 1日
     当該治療室の病床数:8床
     （新２）第1号             平成26年10月 1日
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:7.8㎡
     （小入４）第3号           平成20年12月 1日
     病棟種別：一般
     年間小児緊急入院患者数：749
     小児入院医療管理病室病床数：
     11床
     （回３）第17号            平成22年10月 1日
     病棟面積のうち１床当たり:34.
     16㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.47㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     （緩）第3号               平成29年 6月 1日
     当該病棟総数病床数①:24床
     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:50.
     39㎡



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   76

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     病室部分の面積１床当たり:12.
     6㎡
     （食）第227号             昭和60年12月 1日
     （高）第48号              平成25年 3月 1日
     （がん疼）第19号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第5号         平成23年 4月 1日
     （がん指２）第2号         平成26年 4月 1日
     （がん指３）第2号         平成26年 4月 1日
     （糖防管）第12号          平成24年 4月 1日
     （トリ）第10号            平成24年 6月 1日
     （放射診）第1号           平成24年 4月 1日
     （ニコ）第79号            平成29年 7月 1日
     （開）第4号               昭和62年12月 1日
     開放病床利用率:41.1％
     開放病床数:15
     開放病床数計:29床
     （がん計）第2号           平成29年 5月 1日
     （肝炎）第6号             平成22年 4月 1日
     （薬）第88号              平成22年 4月 1日
     医薬品安全性情報等管理体制加
     算：有
     許容病床数：309床
     （機安１）第15号          平成20年 4月 1日
     （機安２）第4号           平成20年 4月 1日
     （在看）第6号             平成29年 1月 1日
     （ＨＰＶ）第18号          平成28年 7月 1日
     ＨＰＶ核酸検出
     ＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタ
     イプ判定）
     （検Ⅰ）第48号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅳ）第4号             平成26年 9月 1日
     （胎心エコ）第3号         平成22年 6月 1日
     （歩行）第2号             平成24年 4月 1日
     （神経）第5号             平成20年 4月 1日
     （画１）第8号             平成14年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第185号         平成24年 5月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     撮影に使用する機器：４列以上
     １６列未満のマルチスライスＣ
     Ｔ
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   77

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     ＣＴ
     （冠動Ｃ）第4号           平成20年 9月 1日
     （心臓Ｍ）第7号           平成20年 9月 1日
     （抗悪処方）第7号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第18号          平成20年 4月 1日
     専用病床数:11床
     （菌）第27号              平成20年 4月 1日
     専用の部屋の面積:26.33㎡
     （脳Ⅱ）第125号           平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:190.34㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第22号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:190.34㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第46号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:190.34㎡
     初期加算届出:有
     （がんリハ）第5号         平成24年 2月 1日
     専用施設の面積:189.7㎡
     （エタ甲）第9号           平成20年 2月 1日
     （エタ副甲）第7号         平成22年 4月 1日
     （透析水２）第14号        平成24年11月 1日
     （組再乳）第2号           平成26年 4月 1日
     組織拡張器による乳房再建手術
     :一次再建
     （内鼻Ⅴ）第1号           平成26年 4月 1日
     （内下）第2号             平成28年 4月 1日
     （乳セ２）第3号           平成22年 4月 1日
     届出区分：単独法
     （ゲル乳再）第2号         平成26年 4月 1日
     ゲル充填人工乳房を用いた乳房
     再建術:一次一期的再建
     （肺腫）第1号             平成28年 4月 1日
     （ペ）第23号              平成12年 4月 1日
     （大）第7号               平成10年 4月 1日
     （胆腫）第2号             平成28年 4月 1日
     （腹肝）第2号             平成24年 4月 1日
     部分切除及び外側区域切除
     （腹膵切）第1号           平成24年 4月 1日
     （腹膀）第5号             平成28年 7月 1日
     （腹仙骨固）第1号         平成28年 4月 1日
     （腹子）第3号             平成29年 6月 1日
     （胃瘻造）第2号           平成26年 4月 1日
     （輸血Ｉ）第4号           平成18年11月 1日
     （輸適）第7号             平成24年 4月 1日
     （貯輸）第2号             平成27年 7月 1日
     （造設前）第2号           平成24年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   78

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （胃瘻造嚥）第2号         平成26年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第7号           平成 8年 4月 1日
     （放専）第6号             平成20年 2月 1日
     （外放）第2号             平成20年 4月 1日
     （高放）第17号            平成21年 1月 1日
     （増線）第3号             平成26年12月 1日
     （病理診１）第2号         平成26年10月 1日
     （酸単）第6307号          平成29年 4月 1日ＣＥ　　 算定単価:0.11円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.56円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001-24970 勝野医院 〒779-3121 （がん指）第126号         平成22年12月 1日
     徳島市国府町和田字居内１７１番
     地
     088-642-1031  (088-642-0996)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101-24996 新居内科 〒779-3120 （時間外２）第276号       平成26年 4月 1日
     徳島市国府町南岩延８１０番地１
     088-642-1212  (088-642-1212)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   79

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14201-25019 城東整形外科内科 〒770-0868 一般 （時間外１）第87号        平成24年 4月 1日
     徳島市福島一丁目６番５８号 　　一般    19（地包加）第9号           平成29年 4月 1日
     088-654-5022  (088-622-2538) （診入院）第633号         平成26年 4月 1日
     病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （総合評価）第29号        平成20年 4月 1日
     （退支）第42号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （がん疼）第20号          平成22年 4月 1日
     （ニコ）第97号            平成29年 7月 1日
     （支援診３）第57号        平成29年 4月 1日
     （がん指）第42号          平成27年 5月 1日
     （在医総管）第105号       平成18年 4月 1日
     （在総）第45号            平成13年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第239号         平成29年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅱ）第175号           平成29年 5月 1日
     専用施設の面積:97.7㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第103号           平成29年 5月 1日
     専用施設の面積:97.7㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6348号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.08円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301-25027 新田整形外科 〒770-8081 （外後発使）第42号        平成28年 4月 1日
     徳島市八万町弐丈１０６番地５４ 外来後発医薬品使用体制加算１
     088-668-6821  (088-668-6829) （運Ⅰ）第70号            平成26年 4月 1日
     専用施設の面積:101.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   80

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14401-25035 三好内科 〒770-0804 （ニコ）第172号           平成29年 7月 1日
     徳島市中吉野町２丁目３９番地 （がん指）第308号         平成28年 3月 1日
     088-623-0207  (088-623-0584) （酸単）第6015号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501-25050 長岡整形外科 〒770-0808 （時間外２）第293号       平成28年 4月 1日
     徳島市南前川町四丁目三番地 （運Ⅱ）第32号            平成18年 4月 1日
     088-653-5153  (088-622-7346) 専用施設の面積:48.8㎡
     （１７５）第77号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601-25068 吉田外科医院 〒770-0034 一般        16（時間外１）第86号        平成24年 4月 1日
     徳島市南佐古四番町２番３１号 （地包加）第79号          平成29年 4月 1日
     088-652-8685  (088-656-0866) （診入院）第617号         平成26年 4月 1日
     病床区分:一般
     病床数:16床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診入帰）第3号           平成28年 4月 1日
     届出病床の状況一般病床数:16
     床
     （診緩診）第3号           平成24年 4月 1日
     （患サポ）第24号          平成24年 4月 1日
     （総合評価）第30号        平成20年 4月 1日
     （退支）第43号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （がん疼）第21号          平成22年 4月 1日
     （支援診２）第23号        平成29年 4月 1日
     （がん指）第49号          平成27年 5月 1日
     （在医総管）第154号       平成18年 4月 1日
     （在総）第125号           平成18年 5月 1日
     （酸単）第6054号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   81

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14701-25076 松村病院 〒771-0117 療養        56（療養入院）第409号       平成28年 8月 1日
     徳島市川内町鶴島１６２番地 病棟種別:療養
     088-665-3233  (088-665-6939) 病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     （療養１）第6号           平成18年 4月 1日
     （食）第428号             平成15年 6月 1日
     （がん指）第140号         平成28年 3月 1日
     （支援病３）第8号         平成22年10月 1日
     （在医総管）第19号        平成18年 4月 1日
     （在総）第182号           平成22年10月 1日
     （持血測）第18号          平成29年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第126号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅱ）第123号           平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:418.32㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第9号             平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:418.32㎡
     初期加算届出:有
     （胃瘻造）第34号          平成27年 9月 1日
     （酸単）第6004号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.17円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801-25084 三木内科循環器クリニ〒770-0027 （時間外２）第6号         平成22年 4月 1日
     ック 徳島市佐古七番町５番１号 （がん疼）第39号          平成22年 5月 1日
     088-652-3088  （ニコ）第118号           平成29年 7月 1日
     （支援診３）第85号        平成29年 3月 1日
     （がん指）第127号         平成28年 3月 1日
     （在医総管）第138号       平成18年 4月 1日
     （在総）第117号           平成18年 5月 1日
     （酸単）第6046号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901-25100 春名産婦人科医院 〒770-8063 一般        14（ハイ妊娠）第18号        平成22年 4月 1日
     徳島市南二軒屋町一丁目２番５５ 年間分娩件数：85例
     号 （ハイⅠ）第6号           平成18年 9月 1日
     088-652-2538  （がん指）第160号         平成28年 3月 1日
     （ＨＰＶ）第14号          平成22年 4月 1日
     （酸単）第6264号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.02円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   82

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15001-25118 宇都宮皮膚泌尿器科 〒770-0802 一般        19（時間外１）第10号        平成24年 4月 1日
     徳島市吉野本町１丁目１１番地 （診入院）第595号         平成26年 4月 1日
     088-653-8558  (088-653-8994) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （支援診３）第184号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第225号         平成24年11月 1日
     （在医総管）第295号       平成26年 3月 1日
     （在総）第220号           平成26年 3月 1日
     （酸単）第6038号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.25円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101-25134 みなと医院 〒770-8003 （がん指）第145号         平成26年 8月 1日
     徳島市津田本町２丁目４番１号 （酸単）第6002号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.2円
     088-662-1050  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201-25159 新町診療所 〒770-0853 （時間外１）第11号        平成24年 4月 1日
     徳島市中徳島町２丁目１００番地
     088-625-7556  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301-25191 冨岡医院 〒779-3117 一般 （時間外２）第144号       平成22年 4月 1日
     徳島市国府町日開９７３番地の１　　一般    19（地包加）第30号          平成29年 4月 1日
     088-642-8111  (088-642-8488) （支援診３）第231号       平成29年 6月 1日
     （がん指）第31号          平成27年 5月 1日
     （在医総管）第94号        平成18年 4月 1日
     （在総）第88号            平成18年 5月 1日
     （外後発使）第16号        平成28年 7月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401-25217 宏生内科 〒770-0811 （時間外２）第39号        平成22年 4月 1日
     徳島市東吉野町１丁目３９番地５
     088-655-3270  (088-655-3270)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   83

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15501-25225 大塚外科内科 〒771-0134 一般 （時間外１）第88号        平成24年 4月 1日
     徳島市川内町平石住吉３１７番地　　一般    17（診入院）第667号         平成26年 4月 1日
     ４ 一般 病床区分:一般
     088-665-7722  (088-665-7808) 　　療養     2 病床数:17床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診入帰）第11号          平成28年 4月 1日
     届出病床の状況一般病床数:17
     床
     （診療養入院）第129号     平成18年 7月 1日
     病床区分:療養
     病床数:2床
     区分:入院基本料２
     （診療養入帰）第2号       平成28年 4月 1日
     届出病床の状況療養病床数:1床
     （診療養）第7号           平成11年11月 1日
     病床数:2
     病床部分に係る面積のうち患者
     １人当たり:8.5㎡
     両側室部分の廊下幅:2.7ｍ
     （医療安全１）第23号      平成20年 4月 1日
     届出区分：医療安全対策加算１
     （総合評価）第31号        平成20年 4月 1日
     （退支）第54号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （支援診３）第94号        平成29年 4月 1日
     （がん指）第99号          平成23年 5月 1日
     （在医総管）第151号       平成18年 4月 1日
     （在総）第124号           平成18年 5月 1日
     （脳Ⅲ）第20号            平成20年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:123.58㎡
     （運Ⅱ）第105号           平成18年 6月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:123.58㎡
     （酸単）第6055号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   84

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15601-25241 平野医院 〒770-0933 一般        18（１７５）第6号           平成14年 4月 1日
     徳島市南仲之町１丁目５番地
     088-652-2088  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701-25274 今井耳鼻咽喉科 〒770-0026 一般    （高）第12号              平成 6年10月 1日
     徳島市佐古六番町７番６号
     088-653-5808  (088-653-5809)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801-25282 もりの医院 〒770-0942 （時間外２）第267号       平成24年 5月 1日
     徳島市昭和町２丁目７１番地 （がん指）第297号         平成29年 3月 1日
     088-625-1488  (088-625-1571) （１７５）第272号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第6056号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.25円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901-25290 すずえこどもクリニッ〒770-8070 （酸単）第6232号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     ク 徳島市八万町沖須賀２１番１
     088-668-7676  (088-668-7688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001-25308 木下クリニック 〒770-0868 （時間外２）第239号       平成23年 7月 1日
     徳島市福島１丁目３番４号
     088-622-0148  (088-622-0149)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   85

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16101-25324 保岡クリニック論田病〒770-8011 療養 （療養入院）第387号       平成28年10月 1日
     院 徳島市論田町大江６番地１ 　　療養    47 病棟種別:療養
     088-663-3111  (088-663-4357) 病棟数:1棟
     病床数:47床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     （診療録２）第41号        平成22年 4月 1日
     （療養改１）第15号        平成24年10月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:療養病棟
     病床数:36床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :9.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     （医療安全２）第70号      平成26年 9月 1日
     （データ提）第44号        平成29年 4月 1日
     データ提出加算１
     　ロ（200床未満）
     （地包ケア１）第25号      平成29年 4月 1日
     地域包括ケア入院医療管理料１
     当該病床届出病棟区分:療養
     入院医療管理料病床数:18床
     （食）第316号             平成 6年10月 1日
     （がん指）第262号         平成26年10月 1日
     （支援病３）第11号        平成23年 8月 1日
     （在医総管）第175号       平成18年 6月 1日
     （在総）第191号           平成23年 8月 1日
     （脳Ⅲ）第21号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:156.84㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第97号            平成29年 3月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:156.84㎡
     初期加算届出:有
     （脊刺）第5号             平成19年 6月 1日
     （酸単）第6047号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.31円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   86

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16201-25340 東洋病院 〒770-0051 療養        50（療養入院）第367号       平成28年10月 1日
     徳島市北島田町１丁目１６０番地 病棟種別:療養
     ２ 病棟数:1棟
     088-632-7777  (088-633-1617) 病床数:50床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     （療養改１）第11号        平成24年10月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:東洋病院療養
     病床数:50床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :67.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.7㎡
     （総合評価）第90号        平成24年 4月 1日
     （食）第363号             平成 8年10月 1日
     （がん疼）第22号          平成22年 4月 1日
     （がん指）第29号          平成28年 3月 1日
     （薬）第138号             平成24年 8月 1日
     （地連計）第2号           平成28年10月 1日
     （支援病３）第3号         平成22年 4月 1日
     （在医総管）第20号        平成18年 4月 1日
     （在総）第174号           平成22年 4月 1日
     （歩行）第4号             平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第188号         平成24年 8月 1日
     撮影に使用する機器：４列以上
     １６列未満のマルチスライスＣ
     Ｔ
     （外化１）第30号          平成24年 9月 1日
     専用病床数:1床
     （脳Ⅱ）第124号           平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:251.58㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第48号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:251.58㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅱ）第3号             平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:251.58㎡
     初期加算届出:有
     （がんリハ）第10号        平成25年 6月 1日
     専用施設の面積:251.58㎡
     （集コ）第21号            平成25年10月 1日
     （酸単）第5995号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   87

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16301-25365 森岡病院 〒770-8070 療養        52（療養入院）第406号       平成22年 4月 1日
     徳島市八万町大野５ー１ 病棟種別:療養
     088-636-3737  (088-636-3757) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院基本料１
     （療養２）第20号          平成11年 3月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病床数:40床
     （認ケア）第14号          平成28年 8月 1日
     加算区分:加算２
     （食）第388号             平成11年 3月 1日
     （在医総管）第327号       平成28年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第221号         平成27年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （運Ⅲ）第40号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:79.59㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6048号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.53円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   88

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16401-25399 近藤内科病院 〒770-8008 一般        55（一般入院）第930号       平成27年 1月 1日
     徳島市西新浜町１丁目６番２５号 病棟種別:一般
     088-663-0020  (088-663-0399) 病棟数:1棟
     病床数:35床
     区分:１３対１入院基本料
     （診療録２）第44号        平成23年 6月 1日
     （看補）第870号           平成27年 1月 1日
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:35
     看護補助加算:看護補助加算２
     （感染防止２）第41号      平成29年 7月 1日
     （患サポ）第25号          平成24年 4月 1日
     （後発使２）第7号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第4号         平成24年10月 1日
     データ提出加算２
     　ロ（200床未満）
     （地包ケア１）第13号      平成29年 3月 1日
     地域包括ケア入院医療管理料１
     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
     （緩）第1号               平成22年 4月 1日
     当該病棟総数病床数①:20床
     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:56.
     91㎡
     病室部分の面積１床当たり:17.
     67㎡
     （食）第419号             平成14年 4月 1日
     （がん疼）第23号          平成22年 4月 1日
     （地包診）第2号           平成28年 4月 1日
     （ニコ）第15号            平成29年 7月 1日
     （がん指）第38号          平成27年 5月 1日
     （支援病３）第2号         平成22年 4月 1日
     （在医総管）第21号        平成18年 4月 1日
     （在総）第171号           平成22年 4月 1日
     （在訪褥）第7号           平成26年10月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第168号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   89

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （外化２）第23号          平成27年12月 1日
     （脳Ⅲ）第114号           平成27年 1月 1日
     専用施設の面積:117.4㎡
     （運Ⅲ）第91号            平成27年 8月 1日
     専用施設の面積:117.4㎡
     （呼Ⅱ）第41号            平成27年 8月 1日
     専用施設の面積:117.4㎡
     （輸血Ⅱ）第17号          平成25年 4月 1日
     （輸適）第12号            平成25年 4月 1日
     （酸単）第6338号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.27円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501-25407 リバーサイドのぞみ病〒770-0853 療養 （療養入院）第371号       平成28年 4月 1日
     院 徳島市中徳島町２丁目９７番地１　　療養    40 病棟種別:療養
     088-611-1701  (088-611-1702) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     （療養改１）第23号        平成24年10月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:１病棟
     病床数:40床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :34.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.6㎡
     （食）第424号             平成15年 4月 1日
     （がん指）第128号         平成28年 3月 1日
     （支援病３）第17号        平成24年 7月 1日
     （在医総管）第22号        平成18年 4月 1日
     （在総）第205号           平成24年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第222号         平成27年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅲ）第23号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:104.68㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅱ）第24号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:104.68㎡
     初期加算届出:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   90

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16601-25415 亀井病院 〒770-8070 一般 （一般入院）第911号       平成28年10月 1日
     徳島市八万町寺山２３１番地 　　一般    42 病棟種別:一般
     088-668-1177  (088-668-1122) 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:７対１入院基本料
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
     （診療録２）第8号         平成16年 6月21日
     （療）第42号              平成16年 7月 1日
     病棟数:1
     病床数:42
     病室の総面積：469.8㎡
     （療養１）第37号          平成26年10月 1日
     届出に係る病棟:一般
     病棟名:混合病棟
     病床数:42床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :26㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.3㎡
     （医療安全２）第49号      平成22年 4月 1日
     届出区分：医療安全対策加算２
     （感染防止２）第35号      平成27年 4月 1日
     （患サポ）第50号          平成24年 6月 1日
     （総合評価）第108号       平成27年12月 1日
     （後発使３）第7号         平成29年 4月 1日
     （病棟薬１）第6号         平成24年 4月 1日
     （データ提）第5号         平成24年10月 1日
     データ提出加算２
     　ロ（200床未満）
     （認ケア）第23号          平成28年10月 1日
     加算区分:加算２
     （短手２）第2号           平成18年 7月 1日
     （食）第444号             平成16年 6月21日
     （糖管）第32号            平成28年 4月 1日
     （がん疼）第24号          平成22年 4月 1日
     （ニコ）第138号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第44号          平成27年 5月 1日
     （排自）第11号            平成28年 9月 1日
     （薬）第121号             平成22年 4月 1日
     （機安１）第5号           平成20年 4月 1日
     （支援病３）第14号        平成24年 3月 1日
     （在医総管）第23号        平成18年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第177号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   91

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （外化２）第4号           平成20年 4月 1日
     （菌）第28号              平成20年 4月 1日
     専用の部屋の面積:5.67㎡
     （脳Ⅱ）第167号           平成28年 5月 1日
     専用施設の面積:101.22㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第92号            平成28年 5月 1日
     専用施設の面積:101.22㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第63号            平成26年 3月 1日
     専用施設の面積:101.22㎡
     初期加算届出:有
     （がんリハ）第12号        平成26年 8月 1日
     専用施設の面積:101.22㎡
     （エタ甲）第5号           平成18年 7月 1日
     （エタ副甲）第2号         平成18年 7月 1日
     （透析水２）第7号         平成24年 4月 1日
     （肢梢）第2号             平成28年 4月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （腎）第9号               平成16年 7月 1日
     （膀胱）第4号             平成23年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第18号          平成26年 1月 1日
     （輸適）第14号            平成26年 3月 1日
     （麻管Ⅰ）第35号          平成23年 4月 1日
     （酸単）第6001号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.31円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   92

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16701-25423 松永病院 〒770-0045 療養        27（診療録２）第35号        平成19年11月 1日
     徳島市南庄町４丁目６３番地１ 許可病床数:27床
     088-632-3328  (088-632-3492) （医療安全２）第82号      平成28年11月 1日
     （感染防止２）第40号      平成28年12月 1日
     （患サポ）第17号          平成24年 4月 1日
     （総合評価）第35号        平成20年 4月 1日
     （退支）第78号            平成28年 9月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:1棟
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:27床
     （認ケア）第5号           平成28年 7月 1日
     加算区分:加算２
     （回２）第23号            平成28年 2月 1日
     病棟面積のうち１床当たり:33
     ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.22㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.83ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:27床
     （食）第471号             平成19年11月 1日
     （喘管）第9号             平成20年 5月 1日
     （がん疼）第68号          平成24年11月 1日
     （トリ）第2号             平成24年 4月 1日
     （ニコ）第80号            平成29年 7月 1日
     （がん指）第129号         平成28年 3月 1日
     （地連計）第6号           平成28年10月 1日
     （支援病３）第25号        平成26年 4月 1日
     （在医総管）第322号       平成28年 4月 1日
     （在総）第213号           平成25年 2月 1日
     （検Ⅰ）第57号            平成24年 4月 1日
     （検Ⅱ）第36号            平成28年12月 1日
     （歩行）第11号            平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第6号           平成24年 4月 1日
     （小検）第6号             平成19年11月 1日
     （外化２）第20号          平成24年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第41号            平成24年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   93

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     専用施設の面積:366.43㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第23号            平成24年 5月 1日
     専用施設の面積:366.43㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第44号            平成24年 5月 1日
     専用施設の面積:366.43㎡
     初期加算届出:有
     （がんリハ）第9号         平成25年 5月 1日
     専用施設の面積:366.43㎡
     （酸単）第6265号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.4円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.81円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801-25431 たおか内科病院 〒770-0862 療養        30（療養入院）第397号       平成28年10月 1日
     徳島市城東町２丁目７－６１ 病棟種別:療養
     088-625-2550  (088-626-4198) 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:入院基本料２
     （療養改１）第12号        平成24年10月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:療養病棟
     病床数:30床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :65.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
     （脳Ⅲ）第79号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:106.09㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第102号           平成29年 5月 1日
     専用施設の面積:106.09㎡
     初期加算届出:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   94

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16901-25449 田岡病院 〒770-0941 一般       165（一般入院）第914号       平成28年10月 1日
     徳島市万代町４丁目２－２ 療養        45 病棟種別:一般
     088-622-7788  (088-655-3077) 病棟数:2棟
     病床数:90床
     区分:７対１入院基本料
     ＡＤＬ維持向上等体制加算:加
     算
     （障害入院）第34号        平成23年 4月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:2棟
     病床数:75床
     区分:１０対１入院基本料
     （診療録１）第4号         平成26年 4月 1日
     （事補１）第4号           平成28年12月 1日
     一般病床数:165床
     一般病床配置基準:２０対１補
     助体制加算
     （急性看補）第19号        平成28年 6月 1日
     夜間看護体制加算:有
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     夜間急性期看護補助体制加算の
     届出区分:夜間30対１
     （看夜配）第3号           平成28年 6月 1日
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     夜間急性期看護補助体制加算の
     届出区分:夜間30対１
     看護職員夜間配置加算の届出区
     分：16対１ 配置加算
     （特施）第47号            平成23年 6月 1日
     病棟名:４Ａ病棟
     病床種別:一般
     区分:１０対１入院基本料
     病床数:44
     特殊疾患の割合:85.3
     病棟名:４Ｂ病棟
     区分:１０対１入院基本料
     病床数:31
     特殊疾患の割合:86.6
     （療）第66号              平成23年 3月 1日
     病棟数:4
     病棟種別:一般



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   95

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     病床数:120
     病室の総面積：913.92㎡
     １床当たり病床面積：8.16㎡
     （重）第86号              平成23年10月 1日
     個室:4
     （療養１）第33号          平成23年 3月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:療養病棟
     病床数:45床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :52.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.13㎡
     （医療安全１）第69号      平成26年11月 1日
     届出区分：医療安全対策加算１
     （感染防止２）第15号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第37号          平成24年 4月 1日
     （後発使２）第1号         平成28年 4月 1日
     （病棟薬１）第7号         平成24年 4月 1日
     （データ提）第18号        平成26年 9月 1日
     データ提出加算２
     　ロ（200床未満）
     （退支）第9号             平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （認ケア）第16号          平成28年 8月 1日
     加算区分:加算２
     （回１）第1号             平成26年10月 1日
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:38.
     07㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.14㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病床数:45床
     （食）第478号             平成23年 4月 1日
     （がん疼）第53号          平成23年 3月 1日
     （糖防管）第32号          平成28年12月 1日
     （トリ）第8号             平成24年 4月 1日
     （ニコ）第150号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第198号         平成27年 6月 1日
     （薬）第134号             平成23年 3月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   96

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （機安１）第23号          平成23年 3月 1日
     （在訪褥）第11号          平成26年 7月 1日
     （検Ⅱ）第31号            平成28年 1月 1日
     （歩行）第31号            平成29年 6月 1日
     （長）第7号               平成23年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第166号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     （抗悪処方）第12号        平成23年 4月 1日
     （外化１）第33号          平成25年 8月 1日
     専用病床数:8床
     （菌）第46号              平成23年 3月 1日
     専用の部屋の面積:11.72㎡
     （心Ⅱ）第7号             平成28年 4月 1日
     専用施設の面積:373.09㎡
     初期加算届出:有
     （脳Ⅰ）第38号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:397.93㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第58号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:373.09㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第55号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:373.09㎡
     初期加算届出:有
     （がんリハ）第15号        平成26年11月 1日
     専用施設の面積:373.1㎡
     （エタ甲）第12号          平成28年 4月 1日
     （透析水１）第39号        平成29年 4月 1日
     （透析水２）第34号        平成29年 7月 1日
     （肢梢）第27号            平成29年 6月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （組再乳）第3号           平成26年 7月 1日
     組織拡張器による乳房再建手術
     :一次再建
     組織拡張器による乳房再建手術
     :二次再建
     （脳刺）第7号             平成23年 3月 1日
     （脊刺）第7号             平成23年 3月 1日
     （内下）第3号             平成29年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   97

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （乳腫）第2号             平成28年 4月 1日
     （ゲル乳再）第3号         平成26年 5月 1日
     ゲル充填人工乳房を用いた乳房
     再建術:一次一期的再建
     ゲル充填人工乳房を用いた乳房
     再建術:一次二期的再建及び二
     次再建
     （ペ）第42号              平成23年 3月 1日
     （大）第20号              平成23年 3月 1日
     （腹膵切）第8号           平成28年 4月 1日
     （胃瘻造）第25号          平成27年 2月 1日
     （輸血Ｉ）第8号           平成25年 4月 1日
     （輸適）第5号             平成24年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第34号          平成23年 3月 1日
     （酸単）第6012号          平成29年 4月 1日ＣＥ　　 算定単価:0.18円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   98

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17001-25456 たまき青空病院 〒779-3125 一般        60（一般入院）第907号       平成27年12月 1日
     徳島市国府町早淵字北カシヤ５６療養        40 病棟種別:一般
     番地１ 病棟数:1棟
     088-642-5050  (088-642-6376) 病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
     （療養入院）第413号       平成28年10月 1日
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     （診療録１）第5号         平成26年 4月 1日
     （療）第67号              平成23年10月 1日
     病棟数:1
     病棟種別:一般
     病床数:60
     病室の総面積：574.6㎡
     １床当たり病床面積：9.57㎡
     （療養１）第34号          平成23年10月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:医療療養病棟
     病床数:40床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.05㎡
     （医療安全２）第63号      平成23年10月 1日
     届出区分：医療安全対策加算２
     （感染防止２）第10号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第38号          平成24年 4月 1日
     （総合評価）第87号        平成23年10月 1日
     （後発使１）第13号        平成28年 4月 1日
     （病棟薬１）第25号        平成26年 7月 1日
     （データ提）第6号         平成24年10月 1日
     データ提出加算２
     　ロ（200床未満）
     （認ケア）第8号           平成28年 8月 1日
     加算区分:加算２
     （地包ケア１）第7号       平成26年 9月 1日
     地域包括ケア入院医療管理料１
     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
     （食）第479号             平成23年10月 1日
     （糖管）第25号            平成23年10月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日   99

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （がん疼）第56号          平成23年10月 1日
     （糖防管）第1号           平成24年 4月 1日
     （地包診）第5号           平成28年11月 1日
     （ニコ）第160号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第200号         平成28年 3月 1日
     （排自）第6号             平成28年 7月 1日
     （薬）第136号             平成23年10月 1日
     医薬品安全性情報等管理体制加
     算：有
     （地連計）第4号           平成28年10月 1日
     （電情）第2号             平成28年 4月 1日
     届出を行う点数:検査･画像情報
     提供加算
     （機安１）第26号          平成23年10月 1日
     （支援病２）第5号         平成27年 1月 1日
     （在医総管）第262号       平成23年10月 1日
     （在総）第194号           平成23年10月 1日
     （持血測）第13号          平成25年11月 1日
     （検Ⅱ）第22号            平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第169号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：４列以上
     １６列未満のマルチスライスＣ
     Ｔ
     （外化２）第17号          平成23年10月 1日
     （菌）第48号              平成23年10月 1日
     専用の部屋の面積:9.49㎡
     （心Ⅰ）第8号             平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:31.84㎡
     初期加算届出:有
     （脳Ⅰ）第40号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:215.07㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第60号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:206.75㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第57号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:206.75㎡
     初期加算届出:有
     （集コ）第19号            平成23年10月 1日
     （エタ甲）第11号          平成24年 4月 1日
     （エタ副甲）第8号         平成24年 4月 1日
     （透析水２）第8号         平成24年 4月 1日
     （肢梢）第10号            平成28年 5月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （ペ）第44号              平成27年 1月 1日
     （胃瘻造）第4号           平成26年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  100

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （輸血Ⅱ）第12号          平成24年 4月 1日
     （輸適）第9号             平成24年 6月 1日
     （連携診）第3号           平成24年10月 1日
     （酸単）第6230号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.31円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.73円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  101

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17101-25464 林病院 〒770-8012 療養        80（療養入院）第425号       平成28年 4月 1日
     徳島市大原町東千代ケ丸１９－５ 病棟種別:療養
     ２ 病棟数:2棟
     088-663-1188  (088-663-1665) 病床数:80床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     （療養改１）第29号        平成28年 4月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:２Ｆ療養病棟
     病床数:32床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :16.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:３、４Ｆ療養病棟
     病床数:48床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     （食）第493号             平成28年 4月 1日
     （がん指）第315号         平成28年 4月 1日
     （在医総管）第321号       平成28年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第231号         平成28年 4月 1日
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅱ）第162号           平成28年 4月 1日
     専用施設の面積:110㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第87号            平成28年 4月 1日
     専用施設の面積:110㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第70号            平成28年 4月 1日
     専用施設の面積:110㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6011号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.31円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.26円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  102

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17201-25472 天満病院 〒770-0042 一般 （一般入院）第936号       平成28年 9月 1日
     徳島市蔵本町一丁目５番地１ 　　一般    55 病棟種別:一般
     088-632-1520  (088-632-1014) 病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
     （診療録２）第60号        平成28年 9月 1日
     （重）第91号              平成28年 9月 1日
     個室:3
     （データ提）第39号        平成28年 9月 1日
     データ提出加算１
     　ロ（200床未満）
     （退支）第79号            平成28年10月 1日
     退院支援加算の区分:加算１
     地域連携診療計画加算:有
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:1棟
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:41床
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:14床
     （特入）第6号             平成28年 9月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1
     病床数:14
     基本料区分:一般入院
     （地包ケア１）第19号      平成28年 9月 1日
     地域包括ケア入院医療管理料１
     当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:26床
     （食）第496号             平成28年 9月 1日
     （糖管）第33号            平成28年 9月 1日
     （がん指）第333号         平成28年 9月 1日
     （薬）第160号             平成28年 9月 1日
     （地連計）第1号           平成28年10月 1日
     （支援病３）第35号        平成28年 9月 1日
     （在医総管）第329号       平成28年 9月 1日
     （持血測）第16号          平成28年 9月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第235号         平成28年 9月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  103

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     ＣＴ
     （脳Ⅰ）第48号            平成29年 2月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:452.31㎡
     初期加算届出:無
     （運Ⅰ）第95号            平成29年 2月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:452.31㎡
     初期加算届出:無
     （呼Ⅰ）第74号            平成28年 9月 1日
     専用施設の面積:452.31㎡
     初期加算届出:無
     （胃瘻造）第43号          平成28年 9月 1日
     （胃瘻造嚥）第28号        平成28年 9月 1日
     （酸単）第6296号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.29円
     大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  104

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17301-25480 虹の橋病院 〒770-0052 一般 （一般入院）第937号       平成29年 6月 1日
     徳島市中島田町３丁目６０番地１　　一般    30 病棟種別:一般
     088-633-0800  (088-633-6323) 療養 病棟数:1棟
     　　療養    30 病床数:30床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     （看配）第706号           平成29年 6月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:30床
     基本料区分:一般入院
     看護配置加算:有
     （看補）第875号           平成29年 6月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1
     病床数:30
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     （療）第77号              平成29年 6月 1日
     病棟数:1
     病棟種別:一般
     病床数:16
     病室の総面積：147.45㎡
     １床当たり病床面積：9.21㎡
     （病棟薬１）第34号        平成29年 5月 1日
     （退支）第84号            平成29年 5月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:1棟
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:30床
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:1棟
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:30床
     （回３）第28号            平成29年 5月 1日
     病棟面積のうち１床当たり:35.
     44㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.37㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:30床



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  105

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （食）第502号             平成29年 5月 1日
     （がん疼）第94号          平成29年 4月 1日
     （ニコ）第208号           平成29年 4月 1日
     （がん指）第340号         平成29年 4月 1日
     （肝炎）第30号            平成29年 4月 1日
     （薬）第164号             平成29年 5月 1日
     （支援病１）第6号         平成29年 6月 1日
     （在医総管）第332号       平成29年 4月 1日
     （在総）第241号           平成29年 4月 1日
     （在訪褥）第17号          平成29年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第240号         平成29年 4月 1日
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅰ）第50号            平成29年 5月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:321.85㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第99号            平成29年 5月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:312.52㎡
     初期加算届出:有
     （胃瘻造）第45号          平成29年 4月 1日
     （酸単）第6353号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.36円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.45円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  106

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17401-25498 徳島平成病院 〒770-0926 一般 （一般入院）第938号       平成29年 4月 1日
     徳島市伊賀町３丁目１９番地の２　　一般    51 病棟種別:一般
     088-623-8611  (088-623-5989) 病棟数:1棟
     病床数:51床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     （診療録２）第64号        平成29年 4月 1日
     （看配）第705号           平成29年 4月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:51床
     看護配置加算:有
     （看補）第874号           平成29年 4月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1
     病床数:51
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     （病棟薬１）第32号        平成29年 4月 1日
     （データ提）第46号        平成29年 4月 1日
     データ提出加算２
     　ロ（200床未満）
     （退支）第80号            平成29年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:1棟
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:51床
     （地包ケア１）第29号      平成29年 5月 1日
     地域包括ケア入院医療管理料１
     当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:40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
     （食）第498号             平成29年 4月 1日
     （がん指）第341号         平成29年 5月 1日
     （肝炎）第29号            平成29年 4月 1日
     （薬）第161号             平成29年 4月 1日
     （支援病３）第37号        平成29年 4月 1日
     （在医総管）第334号       平成29年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  107

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （在総）第243号           平成29年 4月 1日
     （検Ⅱ）第37号            平成29年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第243号         平成29年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （外化２）第25号          平成29年 4月 1日
     （菌）第53号              平成29年 4月 1日
     専用の部屋の面積:18.91㎡
     （脳Ⅰ）第51号            平成29年 5月 1日
     専用施設の面積:166.44㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第101号           平成29年 4月 1日
     専用施設の面積:166.44㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第76号            平成29年 4月 1日
     専用施設の面積:166.44㎡
     初期加算届出:有
     （がんリハ）第31号        平成29年 4月 1日
     専用施設の面積:166.44㎡
     （輸血Ⅱ）第28号          平成29年 4月 1日
     （酸単）第6351号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.26円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  108

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17501-25506 住友内科病院 〒770-0863 療養        32（療養入院）第427号       平成29年 5月 1日
     徳島市安宅２丁目３番５号 病棟種別:療養
     088-622-1122  (088-622-2727) 病棟数:1棟
     病床数:32床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     （療養１）第42号          平成29年 5月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:１病棟
     病床数:32床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :17.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8㎡
     （食）第500号             平成29年 5月 1日
     （ニコ）第210号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第344号         平成29年 5月 1日
     （在医総管）第337号       平成29年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第245号         平成29年 5月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （外化２）第27号          平成29年 5月 1日
     （心Ⅰ）第15号            平成29年 5月 1日
     専用施設の面積:100㎡
     初期加算届出:有
     （脳Ⅲ）第128号           平成29年 5月 1日
     専用施設の面積:100㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅲ）第102号           平成29年 5月 1日
     専用施設の面積:100㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅱ）第45号            平成29年 5月 1日
     専用施設の面積:100㎡
     初期加算届出:有
     （透析水２）第32号        平成29年 5月 1日
     （肢梢）第26号            平成29年 5月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （酸単）第6356号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.02円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  109

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17601-25779 メイプルクリニック高〒770-0868 一般        16（時間外１）第12号        平成24年 4月 1日
     橋産婦人科 徳島市福島２丁目２番８号 （診入院）第565号         平成28年 8月 1日
     088-652-7077  (088-652-7212) 病床区分:一般
     病床数:16床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （ハイ妊娠）第7号         平成20年 4月 1日
     （ハイⅠ）第9号           平成18年 9月 1日
     （がん指）第107号         平成27年 3月 1日
     （ＨＰＶ）第10号          平成22年 4月 1日
     （酸単）第6079号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701-25803 松村内科胃腸科 〒770-0012 一般 （時間外１）第79号        平成24年 4月 1日
     徳島市北佐古二番町５番１９号 　　一般    19（地包加）第80号          平成29年 4月 1日
     088-631-3311  （診入院）第529号         平成27年 9月 1日
     病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料２
     栄養管理実施加算:無
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （食）第343号             平成 7年 4月 1日
     （ニコ）第203号           平成29年 7月 1日
     （支援診３）第215号       平成28年 4月 1日
     （がん指）第260号         平成26年10月 1日
     （在医総管）第323号       平成28年 4月 1日
     （在総）第237号           平成28年 4月 1日
     （酸単）第6336号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801-25811 岩佐整形外科 〒770-0005 （ニコ）第2号             平成29年 7月 1日
     徳島市南矢三町１丁目８番１号 （運Ⅱ）第41号            平成18年 4月 1日
     088-633-3133  (088-633-1568) 専用施設の面積:123㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  110

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17901-25829 徳島クリニック 〒770-0942 一般 （時間外１）第13号        平成24年 4月 1日
     徳島市昭和町１丁目１６番地 　　一般    19（地包加）第31号          平成29年 4月 1日
     088-622-7712  (088-623-6938) （診入院）第511号         平成26年 4月 1日
     病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （総合評価）第73号        平成20年 4月 1日
     （ニコ）第168号           平成29年 7月 1日
     （支援診３）第13号        平成29年 2月 1日
     （がん指）第35号          平成28年 3月 1日
     （在医総管）第24号        平成18年 4月 1日
     （酸単）第6073号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.3円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001-25852 田中医院 〒770-0807 （時間外２）第199号       平成22年 4月 1日
     徳島市中前川町４丁目２３－１ （高）第20号              平成 7年 8月 1日
     088-655-3500  (088-655-3540)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101-25860 領家内科眼科 〒779-3118 一般        19（コン１）第62号          平成28年 4月 1日
     徳島市国府町井戸字堂ノ裏５４－
     １
     088-642-6070  (088-642-2611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201-25894 原田外科胃腸科 〒770-0932 一般        16（外後発使）第51号        平成28年 4月 1日
     徳島市仲之町２丁目３３番地 外来後発医薬品使用体制加算２
     088-622-7515  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301-25910 兼松眼科 〒770-8024 （コン１）第63号          平成29年 3月 1日
     徳島市西須賀町下中須８５番地５
     088-669-5111  (088-669-5116)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401-25951 城南公園内科 〒770-8064 （時間外２）第72号        平成22年 4月 1日
     徳島市城南町３丁目５番２２号 （がん指）第312号         平成28年 3月 1日
     088-656-6661  (088-656-6663)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501-25985 冨田内科胃腸科クリニ〒770-0004 （時間外２）第86号        平成22年 4月 1日
     ック 徳島市南田宮１丁目３番５０号 （ニコ）第54号            平成29年 7月 1日
     088-631-6711  (088-678-2170) （がん指）第301号         平成29年 2月 1日
     （外後発使）第50号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  111

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18601-25993 稲山外科内科 〒770-0824 一般 （時間外１）第89号        平成24年 4月 1日
     徳島市南出来島町１丁目３０番地　　一般    13（地包加）第105号         平成29年 4月 1日
     088-652-6211  一般 （診入院）第597号         平成26年 4月 1日
     　　療養     4 病床区分:一般
     病床数:13床
     区分:入院基本料２
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診療養入院）第169号     平成27年 6月 1日
     病床区分:療養
     病床数:4床
     栄養管理実施加算:有
     看取り加算:有
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
     （診緩診）第10号          平成26年 4月 1日
     （退支）第44号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （がん疼）第78号          平成26年 4月 1日
     （支援診３）第201号       平成28年 4月 1日
     （がん指）第242号         平成28年 3月 1日
     （地連計）第11号          平成28年11月 1日
     （在医総管）第311号       平成27年 3月 1日
     （在総）第230号           平成27年 3月 1日
     （胃瘻造）第37号          平成27年10月 1日
     （酸単）第6072号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.9円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701-26017 藤岡小児クリニック 〒770-0942 （脳Ⅰ）第8号             平成18年 4月 1日
     徳島市昭和町８丁目６６番地 専用施設の面積:69.99㎡
     088-622-0012  (088-623-1080) 初期加算届出:無
     （集コ）第8号             平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  112

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18801-26025 山田眼科 〒770-0844 一般        19（時間外１）第47号        平成24年 4月 1日
     徳島市中通町２丁目３１番地 （診入院）第538号         平成26年 4月 1日
     088-652-4843  (088-652-4846) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （食）第371号             平成 9年 8月 1日
     （コン１）第64号          平成28年 7月 1日
     （硝切）第2号             平成24年 9月 1日
     （先１４０）第5号         平成28年 8月 1日
     （酸単）第6062号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.58円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  113

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18901-26033 徳島さくらクリニック〒779-3131 一般 （時間外１）第48号        平成24年 4月 1日
     徳島市下町本丁５９－１ 　　一般    13（地包加）第10号          平成29年 4月 1日
     088-644-2811  (088-644-2813) 一般 （診入院）第585号         平成27年 8月 1日
     　　療養     6 病床区分:一般
     病床数:13床
     区分:入院基本料２
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診療養入院）第167号     平成22年 4月 1日
     病床区分:療養
     病床数:6床
     区分:入院基本料２
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:求人を行っているが応
     募がないため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
     （診療養入帰）第4号       平成29年 1月 1日
     届出病床の状況療養病床数:6床
     （診療養）第3号           平成11年11月 1日
     病床数:6
     （総合評価）第38号        平成20年 4月 1日
     （退支）第55号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （支援診３）第88号        平成29年 4月 1日
     （がん指）第14号          平成26年10月 1日
     （在医総管）第142号       平成18年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第121号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅲ）第26号            平成26年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:110.01㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅲ）第22号            平成26年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  114

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:110㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6243号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.09円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001-26041 文化の森内科 〒770-8079 （時間外２）第277号       平成26年 4月 1日
     徳島市八万町大坪１８０番地 （ニコ）第101号           平成29年 5月 1日
     088-668-1377  (088-668-1378) （支援診３）第170号       平成28年 4月 1日
     （在診実２）第5号         平成28年 4月 1日
     （がん指）第276号         平成28年 5月 1日
     （在医総管）第25号        平成18年 4月 1日
     （在総）第238号           平成28年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第237号         平成29年 3月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （酸単）第6244号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101-26058 河野内科循環器科 〒770-0863 （がん疼）第3号           平成22年 4月 1日
     徳島市安宅一丁目４番３４号 （支援診３）第14号        平成29年 4月 1日
     088-652-2445  (088-652-2245) （在医総管）第26号        平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201-26082 布村医院 〒770-0816 （高）第23号              平成 9年11月 1日
     徳島市助任本町４丁目１番地
     088-652-2617  (088-652-1617)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301-26090 三木眼科 〒770-0833 （コン１）第115号         平成29年 4月 1日
     徳島市一番町１丁目７番地
     088-653-2506  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401-26124 山城クリニック 〒770-8054 （時間外１）第69号        平成24年 4月 1日
     徳島市山城西１丁目１８２番地３ （支援診３）第110号       平成28年 4月 1日
     088-625-1311  (088-625-5403) （在診実１）第24号        平成28年 4月 1日
     （在医総管）第168号       平成18年 5月 1日
     （在総）第180号           平成22年 7月 1日
     （１７５）第35号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19501-26173 日下医院 〒771-0115 （酸単）第5997号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.06円
     徳島市川内町宮島浜１０４番地
     088-665-0351  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  115

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19601-26199 恵愛レディースクリニ〒770-0023 一般        19（時間外１）第70号        平成24年 4月 1日
     ック 徳島市佐古３番町４番６号 （診入院）第557号         平成26年 4月 1日
     088-653-1201  病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （患サポ）第59号          平成27年 9月 1日
     （ハイ妊娠）第1号         平成20年 4月 1日
     年間分娩件数：709例
     （食）第448号             平成17年 3月 1日
     （ハイⅠ）第1号           平成18年 4月 1日
     （がん指）第298号         平成28年 3月 1日
     （ＨＰＶ）第5号           平成22年 4月 1日
     ＨＰＶ核酸検出
     （酸単）第6032号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701-26207 応神クリニック 〒771-1153 （時間外２）第94号        平成22年 4月 1日
     徳島市応神町吉成字西吉成９１番 （地包加）第11号          平成29年 4月 1日
     地の４ （支援診３）第45号        平成29年 4月 1日
     088-641-4888  （在医総管）第91号        平成18年 4月 1日
     （在総）第74号            平成17年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801-26223 藤田眼科 〒770-0026 一般    （ニコ）第71号            平成29年 5月 1日
     徳島市佐古六番町６番２７号 （コン１）第66号          平成28年 4月 1日
     088-656-1010  （角膜切）第2号           平成24年 4月 1日
     （硝切）第1号             平成24年 4月 1日
     （先１４０）第1号         平成20年12月 1日
     （先－１９１）第1号       平成25年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901-26231 鎌田耳鼻咽喉科クリニ〒770-0047 一般    （ニコ）第159号           平成29年 7月 1日
     ック 徳島市名東町１丁目１１７番地 （酸単）第6057号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2円
     088-633-1233  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  116

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20001-26256 宮内クリニック 〒770-0047 一般    （がん指）第288号         平成27年12月 1日
     徳島市名東町二丁目６６０番地１ （ショ小）第10号          平成19年10月 1日
     088-633-5535  専用施設の面積:57.09㎡
     患者１人当たりの面積:3.8㎡
     （デ小）第7号             平成13年 5月 1日
     専用施設の面積:57.09㎡
     患者１人当たりの面積:3.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101-26264 住友医院 〒770-8023 一般 （時間外１）第90号        平成24年 4月 1日
     徳島市勝占町下河原３２番地の１　　一般     6（地包加）第115号         平成28年 4月 1日
     088-669-0357  一般 （診入院）第593号         平成26年 4月 1日
     　　療養     4 病床区分:一般
     病床数:6床
     区分:入院基本料２
     加減算区分:医師配置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診療養入院）第168号     平成22年 4月 1日
     病床区分:療養
     病床数:4床
     区分:入院基本料２
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
     （ニコ）第45号            平成29年 7月 1日
     （支援診３）第15号        平成28年 8月 1日
     （在診実１）第17号        平成26年 8月 1日
     （がん指）第6号           平成28年 3月 1日
     （在医総管）第27号        平成18年 4月 1日
     （在総）第89号            平成18年 5月 1日
     （酸単）第5999号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201-26272 いのうえ眼科 〒770-8074 （コン１）第67号          平成29年 4月 1日
     徳島市八万町下福万６７番地の２
     088-668-7788  (088-668-7749)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301-26280 松田内科 〒770-0005 （時間外２）第2号         平成22年 4月 1日
     徳島市南矢三町三丁目１番３５号 （地包加）第63号          平成29年 4月 1日
     088-631-8212  (088-631-8223) （ニコ）第139号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第130号         平成23年 5月 1日
     （外後発使）第2号         平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401-26306 金沢クリニック 〒770-0871 （支援診３）第232号       平成29年 6月 1日
     徳島市金沢二丁目２番５５号 （在医総管）第95号        平成18年 4月 1日
     088-664-6644  (088-664-6645) （在総）第92号            平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  117

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20501-26314 ユークリニック 〒771-4261 （時間外２）第15号        平成22年 4月 1日
     徳島市丈六町新居田４２番地の１ （がん指）第146号         平成23年 1月 1日
     088-645-2627  (088-645-2627) （外後発使）第61号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
     （１７５）第278号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第5992号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601-26330 横井内科クリニック 〒770-0939 （時間外２）第30号        平成22年 4月 1日
     徳島市かちどき橋１丁目４０番地 （地包加）第32号          平成29年 4月 1日
     の１ （支援診３）第240号       平成29年 6月 1日
     088-657-0188  (088-657-0188) （がん指）第263号         平成28年 4月 1日
     （在医総管）第131号       平成18年 4月 1日
     （在総）第116号           平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701-26348 鎌田クリニック 〒770-0047 （時間外２）第64号        平成22年 4月 1日
     徳島市名東町１丁目１０３番地３ （支援診３）第89号        平成28年 4月 1日
     088-637-0788  (088-633-3313) （がん指）第52号          平成28年 3月 1日
     （在医総管）第143号       平成18年 4月 1日
     （在総）第152号           平成19年 8月 1日
     （外後発使）第17号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801-26355 たかはし内科 〒779-3123 （時間外１）第74号        平成24年 4月 1日
     徳島市国府町観音寺２２７番地の （地包加）第33号          平成29年 4月 1日
     １ （がん疼）第2号           平成22年 4月 1日
     088-643-0122  (088-643-0121) （ニコ）第49号            平成29年 7月 1日
     （がん指）第22号          平成22年12月 1日
     （在医総管）第169号       平成18年 5月 1日
     （酸単）第6063号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  118

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20901-26363 おかがわ内科・小児科〒770-0861 一般 （時間外１）第14号        平成24年 4月 1日
     徳島市住吉１丁目１０番１９号 　　一般    18（地包加）第64号          平成29年 4月 1日
     088-656-0022  (088-656-2070) （診入院）第572号         平成26年 4月 1日
     病床区分:一般
     病床数:18床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （総合評価）第5号         平成20年 4月 1日
     （退支）第30号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （小か診）第4号           平成28年 4月 1日
     （ニコ）第173号           平成29年 7月 1日
     （支援診３）第188号       平成29年 4月 1日
     （在診実１）第18号        平成26年10月 1日
     （がん指）第23号          平成29年 3月 1日
     （肝炎）第26号            平成24年 9月 1日
     （在医総管）第170号       平成18年 5月 1日
     （在総）第133号           平成18年 5月 1日
     （在訪褥）第6号           平成26年 5月 1日
     （酸単）第6039号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001-26389 国府クリニック 〒779-3122 （地包加）第117号         平成28年 4月 1日
     徳島市国府町府中字古池１２番地 （がん疼）第61号          平成24年 4月 1日
     ６ （ニコ）第83号            平成29年 7月 1日
     088-642-5920  (088-642-5926) （支援診３）第206号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第4号           平成23年 5月 1日
     （在医総管）第88号        平成18年 4月 1日
     （在総）第56号            平成14年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21101-26421 岡部内科クリニック 〒771-0130 （時間外１）第16号        平成24年 4月 1日
     徳島市川内町加賀須野４３７番地 （地包加）第34号          平成29年 4月 1日
     の３ （支援診３）第17号        平成28年 4月 1日
     088-665-6008  (088-665-6235) （在医総管）第30号        平成18年 4月 1日
     （在総）第93号            平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  119

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21201-26439 徳島市夜間休日急病診〒770-8053 （小夜１）第1号           平成16年 5月 1日
     療所 徳島市沖浜東２丁目１６番地 （夜）第1号               平成22年 4月 1日
     088-622-3576  （１７５）第96号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301-26447 鈴木医院 〒770-0812 （時間外１）第50号        平成24年 4月 1日
     徳島市北常三島町１丁目１８番地
     088-622-1027  (088-622-2755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401-26454 リムズ徳島クリニック〒770-0047 一般 （時間外１）第129号       平成26年 4月 1日
     徳島市名東町２丁目５５９－１ 　　一般    16（診入院）第637号         平成26年 4月 1日
     088-634-1122  (088-634-1630) 病床区分:一般
     病床数:16床
     区分:入院基本料１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （食）第418号             平成14年 4月 1日
     （支援診３）第66号        平成28年 4月 1日
     （がん指）第16号          平成28年 3月 1日
     （運Ⅱ）第61号            平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:110.87㎡
     （ペ）第33号              平成14年 4月 1日
     （酸単）第5994号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21501-26462 河野内科 〒770-0923 （時間外１）第71号        平成24年 4月 1日
     徳島市大道３丁目１６番地 （地包加）第12号          平成27年 4月 1日
     088-625-2168  (088-656-7632) （がん疼）第59号          平成24年 4月 1日
     （在医総管）第144号       平成18年 4月 1日
     （在総）第119号           平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601-26470 河野美香レディースク〒770-8054 （時間外１）第91号        平成24年 4月 1日
     リニック 徳島市山城西３丁目２６番地 （がん指）第282号         平成28年 1月 1日
     088-625-2370  (088-625-2995) （ＨＰＶ）第8号           平成26年 4月 1日
     ＨＰＶ核酸検出
     ＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタ
     イプ判定）
     （酸単）第6280号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  120

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21701-26488 橋口内科クリニック 〒770-0937 （時間外１）第72号        平成24年 4月 1日
     徳島市富田橋１丁目３０番地 （地包加）第99号          平成29年 4月 1日
     088-624-1001  (088-652-2001) （ニコ）第57号            平成29年 7月 1日
     注１に規定する基準を満たさな
     い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
     （支援診３）第175号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第20号          平成28年 3月 1日
     （在医総管）第276号       平成24年 7月 1日
     （酸単）第6064号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21801-26496 渭東眼科クリニック 〒770-0868 （コン１）第68号          平成29年 4月 1日
     徳島市福島２丁目１番３号 （酸単）第6040号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     088-626-7575  (088-626-7576)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901-26504 中村外科内科 〒770-0804 一般 （時間外２）第16号        平成22年 4月 1日
     徳島市中吉野町４丁目５０番地の　　一般    17（診入院）第646号         平成26年 4月 1日
     ２ 病床区分:一般
     088-631-8555  (088-678-6357) 病床数:17床
     区分:入院基本料５
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
     夜間の緊急体制:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （支援診３）第113号       平成28年 8月 1日
     （在医総管）第172号       平成18年 6月 1日
     （在総）第135号           平成18年 6月 1日
     （酸単）第6016号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  121

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22001-26538 三河眼科 〒770-0847 一般 （診入院）第579号         平成24年 4月 1日
     徳島市幸町３丁目３４番地の１ 　　一般     5 病棟種別:一般
     088-655-0088  (088-655-0733) 病床数:5床
     区分:入院基本料４
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （後発使１）第5号         平成28年 4月 1日
     （コン１）第69号          平成28年 4月 1日
     （外後発使）第44号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
     （緑内イ）第1号           平成26年 4月 1日
     手術の実施件数:68例
     （酸単）第6076号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101-26553 白井皮ふ科 〒770-0004 （外後発使）第49号        平成28年 4月 1日
     徳島市南田宮３丁目４番１１号 外来後発医薬品使用体制加算１
     088-634-1121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201-26579 梶産婦人科 〒770-0832 一般 （時間外１）第17号        平成24年 4月 1日
     徳島市寺島本町東２丁目２２番地　　一般    19（診入院）第546号         平成26年 4月 1日
     ２ 病床区分:一般
     088-622-1680  (088-622-1694) 病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （ハイ妊娠）第3号         平成20年 4月 1日
     年間分娩件数：345例
     （ハイⅠ）第11号          平成18年 9月 1日
     （がん指）第163号         平成23年 2月 1日
     （ＨＰＶ）第6号           平成22年 4月 1日
     （酸単）第6024号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  122

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22301-26587 佐々木クリニック 〒779-3132 （時間外２）第79号        平成22年 4月 1日
     徳島市一宮町東丁２０５番地
     088-636-5865  (088-636-5865)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22401-26595 田山チャイルドクリニ〒770-0006 （時間外２）第255号       平成24年 4月 1日
     ック 徳島市北矢三町３丁目３番４１号 （小か診）第5号           平成28年10月 1日
     088-633-2055  (088-633-2077)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22501-26603 福本耳鼻咽喉科医院 〒770-0932 （ニコ）第44号            平成29年 7月 1日
     徳島市仲之町１丁目３１番地 （外後発使）第84号        平成29年 6月 1日
     088-623-6222  (088-626-5860) 外来後発医薬品使用体制加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22601-26611 坂東ハートクリニック〒770-8025 （時間外２）第60号        平成22年 4月 1日
     徳島市三軒屋町下分２８番地２ （ニコ）第30号            平成29年 7月 1日
     088-669-6255  (088-669-6256) （がん指）第139号         平成27年10月 1日
     （酸単）第6052号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22701-26629 えもとこどもクリニッ〒770-0872 （時間外２）第181号       平成22年 4月 1日
     ク 徳島市北沖洲３丁目１番２４
     088-664-8580  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22801-26645 中井医院 〒770-8063 （時間外１）第92号        平成24年 4月 1日
     徳島市南二軒屋町１丁目２番８号 （地包加）第65号          平成29年 4月 1日
     088-652-6655  （支援診３）第100号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第156号       平成18年 4月 1日
     （在総）第127号           平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22901-26678 福本眼科 〒770-8054 （コン１）第70号          平成28年10月 1日
     徳島市山城西４丁目７番地２ （先１４０）第2号         平成22年11月 1日
     088-602-2000  （酸単）第6065号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23001-26694 いしたに耳鼻咽喉科ク〒770-0006 （高）第39号              平成17年11月 1日
     リニック 徳島市北矢三町３丁目２番５３号
     088-633-8741  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23101-26702 橋本リハビリテーショ〒770-0813 （脳Ⅲ）第28号            平成20年 4月 1日
     ンクリニック 徳島市中常三島町３丁目１９番地 注５に規定する施設基準
     ３ 専用施設の面積:210.73㎡
     088-626-0311  (088-626-0298) （運Ⅲ）第90号            平成27年 5月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:210.53㎡
     初期加算届出:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23201-26751 髙石司耳鼻咽喉科 〒770-0862 （高）第42号              平成18年11月 1日
     徳島市城東町１丁目１９７番地
     088-622-8733  (088-654-3387)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  123

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23301-26769 片岡内科消化器クリニ〒770-0025 （時間外２）第256号       平成24年 4月 1日
     ック 徳島市佐古五番町１１－１７ （がん指）第108号         平成28年 4月 1日
     088-611-1251  (088-611-1252) （肝炎）第23号            平成22年 7月 1日
     （酸単）第5989号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23401-26777 とくしま耳鼻咽喉科ク〒771-1154 （高）第43号              平成18年12月 4日
     リニック 徳島市応神町東貞方字北野９３番 （酸単）第6281号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     地１
     088-683-3987  (088-678-3347)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23501-26785 北佐古クリニック 〒770-0012 （時間外１）第75号        平成24年 4月 1日
     徳島市北佐古二番町２－１５ （地包加）第104号         平成29年 4月 1日
     088-632-6811  (088-632-6752) （ニコ）第66号            平成29年 7月 1日
     注１に規定する基準を満たさな
     い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
     （がん指）第114号         平成28年 4月 1日
     （在医総管）第196号       平成19年 3月 1日
     （在総）第149号           平成19年 3月 1日
     （酸単）第6033号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23601-26793 徳島往診クリニック 〒770-8070 一般    （時間外１）第93号        平成24年 4月 1日
     徳島市八万町新貝５６番地の２８ （がん疼）第27号          平成22年 4月 1日
     088-668-7318  (088-668-7326) （支援診２）第24号        平成29年 4月 1日
     （在緩診実）第1号         平成28年 4月 1日
     （がん指）第15号          平成22年 4月 1日
     （在医総管）第197号       平成19年 4月 1日
     （在総）第150号           平成19年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23701-26801 梅原整形外科 〒770-0866 （脳Ⅲ）第30号            平成20年 4月 1日
     徳島市末広４丁目８番７号 専用施設の面積:60.95㎡
     088-602-0922  (088-602-1252) （運Ⅱ）第120号           平成19年10月 1日
     専用施設の面積:60.95㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23801-26819 津田クリニック 〒770-8003 （がん指）第183号         平成26年11月 1日
     徳島市津田本町４丁目２番８７号 （酸単）第5998号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     088-612-8668  (088-663-3555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  124

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23901-26827 祖川産婦人科クリニッ〒770-0003 一般        13（診入院）第561号         平成22年 4月 1日
     ク 徳島市北田宮３丁目５番６５号 病棟種別:一般
     088-633-1133  (088-633-0776) 病床数:13床
     区分:入院基本料４
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:求人を行っているが応
     募がないため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
     （ＨＰＶ）第29号          平成22年 9月 1日
     （酸単）第6077号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  125

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  24001-26843 橘整形外科 〒770-0831 一般 （時間外１）第18号        平成24年 4月 1日
     徳島市寺島本町西２丁目３７の１　　一般    19（診入院）第517号         平成26年 4月 1日
     088-623-2462  (088-623-2462) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診入帰）第4号           平成28年 4月 1日
     届出病床の状況一般病床数:19
     床
     （退支）第32号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第469号             平成19年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第207号         平成26年 4月 1日
     撮影に使用する機器：４列以上
     １６列未満のマルチスライスＣ
     Ｔ
     （脳Ⅲ）第31号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:100.4㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第15号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:100.4㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6017号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24101-26850 城西ビオスクリニック〒770-0021 （支援診３）第192号       平成28年 4月 1日
     徳島市佐古一番町５番２号 （在医総管）第301号       平成26年 6月 1日
     088-611-1160  (088-611-1150) （ショ小）第11号          平成20年 1月 1日
     専用施設の面積:152.96㎡
     患者１人当たりの面積:5.1㎡
     （デ小）第16号            平成19年 9月 1日
     専用施設の面積:152.96㎡
     患者１人当たりの面積:5.1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  126

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  24201-26868 川口内科循環器クリニ〒770-8055 （時間外２）第196号       平成22年 4月 1日
     ック 徳島市山城町西浜傍示１７３番地 （支援診３）第140号       平成29年 4月 1日
     ７ （がん指）第251号         平成26年10月 1日
     088-652-2555  (088-652-2564) （在医総管）第217号       平成20年 5月 1日
     （在総）第159号           平成20年 5月 1日
     （酸単）第6305号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24301-26876 赤沢医院 〒771-0142 一般        19（時間外１）第52号        平成24年 4月 1日
     徳島市川内町沖島６８番地の１ （診入院）第547号         平成26年 4月 1日
     088-665-3091  (088-665-3094) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （食）第474号             平成20年 9月15日
     （透析水２）第13号        平成24年11月 1日
     （酸単）第6318号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24401-26884 愛育小児科 〒779-3114 （ニコ）第114号           平成29年 7月 1日
     徳島市国府町桜間字登々路８番１ （小検）第11号            平成21年 7月 1日
     088-643-1205  (088-643-1206) （酸単）第6003号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.24円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24501-26892 正木整形・リハビリク〒770-8070 （脳Ⅲ）第86号            平成22年 1月 1日
     リニック 徳島市八万町大野１１５番地３ 専用施設の面積:105.95㎡
     088-636-3111  (088-636-3181) （運Ⅱ）第135号           平成22年 1月 1日
     専用施設の面積:105.95㎡
     （酸単）第6078号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24601-26918 たまき青空クリニック〒771-1155 （時間外１）第120号       平成24年 8月 1日
     徳島市応神町西貞方字仁徳３１番 （がん指）第247号         平成26年10月 1日
     地１ （外後発使）第68号        平成28年 8月 1日
     088-683-3715  (088-683-3710) 外来後発医薬品使用体制加算１
     （透析水２）第27号        平成28年 3月 1日
     （肢梢）第11号            平成28年 5月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （酸単）第6229号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  127

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  24701-26926 ひろクリニック 〒770-8076 （がん指）第243号         平成26年 8月 1日
     徳島市八万町内浜１５番地６ （酸単）第6306号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     088-667-1600  (088-667-1620)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24801-26942 日下日浅脳外科内科ク〒770-0812 （時間外２）第257号       平成24年 4月 1日
     リニック 徳島市北常三島町２丁目４８番地 （がん指）第199号         平成23年10月 1日
     １ （神経）第15号            平成22年 5月 1日
     088-678-3132  (088-678-3118)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24901-26959 平尾レディースクリニ〒770-8024 （時間外１）第19号        平成24年 4月 1日
     ック 徳島市西須賀町下中須８５番地７ （ハイⅠ）第18号          平成23年 1月 1日
     088-669-6366  (088-669-6367) （がん指）第317号         平成28年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第33号          平成26年 4月 1日
     ＨＰＶ核酸検出
     ＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタ
     イプ判定）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25001-26975 佐古あいじつクリニッ〒770-0024 （ニコ）第162号           平成29年 7月 1日
     ク 徳島市佐古四番町６番１１号 （酸単）第6282号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     088-624-9935  (088-624-9936)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25101-26983 阿波っ子クリニック 〒779-3121 （時間外２）第241号       平成23年12月 1日
     徳島市国府町和田字居内１０７番 （在医総管）第264号       平成23年12月 1日
     地 （在総）第195号           平成23年12月 1日
     088-678-5883  (088-678-5554)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25201-27023 三河循環器科内科 〒770-0846 （時間外２）第270号       平成25年 1月15日
     徳島市南内町１丁目４１番地 （地包加）第119号         平成28年 4月 1日
     088-652-7376  (088-652-7310) （ニコ）第178号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第227号         平成28年 3月 1日
     （酸単）第6034号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25301-27031 西新町二丁目クリニッ〒770-0902 （時間外１）第123号       平成25年 2月 1日
     ク 徳島市西新町２丁目７番地の３ （地包加）第35号          平成27年 4月 1日
     088-625-2333  (088-678-8782) （ニコ）第176号           平成29年 7月 1日
     （支援診３）第181号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第289号       平成25年 2月 1日
     （在総）第214号           平成25年 2月 1日
     （酸単）第6035号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.2円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  128

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25401-27072 むくの木クリニック 〒779-3105 一般 （時間外１）第131号       平成26年 9月 1日
     徳島市国府町東高輪３５３番地１　　一般    19（診入院）第671号         平成29年 5月 1日
     088-624-7575  (088-624-7576) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （ニコ）第198号           平成29年 5月 1日
     （支援診３）第209号       平成28年 4月 1日
     （在医総管）第294号       平成26年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第205号         平成26年 3月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅱ）第159号           平成26年 7月 1日
     専用施設の面積:315.08㎡
     初期加算届出:無
     （運Ⅰ）第78号            平成26年 7月 1日
     専用施設の面積:315.08㎡
     初期加算届出:無
     （酸単）第6041号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25501-27114 おおしま内科皮フ科ク〒770-0022 （時間外２）第288号       平成26年10月 1日
     リニック 徳島市佐古二番町５－２０ （糖管）第28号            平成26年10月 1日
     088-622-1230  (088-622-1240) （糖防管）第28号          平成27年 3月 1日
     （ニコ）第190号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第335号         平成28年12月 1日
     （持血測）第14号          平成26年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25601-27122 八木クリニック 〒770-8022 （在医総管）第309号       平成26年11月 1日
     徳島市大松町榎原外５０番地１ （酸単）第6319号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.96円
     088-636-3530  (088-636-3531)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  129

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25701-27130 川島透析クリニック 〒770-0011 （在血液）第7号           平成27年 3月 1日
     徳島市北佐古一番町６番１号 （透析水２）第24号        平成27年 6月 1日
     088-634-0200  (088-612-8321) （肢梢）第5号             平成28年 5月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （酸単）第6320号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.31円
     大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25801-27155 ひなたクリニック 〒771-1151 （小検）第20号            平成27年 6月 1日
     徳島市応神町古川字戎子野８１番 （酸単）第6042号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     地４
     088-678-5461  (088-678-5462)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25901-27163 おかむら内科クリニッ〒770-0044 （ニコ）第195号           平成29年 7月 1日
     ク 徳島市庄町一丁目２７番１ （がん指）第289号         平成28年 3月 1日
     088-678-7505  (088-678-7405) （酸単）第6080号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.25円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26001-27189 山田こどもクリニック〒770-0053 （喘管）第10号            平成28年12月 1日
     徳島市南島田町四丁目５４番１ （ニコ）第201号           平成29年 7月 1日
     088-634-0013  （小検）第21号            平成28年 1月27日
     （障）第6号               平成28年 3月 1日
     専用施設の面積:46.36㎡
     （酸単）第6010号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26101-27197 かさまつ在宅クリニッ〒770-0932 （時間外１）第139号       平成28年 1月 1日
     ク 徳島市仲之町２丁目８番地２ （がん疼）第86号          平成28年 1月 1日
     088-679-6393  (088-679-6394) （支援診３）第212号       平成29年 4月 1日
     （在診実１）第22号        平成28年 1月 1日
     （在医総管）第318号       平成28年 1月 1日
     （在総）第235号           平成28年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26201-27205 大櫛耳鼻咽喉科はな・〒770-0832 一般         9（時間外１）第138号       平成28年 1月18日
     みみサージクリニック徳島市寺島本町東２丁目１９番地 （診入院）第673号         平成28年 1月18日
     088-622-8787  (088-622-8711) 病床区分:一般
     病床数:9床
     区分:入院基本料２
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （酸単）第6343号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  130

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  26301-27221 斎藤内科循環器科 〒770-8064 （時間外１）第140号       平成28年 4月 1日
     徳島市城南町一丁目８番１０号 （ニコ）第205号           平成29年 7月 1日
     088-656-2511  (088-656-2512) （支援診３）第214号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第314号         平成28年 6月 1日
     （在医総管）第320号       平成28年 4月 1日
     （酸単）第5988号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26401-27239 たけひさ医院 〒770-0863 （支援診３）第219号       平成28年 5月 1日
     徳島市安宅一丁目８番３７号 （がん指）第322号         平成28年 5月 1日
     088-678-8751  (088-678-7816) （在医総管）第325号       平成28年 5月 1日
     （認２）第6号             平成28年 5月 1日
     （ショ小）第15号          平成28年 5月 1日
     専用施設の面積:53.74㎡
     患者１人当たりの面積:3.58㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26501-27247 末広ひなたクリニック〒770-0866 （時間外２）第294号       平成28年 5月 9日
     徳島市末広２丁目１番１１１号 （小検）第22号            平成29年 5月 1日
     088-624-8660  (088-624-8663)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26601-27270 名東天満クリニック 〒770-0047 （Ｃ・Ｍ）第234号         平成28年 9月 1日
     徳島市名東町１丁目９１番地 撮影に使用する機器：１６列以
     088-624-7236  (088-624-7237) 上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （酸単）第6295号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.27円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26701-27288 仁木訪問診療クリニッ〒770-0856 （支援診３）第222号       平成29年 4月 1日
     ク 徳島市中洲町１丁目６４番地２ （在医総管）第330号       平成28年10月 1日
     088-611-2128  （在総）第240号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26801-27296 武村クリニック 〒770-0871 （支援診３）第225号       平成29年 5月 1日
     徳島市金沢一丁目８４番５ （がん指）第342号         平成29年 5月 1日
     088-624-8800  (088-624-8877) （在医総管）第336号       平成29年 5月 1日
     （酸単）第6357号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26901-27304 おきクリニック 〒770-0942 （ニコ）第209号           平成29年 7月 1日
     徳島市昭和町７丁目２９－１ 注１に規定する基準を満たさな
     088-677-3345  (088-611-2110) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
     （がん指）第343号         平成29年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第244号         平成29年 5月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  131

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27002-10019 鳴門シーガル病院 〒771-0361 精神       240（精救急受入）第8号       平成24年 4月 1日
     (02-30047 ) 鳴門市瀬戸町堂浦字阿波井５７ （精療）第16号            平成26年 4月 1日
     088-688-0011  重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.8㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:２病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.4㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.8㎡
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.2㎡
     （食）第7号               昭和33年10月 1日
     （精）第2号               平成 3年 7月 1日
     専用施設の面積:11114㎡
     （認１）第5号             平成26年 8月 1日
     届出区分：認知療法・認知行動
     療法１
     （補管）第480号           平成14年 5月 1日
     （酸単）第6090号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  132

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27102-10027 南海病院 〒772-0053 精神 （精神入院）第660号       平成18年 4月 1日
     (02-30021 ) 鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂５ 　　一般   193 病棟種別:精神
     088-687-0311  精神 病棟数:4棟
     　　療養   108 病床数:193床
     区分:１５対１入院基本料
     （看補）第774号           平成18年 4月 1日
     病棟種別:精神
     病棟数:4
     病床数:193
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
     （精合併加算）第5号       平成20年 4月 1日
     （患サポ）第1号           平成24年 4月 1日
     （精救急受入）第9号       平成24年 4月 1日
     （精療）第10号            平成26年 4月 1日
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第３病棟
     病床数:51
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.7㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第４病棟
     病床数:57
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.6㎡
     （食）第6号               昭和33年10月 1日
     （薬）第17号              平成 6年12月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第220号         平成27年 3月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （精）第18号              平成13年 6月 1日
     （医療保護）第2号         平成16年 4月 1日
     （補管）第589号           平成20年 7月 1日
     （酸単）第6323号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  133

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27202-10043 兼松病院 〒772-0002 一般        40（一般入院）第915号       平成26年10月 1日
     鳴門市撫養町斎田字大堤５４番地療養        46 病棟種別:一般
     088-685-4537  (088-685-1227) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１０対１入院基本料
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
     （診療録２）第30号        平成18年11月 1日
     （療）第19号              平成 9年 6月 1日
     病棟数:1
     病床数:31
     病室の総面積：280.2㎡
     （重）第46号              平成 9年 6月 1日
     ２人部屋:2
     （療養１）第24号          平成18年 8月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:療養
     病床数:46床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8㎡
     （感染防止２）第22号      平成24年 4月 1日
     （後発使１）第2号         平成28年 4月 1日
     （病棟薬１）第9号         平成24年 4月 1日
     （データ提）第26号        平成27年 1月 1日
     データ提出加算１
     　ロ（200床未満）
     （退支）第11号            平成28年11月 1日
     退院支援加算の区分:加算１
     地域連携診療計画加算:有
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:2棟
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:86床
     （認ケア）第15号          平成28年 8月 1日
     加算区分:加算２
     （回２）第20号            平成28年 3月 1日
     病棟面積のうち１床当たり:23.
     09㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.08㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  134

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:46床
     （地包ケア１）第4号       平成26年 6月 1日
     地域包括ケア入院医療管理料１
     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
     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
     （食）第370号             平成 9年 6月 1日
     （がん疼）第47号          平成22年 7月 1日
     （がん指）第53号          平成28年 6月 1日
     （薬）第50号              平成22年 4月 1日
     医薬品安全性情報等管理体制加
     算：有
     （地連計）第8号           平成28年10月 1日
     （コン１）第104号         平成28年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第170号         平成28年 5月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     （外化２）第3号           平成20年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第21号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:210.1㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第46号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:198.2㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第53号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:198.2㎡
     初期加算届出:有
     （がんリハ）第13号        平成26年11月 1日
     専用施設の面積:210.1㎡
     （酸単）第6087号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.31円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  135

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27302-10068 鳴門山上病院 〒772-0053 療養       200（療養入院）第389号       平成26年 8月 1日
     鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂２０ 病棟種別:療養
     ５番地２９ 病棟数:2棟
     088-687-1234  (088-687-1078) 病床数:91床
     区分:入院基本料１
     （診療録２）第63号        平成29年 2月 1日
     （療養１）第16号          平成18年 4月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:２病棟西
     病床数:51床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.79㎡
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:１病棟
     病床数:40床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     （栄養チ）第11号          平成24年 8月 1日
     （医療安全２）第73号      平成27年 3月 1日
     （患サポ）第57号          平成27年 3月 1日
     （総合評価）第94号        平成24年 4月 1日
     （データ提）第45号        平成29年 4月 1日
     データ提出加算１
     　ロ（200床未満）
     （退支）第76号            平成28年 7月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:2棟
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:91床
     （認ケア）第2号           平成28年 7月 1日
     加算区分:加算２
     （回３）第1号             平成28年 7月 1日
     病棟面積のうち１床当たり:23.
     46㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.85㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  136

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:30床
     （食）第130号             昭和55年 3月 1日
     （排自）第4号             平成28年 7月 1日
     （薬）第10号              平成22年 4月 1日
     医薬品安全性情報等管理体制加
     算：有
     （Ｃ・Ｍ）第186号         平成24年 6月 1日
     撮影に使用する機器：４列以上
     １６列未満のマルチスライスＣ
     Ｔ
     （脳Ⅰ）第7号             平成25年 9月 1日
     専用施設の面積:540.7㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第50号            平成25年 9月 1日
     専用施設の面積:505㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第37号            平成25年 9月 1日
     専用施設の面積:505㎡
     初期加算届出:有
     （１７５）第270号         平成14年 4月 1日
     （酸単）第6082号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.18円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.25円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  137

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27402-10092 岩朝病院 〒772-0017 療養        44（療養入院）第418号       平成26年 5月 1日
     鳴門市撫養町立岩字元地２８０番 病棟種別:療養
     地 病床区分:療養
     088-685-8855  (088-685-8856) 病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:入院基本料１
     （療養改１）第5号         平成24年 9月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:入院病棟
     病床数:44床
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.54㎡
     （食）第319号             平成 6年10月21日
     （がん指）第187号         平成28年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第224号         平成27年 8月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅲ）第32号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:121.6㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅲ）第13号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:121.6㎡
     初期加算届出:有
     （透析水２）第26号        平成28年 1月 1日
     （酸単）第6084号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  138

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27502-10118 徳島県鳴門病院 〒772-8503 一般       307（一般入院）第922号       平成28年 8月 1日
     鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番 病棟種別:一般
     088-683-0011  (088-683-1860) 病棟数:6棟
     病床数:273床
     区分:７対１入院基本料
     （超急性期）第15号        平成25年 4月 1日
     （診療録１）第1号         平成26年 4月 1日
     （事補１）第5号           平成28年10月 1日
     一般病床数:279床
     一般病床配置基準:２５対１補
     助体制加算
     （急性看補）第26号        平成28年 8月 1日
     急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:50対１
     （看夜配）第4号           平成28年11月 1日
     急性期看護補助体制加算の区分
     :看護職員夜間配置加算
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:看護職員夜間配置加算
     看護職員夜間配置加算の届出区
     分：16対１ 配置加算
     （療）第68号              平成25年 4月 1日
     病棟数:6
     病棟種別:一般
     病床数:216
     病室の総面積：1832.54㎡
     １床当たり病床面積：8.48㎡
     （重）第87号              平成25年 4月 1日
     個室:17
     （無菌１）第4号           平成25年 4月 1日
     （栄養チ）第14号          平成25年 4月 1日
     （医療安全１）第68号      平成25年 4月 1日
     届出区分：医療安全対策加算１
     （感染防止１）第8号       平成27年 3月 1日
     感染防止対策地域連携加算届出
     有無:有
     （患サポ）第53号          平成25年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第19号        平成25年 4月 1日
     年間分娩件数：266例
     （ハイ分娩）第17号        平成25年 4月 1日
     年間分娩件数：279例
     （データ提）第17号        平成25年 4月 1日
     データ提出加算２
     　イ（200床以上）
     （退支）第60号            平成28年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  139

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     退院支援加算の区分:加算１
     地域連携診療計画加算:有
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:6棟
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:279床
     （ハイケア１）第2号       平成28年10月 1日
     当該治療室の病床数:6床
     （小入５）第6号           平成25年 4月 1日
     病棟種別：一般
     年間小児緊急入院患者数：332
     小児入院医療管理病室病床数：
     273床
     （短手１）第6号           平成25年 4月 1日
     回復室病床数:2床
     （食）第483号             平成25年 4月 1日
     （糖管）第27号            平成25年 4月 1日
     （がん疼）第73号          平成25年 4月 1日
     （がん指１）第11号        平成27年10月 1日
     （がん指２）第6号         平成27年10月 1日
     （がん指３）第4号         平成27年10月 1日
     （糖防管）第31号          平成27年10月 1日
     （ニコ）第179号           平成29年 7月 1日
     （開）第21号              平成25年 4月 1日
     開放病床利用率:7％
     開放病床数:20
     （ハイⅠ）第19号          平成25年 4月 1日
     （がん計）第6号           平成25年12月 1日
     （肝炎）第27号            平成25年 8月 1日
     （薬）第143号             平成25年 4月 1日
     （機安１）第28号          平成25年 4月 1日
     （機安２）第8号           平成25年 4月 1日
     （在後病）第2号           平成26年 7月 1日
     （持血測）第12号          平成25年 6月 1日
     （ＨＰＶ）第38号          平成25年 4月 1日
     （検Ⅱ）第25号            平成25年 4月 1日
     （ヘッド）第11号          平成25年 6月 1日
     （長）第8号               平成25年 4月 1日
     （神経）第18号            平成25年 4月 1日
     （コン１）第116号         平成28年10月 1日
     （小検）第17号            平成25年 4月 1日
     （誘発）第7号             平成25年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第198号         平成26年 8月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  140

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     （抗悪処方）第14号        平成25年 4月 1日
     （外化１）第32号          平成25年 4月 1日
     専用病床数:5床
     （菌）第49号              平成25年 4月 1日
     専用の部屋の面積:26.05㎡
     （心Ⅰ）第12号            平成25年 4月 1日
     専用施設の面積:79.2㎡
     （脳Ⅰ）第44号            平成25年 4月 1日
     専用施設の面積:358.74㎡
     （運Ⅰ）第65号            平成25年 4月 1日
     専用施設の面積:358.74㎡
     （呼Ⅰ）第59号            平成25年 4月 1日
     専用施設の面積:358.74㎡
     （がんリハ）第27号        平成28年 2月 1日
     専用施設の面積:358.74㎡
     （透析水２）第29号        平成28年 4月 1日
     （脳刺）第8号             平成25年 4月 1日
     （脊刺）第8号             平成25年 4月 1日
     （乳セ２）第10号          平成25年 4月 1日
     届出区分：単独法
     （ペ）第43号              平成25年 4月 1日
     （大）第21号              平成25年 4月 1日
     （胆）第7号               平成25年 4月 1日
     （腎）第14号              平成25年 4月 1日
     （胃瘻造）第26号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ｉ）第9号           平成25年 4月 1日
     （輸適）第15号            平成26年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第18号        平成27年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第38号          平成25年 4月 1日
     （酸単）第6298号          平成29年 4月 1日ＣＥ　　 算定単価:0.17円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  141

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27602-10126 小川病院 〒772-0002 一般        48（一般入院）第933号       平成28年 9月 1日
     鳴門市撫養町斎田字北浜９９番地療養        57 病棟種別:一般
     088-686-2322  (088-686-2344) 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     （療養入院）第424号       平成28年 2月 1日
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:57床
     区分:入院基本料１
     （診療録２）第61号        平成28年 9月 1日
     （看配）第703号           平成28年 9月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     基本料区分:一般入院
     看護配置加算:有
     （看補）第876号           平成29年 6月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1
     病床数:48
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     （療）第72号              平成28年 2月 1日
     病棟数:1
     病棟種別:一般
     病床数:36
     病室の総面積：294.2㎡
     １床当たり病床面積：8.17㎡
     （重）第89号              平成28年 2月 1日
     個室:2
     （療養１）第40号          平成28年 2月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:療養病棟
     病床数:57床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.8㎡
     （医療安全２）第79号      平成28年 2月 1日
     （患サポ）第61号          平成28年 2月 1日
     （後発使３）第5号         平成28年10月 1日
     （データ提）第49号        平成29年 6月 1日
     データ提出加算１
     　ロ（200床未満）
     （退支）第69号            平成28年 2月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  142

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第492号             平成28年 2月 1日
     （がん疼）第87号          平成28年 2月 1日
     （ニコ）第202号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第306号         平成28年 4月 1日
     （地連計）第13号          平成28年11月 1日
     （機安１）第32号          平成28年 9月 1日
     （支援病３）第30号        平成28年 2月 1日
     （在医総管）第319号       平成28年 2月 1日
     （在総）第236号           平成28年 2月 1日
     （神経）第21号            平成28年 4月 1日
     （コン１）第118号         平成28年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第227号         平成28年 2月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅰ）第46号            平成28年 4月 1日
     専用施設の面積:166.8㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第86号            平成28年 2月 1日
     専用施設の面積:166.8㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第69号            平成28年 2月 1日
     専用施設の面積:166.8㎡
     初期加算届出:有
     （がんリハ）第30号        平成29年 2月 1日
     専用施設の面積:166.8㎡
     （透析水１）第37号        平成28年 2月 1日
     （酸単）第6089号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.29円
     大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27702-10365 大鳴門内科 〒772-0053 （１７５）第55号          平成14年 4月 1日
     鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂５０
     －３
     088-687-0582  (088-687-0844)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27802-10407 元木医院 〒772-0003 一般        19（酸単）第6088号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     鳴門市撫養町南浜字東浜５９２
     088-685-8282  (088-686-8465)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  143

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27902-10464 原田内科 〒772-0035 一般 （時間外２）第189号       平成22年 4月 1日
     鳴門市大津町矢倉字六ノ越５番地　　一般    12（地包加）第98号          平成29年 4月 1日
     の９ 一般 （診入院）第549号         平成26年 4月 1日
     088-685-3351  　　療養     7 病床区分:一般
     病床数:12床
     区分:入院基本料２
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診療養入院）第132号     平成26年 4月 1日
     病床区分:療養
     病床数:7床
     区分:入院基本料２
     栄養管理実施加算:有
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
     （診療養）第49号          平成18年10月 1日
     病床数:7
     病床部分に係る面積のうち患者
     １人当たり:7.13㎡
     両側室部分の廊下幅:2.8ｍ
     （食）第465号             平成18年 9月 1日
     （喘管）第8号             平成18年 4月 1日
     （ニコ）第3号             平成29年 7月 1日
     （支援診３）第153号       平成28年 4月 1日
     （がん指）第275号         平成27年 6月 1日
     （在医総管）第240号       平成22年 4月 1日
     （在総）第170号           平成22年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第67号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:125.8㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅱ）第62号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:125.8㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第19号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:125.8㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6092号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.38円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.14円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  144

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  28002-10472 佐藤整形外科医院 〒772-0003 一般 （時間外１）第94号        平成24年 4月 1日
     鳴門市撫養町南浜字東浜２６５番　　一般    13（診入院）第537号         平成26年 6月 1日
     地 一般 病棟種別:一般
     088-685-6555  (088-685-6706) 　　療養     6 病床数:13床
     区分:入院基本料２
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診療養入院）第133号     平成26年 7月 1日
     病床区分:療養
     病床数:6床
     区分:入院基本料２
     看取り加算:有
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
     （診療養改）第11号        平成24年10月 1日
     病床数:6
     病床部分に係る面積のうち患者
     １人当たり:6.5㎡
     片側室部分の廊下幅:1.4ｍ
     （食）第352号             平成 7年10月 1日
     （在医総管）第107号       平成18年 4月 1日
     （在総）第95号            平成18年 5月 1日
     （脳Ⅲ）第68号            平成20年 4月 1日
     専用施設の面積:73.92㎡
     （運Ⅱ）第46号            平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:73.92㎡
     （酸単）第6324号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28102-10480 原田医院 〒779-0302 （時間外２）第27号        平成22年 4月 1日
     鳴門市大麻町大谷字中通３０番地 （外後発使）第5号         平成28年 4月 1日
     088-689-2108  (088-689-1102) 外来後発医薬品使用体制加算２
     （酸単）第6283号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28202-10498 古林内科 〒779-0235 （ニコ）第31号            平成29年 7月 1日
     鳴門市大麻町板東字永井８９番地 注１に規定する基準を満たさな
     088-689-3366  (088-689-3594) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
     （がん指）第54号          平成27年12月 1日
     （在医総管）第89号        平成18年 4月 1日
     （酸単）第6233号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  145

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  28302-10506 勝良医院 〒772-0002 一般 （時間外１）第95号        平成24年 4月 1日
     鳴門市撫養町斎田字西発７７の１　　一般    19（診入院）第564号         平成27年 8月 1日
     ０番地 病床区分:一般
     088-686-1216  (088-684-1633) 病床数:19床
     区分:入院基本料２
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （酸単）第6234号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.94円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28402-10993 日下歯科婦人科医院 〒772-0003 （歯訪診）第155号         平成29年 4月 1日
     (02-31102 ) 鳴門市撫養町南浜字東浜２７１番 （歯リハ２）第148号       平成26年 4月 1日
     地 （歯ＣＡＤ）第144号       平成26年 4月 1日
     088-686-5177  （補管）第548号           平成17年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28502-11348 福田医院 〒772-0017 一般    （時間外１）第133号       平成27年 4月 1日
     鳴門市撫養町立岩七枚１１０番地 （地包加）第106号         平成29年 4月 1日
     088-686-2561  （ニコ）第112号           平成29年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28602-11397 中西医院 〒779-0238 （時間外２）第23号        平成22年 4月 1日
     鳴門市大麻町板東字東山田６９－ （在医総管）第285号       平成24年12月 1日
     １
     088-689-1508  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28702-11496 北田医院 〒771-0360 （時間外２）第152号       平成22年 4月 1日
     鳴門市瀬戸町明神字鳴谷１９４ー （ニコ）第116号           平成29年 7月 1日
     １０ （支援診３）第52号        平成28年 4月 1日
     088-683-7050  （在医総管）第98号        平成18年 4月 1日
     （在総）第30号            平成11年 8月 1日
     （酸単）第6091号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28802-11504 斎藤医院 〒779-0311 （時間外２）第18号        平成22年 4月 1日
     鳴門市大麻町牛屋島字大浜５４ （地包加）第36号          平成29年 4月 1日
     088-689-0151  (088-679-4161) （外後発使）第72号        平成28年 8月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
     （酸単）第6095号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  146

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  28902-11538 岡﨑内科循環器科 〒772-0051 （時間外２）第245号       平成24年 4月 1日
     鳴門市鳴門町高島字中島１－１ （ニコ）第28号            平成29年 7月 1日
     088-687-2720  （Ｃ・Ｍ）第217号         平成26年10月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （透析水２）第28号        平成28年 3月 1日
     （肢梢）第15号            平成28年 6月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （酸単）第6359号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29002-11553 あおぞら耳鼻科 〒772-0032 （高）第37号              平成16年10月 1日
     鳴門市大津町吉永字前の越２７４
     番
     088-684-4685  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29102-11579 だいとうレディースク〒772-0011 （ニコ）第59号            平成29年 7月 1日
     リニック 鳴門市撫養町大桑島字北浜７１ （ハイⅠ）第14号          平成18年11月 1日
     088-683-1588  （がん指）第111号         平成27年 2月 1日
     （ＨＰＶ）第3号           平成26年 4月 1日
     ＨＰＶ核酸検出
     ＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタ
     イプ判定）
     （酸単）第6094号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.89円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29202-11595 たきファミリークリニ〒772-0001 （時間外２）第278号       平成26年 4月 1日
     ック 鳴門市撫養町黒崎字松島４５－６ （地包加）第37号          平成29年 4月 1日
     ３ （ニコ）第64号            平成29年 7月 1日
     088-683-1235  （がん指）第290号         平成27年 8月 1日
     （在医総管）第195号       平成19年 3月 1日
     （酸単）第6085号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29302-11603 浜中内科医院 〒772-0014 （時間外１）第112号       平成24年 4月 1日
     鳴門市撫養町弁財天字ハマ１１－
     ６８
     088-677-5755  (088-677-5766)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29402-11629 大谷の里クリニック木〒779-0303 （がん疼）第54号          平成23年 4月23日
     洩れ日 鳴門市大麻町池谷字大石５０－１ （がん指）第197号         平成27年 5月 1日
     088-689-0910  (088-689-0820) （在医総管）第257号       平成23年 8月 1日
     （酸単）第6083号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  147

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  29502-13005 斎藤整形外科 〒772-0012 一般        19（時間外１）第20号        平成24年 4月 1日
     鳴門市撫養町小桑島字前浜２１７ （診入院）第666号         平成28年 4月 1日
     番地 病床区分:一般
     088-685-5811  病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診入帰）第6号           平成28年 4月 1日
     届出病床の状況一般病床数:19
     床
     （食）第487号             平成26年 3月 1日
     （外後発使）第74号        平成28年 9月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算２
     （運Ⅱ）第45号            平成24年 9月 1日
     専用施設の面積:126㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6349号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.14円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29602-13013 沢内科胃腸科 〒771-0360 （がん指）第254号         平成28年 3月 1日
     鳴門市瀬戸町明神字鳴谷１２１番
     地
     088-688-0611  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29702-13039 西條内科 〒772-0003 一般         8（時間外２）第225号       平成22年 5月 1日
     鳴門市撫養町南浜字東浜４２４番 （地包加）第67号          平成29年 4月 1日
     地 （ニコ）第34号            平成29年 6月 1日
     088-686-1235  (088-686-0713) （支援診３）第195号       平成28年 4月 1日
     （がん指）第180号         平成27年 5月 1日
     （在医総管）第117号       平成18年 4月 1日
     （在総）第61号            平成15年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  148

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  29802-13047 レディースクリニック〒772-0003 一般        13（時間外１）第96号        平成24年 4月 1日
     兼松産婦人科 鳴門市撫養町南浜字東浜６０１番 （診入院）第587号         平成26年 4月 1日
     地 病床区分:一般
     088-685-1103  (088-685-1105) 病床数:13床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （ハイ妊娠）第4号         平成20年 4月 1日
     （後発使１）第6号         平成28年 4月 1日
     （ハイⅠ）第3号           平成18年 4月 1日
     （がん指）第1号           平成28年 5月 1日
     （ＨＰＶ）第13号          平成22年 4月 1日
     （外後発使）第25号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
     （酸単）第6297号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.98円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29902-13070 吉田整形外科 〒772-0031 （運Ⅱ）第57号            平成28年 9月 1日
     鳴門市大津町木津野字前の越４番 注５に規定する施設基準
     地の１ 専用施設の面積:106.6㎡
     088-684-1550  初期加算届出:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30002-13104 うずしお眼科 〒772-0011 （コン１）第73号          平成29年 4月 1日
     鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜３０
     番地３
     088-684-3311  (088-684-3361)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30102-13112 田口小児科クリニック〒772-0041 （酸単）第6093号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.2円
     鳴門市大津町大代９９番地の２
     088-683-1120  (088-683-1121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  149

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  30202-13120 橋本医院 〒772-0032 一般 （時間外１）第126号       平成26年 4月 1日
     鳴門市大津町吉永字四番越４７１　　一般    13（診入院）第599号         平成26年 4月 1日
     番地６ 一般 病床区分:一般
     088-685-5211  (088-686-6548) 　　療養     6 病床数:13床
     区分:入院基本料２
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診療養入院）第135号     平成24年 4月 1日
     病床区分:療養
     病床数:6床
     区分:入院基本料２
     看取り加算:有
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
     （診療養）第47号          平成15年10月 1日
     病床数:6
     病床部分に係る面積のうち患者
     １人当たり:7.18㎡
     片側室部分の廊下幅:1.88ｍ
     （診緩診）第5号           平成24年 4月 1日
     （食）第441号             平成16年 6月 1日
     （ニコ）第120号           平成29年 7月 1日
     （支援診２）第4号         平成29年 4月 1日
     （がん指）第188号         平成27年 5月 1日
     （在医総管）第108号       平成18年 4月 1日
     （在総）第62号            平成15年10月 1日
     （酸単）第6308号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.3円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30302-13138 谷医院 〒772-0002 （時間外２）第156号       平成22年 4月 1日
     鳴門市撫養町斎田字大堤１２９番 （地包加）第66号          平成29年 4月 1日
     地 （支援診３）第208号       平成29年 4月 1日
     088-686-3569  (088-685-4362) （在医総管）第315号       平成27年10月 1日
     （在総）第232号           平成27年10月 1日
     （酸単）第6350号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.01円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  150

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  30402-13146 板東診療所 〒779-0238 一般 （ニコ）第87号            平成29年 7月 1日
     鳴門市大麻町板東字東山田８番地　　一般    19 注１に規定する基準を満たさな
     ２ い場合には所定点数の100分の7
     088-689-1252  0により算定する基準
     （がん指）第55号          平成28年 4月 1日
     （在医総管）第200号       平成19年 5月 1日
     （酸単）第6235号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.8円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30502-13187 鳴門川島クリニック 〒772-0043 一般    （透析水２）第4号         平成24年 4月 1日
     鳴門市大津町段関字西６８番５ （肢梢）第7号             平成28年 5月 1日
     088-683-0810  (088-683-0818) 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （酸単）第6325号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30602-13229 かわの内科アレルギー〒772-0017 （がん疼）第81号          平成26年 6月 1日
     科 鳴門市撫養町立岩字六枚６７番地 （ニコ）第188号           平成29年 7月 1日
     ８ （がん指）第239号         平成26年 6月 1日
     088-683-1355  (088-683-1356) （歩行）第26号            平成26年 6月 1日
     （酸単）第6286号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30702-13237 鳴門メンタルクリニッ〒772-0003 （ショ大）第7号           平成28年 1月 4日
     ク　ココロカル 鳴門市撫養町南浜字東浜５５８番 専用施設の面積:236.81㎡
     地 患者１人当たりの面積:4.74㎡
     088-624-7700  (088-624-8857) （デ大）第10号            平成28年 1月 4日
     専用施設の面積:236.81㎡
     患者１人当たりの面積:4.74㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30802-13245 すがい眼科 〒772-0032 （コン１）第119号         平成28年 8月 1日
     鳴門市大津町吉永字五の越４１８ （先１４０）第4号         平成28年 8月 1日
     番地１
     088-685-4611  (088-685-4612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30902-13252 いやしの杜クリニック〒772-0012 （ショ小）第16号          平成29年 4月 1日
     鳴門市撫養町小桑島字前浜１９９ 専用施設の面積:70.18㎡
     番地 患者１人当たりの面積:4.12㎡
     088-676-2600  (088-676-2602) （デ小）第22号            平成29年 4月 1日
     専用施設の面積:70.18㎡
     患者１人当たりの面積:4.12㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  151

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31003-10066 江藤病院 〒773-0025 一般        34（一般入院）第825号       平成29年 2月 1日
     小松島市和田島町字浜塚１３２番療養        58 病棟種別:一般
     地３ 病棟数:1棟
     0885-37-1559  (0885-35-7362) 病床数:34床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
     （療養入院）第415号       平成24年10月 1日
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:58床
     区分:入院基本料１
     （診療録２）第18号        平成17年 5月 1日
     （事補１）第19号          平成28年 4月 1日
     一般病床数:34床
     一般病床配置基準:７５対１補
     助体制加算
     （療）第31号              平成11年10月 1日
     病棟数:1
     病床数:24
     病室の総面積：203.6㎡
     （療養改１）第4号         平成24年 7月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:１病棟
     病床数:58床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :16.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.3㎡
     （医療安全１）第59号      平成23年 5月 1日
     届出区分：医療安全対策加算１
     （感染防止２）第33号      平成26年10月 1日
     （患サポ）第40号          平成24年 4月 1日
     （総合評価）第105号       平成26年11月 1日
     （後発使１）第8号         平成28年 4月 1日
     （データ提）第24号        平成27年 1月 1日
     データ提出加算２
     　ロ（200床未満）
     （退支）第12号            平成28年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算１
     地域連携診療計画加算:有
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:1棟
     「イ　一般病棟入院基本料等の



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  152

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     場合」を算定する病床数:34床
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:1棟
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:58床
     （認ケア）第6号           平成28年 8月 1日
     加算区分:加算２
     （地包ケア１）第2号       平成26年 6月 1日
     地域包括ケア入院医療管理料１
     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
     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
     （食）第239号             昭和62年 3月 1日
     （糖管）第9号             平成21年 2月 1日
     （がん疼）第42号          平成22年 6月 1日
     （糖防管）第3号           平成24年 4月 1日
     （ニコ）第128号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第57号          平成27年12月 1日
     （排自）第2号             平成28年 6月 1日
     （薬）第150号             平成26年10月 1日
     （支援病１）第1号         平成26年 6月 1日
     （在医総管）第34号        平成18年 4月 1日
     （在総）第179号           平成22年 6月 1日
     （在訪褥）第14号          平成26年10月 1日
     （検Ⅰ）第51号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第171号         平成24年10月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅰ）第36号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:198.8㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第26号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:198.8㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第52号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:198.8㎡
     初期加算届出:有
     （胃瘻造）第13号          平成26年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第8号         平成26年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  153

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （酸単）第6236号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.08円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.84円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  154

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31103-10074 小松島金磯病院 〒773-0007 一般 （一般入院）第824号       平成28年 7月 1日
     小松島市金磯町１０番１９号 　　一般    47 病棟種別:一般
     0885-33-1211  病棟数:1棟
     病床数:47床
     区分:１５対１入院基本料
     栄養管理体制:減算あり
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
     常勤の管理栄養士に関する基準
     が満たせなくなった日:平成２
     ８年　４月　１日
     常勤の管理栄養士に関する基準
     が満たせなくなった理由:離職
     のため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     ３か月以内に常勤の管理栄養士
     が確保できる見通し:無
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:求人を行っているが応
     募がないため
     （診療録２）第58号        平成28年 5月 1日
     （看配）第684号           平成18年 9月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:47床
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     （看補）第814号           平成18年 9月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1
     病床数:47
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     （データ提）第43号        平成29年 1月 1日
     データ提出加算１
     　ロ（200床未満）
     （地包ケア１）第22号      平成29年 2月 1日
     地域包括ケア入院医療管理料１
     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
     （食）第209号             昭和59年11月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  155

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （がん指）第58号          平成27年 5月 1日
     （支援病３）第32号        平成28年 5月 1日
     （在血液）第3号           平成23年 9月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第139号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅲ）第77号            平成20年 7月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:134.26㎡
     （運Ⅱ）第125号           平成20年 7月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:134.26㎡
     （呼Ⅰ）第72号            平成28年 4月 1日
     専用施設の面積:134.2㎡
     初期加算届出:無
     （透析水２）第5号         平成24年 4月 1日
     （肢梢）第14号            平成28年 6月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （酸単）第6097号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.29円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  156

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31203-10082 徳島ロイヤル病院 〒773-0015 一般        38（一般入院）第889号       平成22年 8月 1日
     小松島市中田町字新開４８番地 療養        60 病棟種別:一般
     0885-32-8833  病棟数:1棟
     病床数:38床
     区分:１５対１入院基本料
     （療養入院）第422号       平成29年 3月 1日
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:4床
     区分:入院基本料１
     （診療録２）第11号        平成16年10月 1日
     （看配）第692号           平成22年 8月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:38床
     基本料区分:一般入院
     看護配置加算:有
     （看補）第856号           平成22年 8月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1
     病床数:38
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
     （療養２）第64号          平成26年10月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:療養病棟
     病床数:4床
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.4㎡
     （後発使２）第10号        平成28年10月 1日
     （データ提）第34号        平成27年 4月 1日
     データ提出加算１
     　ロ（200床未満）
     （地包ケア２）第4号       平成27年 4月 1日
     地域包括ケア入院医療管理料２
     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
     （食）第264号             昭和62年12月 1日
     （がん指）第208号         平成28年 5月 1日
     （排自）第9号             平成28年 9月 1日
     （支援病３）第9号         平成23年 2月 1日
     （在医総管）第35号        平成18年 4月 1日
     （在総）第185号           平成23年 2月 1日
     （脳Ⅱ）第176号           平成29年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  157

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:244.86㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第105号           平成29年 5月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:202.4㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第24号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:202.4㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6253号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.44円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  158

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31303-10108 小松島病院 〒773-0012 療養        92（療養１）第41号          平成28年11月 1日
     (03-30045 ) 小松島市田浦町近里８３番１１ 届出に係る病棟:療養
     0885-33-2288  (0885-33-1266) 病棟名:第１病棟
     病床数:48床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :27.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.1㎡
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:第２病棟
     病床数:44床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :35.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.2㎡
     （医療安全２）第83号      平成29年 1月 1日
     （回１）第7号             平成27年 9月 1日
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:28.
     7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.1㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:35.
     7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.04ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟数:1棟
     病床数:44床
     （食）第252号             昭和62年 9月 1日
     （がん指）第137号         平成24年 9月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第138号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     （脳Ⅰ）第9号             平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:555.3㎡
     初期加算届出:有



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  159

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （運Ⅰ）第8号             平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:512.6㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第65号            平成26年 4月 1日
     専用施設の面積:512.6㎡
     初期加算届出:有
     （歯ＣＡＤ）第234号       平成26年 6月 1日
     （補管）第187号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第6254号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.29円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  160

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31403-10132 碩心館病院 〒773-0014 一般 （一般入院）第848号       平成23年10月 1日
     小松島市江田町字大江田４４－１　　一般    60 病棟種別:一般
     0885-32-3555  (0885-32-3539) 療養 病棟数:1棟
     　　療養    22 病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
     （療養入院）第384号       平成28年10月 1日
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:22床
     区分:入院基本料２
     （診療録２）第10号        平成16年 9月 1日
     （療）第36号              平成14年 9月 1日
     病棟数:1
     病床数:35
     病室の総面積：292.1㎡
     （重）第67号              平成14年 9月 1日
     ２人部屋:2
     （療養改１）第24号        平成24年10月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:療養病棟
     病床数:22床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.6㎡
     （医療安全２）第61号      平成23年 7月 1日
     届出区分：医療安全対策加算２
     （感染防止２）第5号       平成24年 4月 1日
     （患サポ）第46号          平成24年 4月 1日
     （総合評価）第107号       平成27年 7月 1日
     （後発使１）第9号         平成28年 4月 1日
     （病棟薬１）第11号        平成24年 4月 1日
     （データ提）第28号        平成27年 4月 1日
     データ提出加算１
     　ロ（200床未満）
     （認ケア）第7号           平成28年 8月 1日
     加算区分:加算２
     （地包ケア１）第8号       平成26年10月 1日
     地域包括ケア入院医療管理料１
     当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:30床
     （食）第296号             平成 3年 4月 1日
     （糖管）第17号            平成22年 5月 1日
     （ニコ）第4号             平成29年 7月 1日
     （がん指）第56号          平成27年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  161

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （薬）第126号             平成23年 7月 1日
     医薬品安全性情報等管理体制加
     算：有
     （支援病３）第22号        平成26年 4月 1日
     （在訪褥）第16号          平成26年10月 1日
     （歩行）第18号            平成24年 6月 1日
     （ヘッド）第14号          平成27年11月 1日
     （コン１）第117号         平成29年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第172号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：４列以上
     １６列未満のマルチスライスＣ
     Ｔ
     （心Ⅰ）第7号             平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:127.77㎡
     初期加算届出:有
     （脳Ⅲ）第35号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:127.77㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅱ）第142号           平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:127.77㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第64号            平成26年 4月 1日
     専用施設の面積:127.77㎡
     初期加算届出:有
     （ペ）第28号              平成12年 4月 1日
     （酸単）第6101号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.29円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  162

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31503-10140 徳島赤十字ひのみね総〒773-0015 一般       140（障害入院）第24号        平成20年 8月 1日
     (03-30219 ) 合療育センター 小松島市中田町字新開４の１ 病棟種別:一般
     0885-32-0903  (0885-33-3037) 病棟数:3棟
     病床数:140床
     区分:１０対１入院基本料
     （特施）第40号            平成20年10月 1日
     病棟名:１病棟
     病床種別:一般
     区分:１０対１入院基本料
     病床数:38
     特殊疾患の割合:100
     病棟名:２病棟
     病床種別:一般
     区分:１０対１入院基本料
     病床数:50
     特殊疾患の割合:96
     病棟名:３病棟
     病床種別:一般
     区分:１０対１入院基本料
     病床数:52
     特殊疾患の割合:96
     （食）第470号             平成19年 8月 1日
     （薬）第137号             平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第124号         平成28年12月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅰ）第29号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:324.22㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第27号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:277.97㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第18号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:277.97㎡
     初期加算届出:有
     （障）第4号               平成20年 4月 1日
     専用施設の面積:314.07㎡
     （集コ）第9号             平成20年 4月 1日
     （補管）第557号           平成18年 4月 1日
     （酸単）第6252号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.31円
     大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  163

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31603-10157 徳島赤十字病院 〒773-8502 一般       405（一般入院）第860号       平成28年 6月 1日
     小松島市小松島町字井利ノ口１０ 病棟種別:一般
     ３番地 病棟数:8棟
     0885-32-2555  (0885-32-6350) 病床数:371床
     区分:７対１入院基本料
     （総合２）第2号           平成29年 4月 1日
     （超急性期）第6号         平成20年 4月 1日
     （診療録２）第27号        平成18年 5月 1日
     許可病床数:405床
     （事補１）第16号          平成28年 4月 1日
     一般病床数:405床
     一般病床配置基準:１５対１補
     助体制加算
     （急性看補）第7号         平成28年 6月 1日
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     （看夜配）第2号           平成28年 6月 1日
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     看護職員夜間配置加算の届出区
     分：16対１ 配置加算
     （療）第49号              平成18年 5月 1日
     病棟数:8
     病棟種別:一般
     病床数:238
     病室の総面積：1629.55㎡
     （重）第76号              平成18年 5月 1日
     個室:23
     （無菌１）第2号           平成24年 4月 1日
     （無菌２）第3号           平成24年 4月 1日
     （栄養チ）第2号           平成22年 8月 1日
     （医療安全１）第42号      平成20年 4月 1日
     届出区分：医療安全対策加算１
     （感染防止１）第6号       平成27年 4月 1日
     感染防止対策地域連携加算届出
     有無:有
     （患サポ）第26号          平成24年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第9号         平成20年 4月 1日
     （ハイ分娩）第12号        平成20年 4月 1日
     年間分娩件数：702例
     （呼吸チ）第1号           平成22年 4月 1日
     （病棟薬１）第12号        平成24年 4月 1日
     （病棟薬２）第1号         平成28年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  164

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （データ提）第8号         平成24年10月 1日
     データ提出加算２
     　イ（200床以上）
     （退支）第13号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （認ケア）第30号          平成29年 2月 1日
     加算区分:加算１
     （救１）第2号             平成24年11月 1日
     加減算区分:加算あり
     当該治療室の病床数：21床
     １床当たりの床面積：11.34㎡
     救命救急センターに係る事項：
     高度救命救急センターである
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     （救２）第3号             平成29年 2月 1日
     当該治療室の病床数：13床
     １床当たりの床面積：16.52㎡
     救命救急センターに係る事項：
     高度救命救急センターである
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     （小入４）第2号           平成18年 5月 1日
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     17床
     （短手１）第4号           平成18年 5月 1日
     回復室病床数:5床
     （食）第461号             平成18年 5月 1日
     （高）第40号              平成18年 5月 1日
     （糖管）第21号            平成23年 2月 1日
     （がん疼）第29号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第2号         平成22年 4月 1日
     （がん指２）第3号         平成26年 4月 1日
     （がん指３）第3号         平成26年 4月 1日
     （移植管造）第1号         平成27年10月 1日
     届出を行う指導管理料：造血幹
     細胞移植後患者指導管理料
     （糖防管）第9号           平成24年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  165

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （トリ）第9号             平成24年 4月 1日
     （放射診）第3号           平成25年 1月 1日
     （開）第20号              平成18年 5月 1日
     開放病床数:30
     開放病床数計:30床
     （がん計）第3号           平成29年 7月 1日
     （肝炎）第11号            平成22年 4月 1日
     （薬）第117号             平成22年 4月 1日
     医薬品安全性情報等管理体制加
     算：有
     許容病床数：405床
     （機安１）第12号          平成20年 4月 1日
     （機安２）第2号           平成20年 4月 1日
     （在看）第2号             平成27年 1月 1日
     （持血測）第7号           平成22年 9月 1日
     （ＨＰＶ）第17号          平成26年 4月 1日
     ＨＰＶ核酸検出
     ＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタ
     イプ判定）
     （検Ⅳ）第1号             平成22年 4月 1日
     （血内）第5号             平成22年 4月 1日
     （胎心エコ）第2号         平成22年 4月 1日
     （ヘッド）第3号           平成24年 4月 1日
     （神経）第14号            平成22年 4月 1日
     （補聴）第7号             平成18年 5月 1日
     （小検）第15号            平成24年 4月 1日
     （誘発）第6号             平成24年 8月 1日
     （画２）第24号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第155号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：６４列以
     上のマルチスライスＣＴ
     撮影に使用する機器：６４列以
     上のマルチスライスＣＴ
     撮影に使用する機器：４列以上
     １６列未満のマルチスライスＣ
     Ｔ
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     ３テスラ以上）
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     （冠動Ｃ）第3号           平成20年 4月 1日
     （外傷Ｃ）第1号           平成22年 4月 1日
     （心臓Ｍ）第3号           平成20年 4月 1日
     （乳房Ｍ）第2号           平成28年 4月 1日
     （抗悪処方）第2号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第24号          平成20年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  166

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     専用病床数:9床
     （菌）第31号              平成20年 4月 1日
     専用の部屋の面積:23.56㎡
     （心Ⅰ）第3号             平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:30.3㎡
     初期加算届出:有
     （脳Ⅰ）第39号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:199.95㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第47号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:128.67㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第34号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:128.67㎡
     初期加算届出:有
     （がんリハ）第7号         平成24年 6月 1日
     専用施設の面積:128.67㎡
     （透析水２）第21号        平成26年 1月 1日
     （肢梢）第20号            平成28年 8月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （組再乳）第4号           平成26年12月 1日
     組織拡張器による乳房再建手術
     :一次再建
     組織拡張器による乳房再建手術
     :二次再建
     （自家）第1号             平成26年 2月 1日
     （乳セ２）第8号           平成24年 7月 1日
     届出区分：単独法
     （ゲル乳再）第4号         平成26年12月 1日
     ゲル充填人工乳房を用いた乳房
     再建術:一次一期的再建
     ゲル充填人工乳房を用いた乳房
     再建術:一次二期的再建及び二
     次再建
     （経特）第2号             平成18年 5月 1日
     冠動脈、大動脈バイパス移植術
     :230
     経皮的冠動脈形成術:848
     （カ大弁置）第1号         平成26年11月 1日
     緊急開心・胸部大動脈手術:11
     例
     大動脈弁置換術:58例
     大動脈に対するステントグラフ
     ト内挿術:22例
     冠動脈に関する血管内治療:432
     例



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  167

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     経食道心エコー検査:193例
     （経中）第3号             平成18年 5月 1日
     （ペ）第39号              平成18年 5月 1日
     （両ペ）第2号             平成18年 5月 1日
     （除）第4号               平成18年 5月 1日
     心臓電気生理学的検査の数:114
     　うち、心室性頻拍性不整脈症
     例に対するもの:17
     開心術及び冠動脈、大動脈バイ
     パス移植術の数:230
     ペースメーカー移植術の数:98
     （両除）第1号             平成20年 4月 1日
     心臓電気生理学的検査数:114
     　うち、心室性頻拍性不整脈症
     例に対するもの:17
     開心術及び冠動脈、大動脈バイ
     パス移植術の実施症例数:230
     ペースメーカー移植術の実施症
     例数:98
     （大）第15号              平成18年 5月 1日
     （胆腫）第3号             平成28年 4月 1日
     （腹肝）第3号             平成28年10月 1日
     部分切除及び外側区域切除
     亜区域切除、１区域切除（外側
     区域切除を除く。）、２区域切
     除及び３区域切除以上のもの
     （腹膵切）第4号           平成26年 4月 1日
     （早大腸）第2号           平成24年 4月 1日
     （胃瘻造）第24号          平成26年11月 1日
     （輸血Ｉ）第3号           平成18年10月 1日
     （輸適）第4号             平成24年 4月 1日
     （貯輸）第1号             平成26年 6月 1日
     （造設前）第1号           平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第15号        平成26年11月 1日
     （麻管Ⅰ）第29号          平成18年 5月 1日
     （麻管Ⅱ）第2号           平成22年 4月 1日
     （放専）第5号             平成18年 5月 1日
     （外放）第4号             平成20年 4月 1日
     （高放）第15号            平成18年 5月 1日
     （画誘）第2号             平成22年10月 1日
     （直放）第3号             平成23年 5月 1日
     （定対策）第1号           平成24年 4月 1日
     届出区分：定位放射線治療・そ
     の他のもの
     （病理診２）第5号         平成27年 4月 1日
     （先－２５５）第1号       平成27年 7月 1日
     （酸単）第6096号          平成29年 4月 1日ＣＥ　　 算定単価:0.08円



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  168

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.21円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31703-10389 寿満医院 〒773-0005 （時間外２）第229号       平成22年 7月 1日
     小松島市南小松島町字中筋２番地 （がん疼）第52号          平成23年 1月 1日
     ３６ （支援診２）第5号         平成29年 4月 1日
     0885-32-0104  （在医総管）第37号        平成18年 4月 1日
     （在総）第17号            平成11年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  169

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  31803-10405 藤野医院 〒773-0023 一般 （時間外１）第21号        平成24年 4月 1日
     小松島市坂野町字平田１８番地の　　一般     7（地包加）第38号          平成29年 4月 1日
     ２ 一般 （診入院）第591号         平成27年 1月 1日
     0885-38-1636  (0885-35-7330) 　　療養    12 病床区分:一般
     病床数:7床
     区分:入院基本料２
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診入帰）第9号           平成28年 4月 1日
     届出病床の状況一般病床数:7床
     （診療養入院）第136号     平成24年 4月 1日
     病床区分:療養
     病床数:8床
     区分:入院基本料２
     看取り加算:有
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
     （診療養改）第2号         平成24年 4月 1日
     病床数:12
     病床部分に係る面積のうち患者
     １人当たり:9.5㎡
     片側室部分の廊下幅:1.65ｍ
     両側室部分の廊下幅:1.65ｍ
     （診緩診）第2号           平成24年 4月 1日
     （総合評価）第104号       平成26年 8月 1日
     （退支）第34号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第330号             平成 6年12月 1日
     （がん疼）第62号          平成24年 4月 1日
     （支援診２）第6号         平成28年 7月 1日
     （がん指）第59号          平成27年 6月 1日
     （在医総管）第104号       平成18年 4月 1日
     （在総）第97号            平成18年 5月 1日
     （在訪褥）第9号           平成26年 7月 1日
     （脳Ⅲ）第37号            平成20年 4月 1日
     専用施設の面積:103.27㎡
     （運Ⅲ）第30号            平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:103.27㎡
     （酸単）第6100号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  170

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.3円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31903-10413 谷医院 〒773-0017 （支援診３）第79号        平成28年 4月 1日
     小松島市立江町字江ノ上１番地の （在医総管）第132号       平成18年 4月 1日
     １ （在総）第115号           平成18年 5月 1日
     0885-37-1003  （コン１）第74号          平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32003-10439 庄野耳鼻咽喉科医院 〒773-0022 （高）第25号              平成10年 5月 1日
     小松島市大林町字高橋５５番地
     0885-37-3341  (0885-34-9378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32103-10447 日開眼科 〒773-0003 （コン１）第75号          平成28年 4月 1日
     小松島市松島町５番１０号 （外後発使）第39号        平成28年 4月 1日
     0885-32-0360  (0885-33-0677) 外来後発医薬品使用体制加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32203-10470 マスカット内科循環器〒773-0006 （時間外２）第231号       平成22年 8月 1日
     科クリニック 小松島市横須町１１番５３号 （ニコ）第99号            平成29年 7月 1日
     0885-33-1100  (0885-32-9540) （がん指）第119号         平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  171

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  32303-10504 ふじの小児科クリニッ〒773-0023 一般 （時間外１）第53号        平成24年 4月 1日
     ク 小松島市坂野町字平田１８番地４　　一般     3（地包加）第111号         平成27年 8月 1日
     0885-37-0250  一般 （診入院）第640号         平成27年 8月 1日
     　　療養    16 病床区分:一般
     病床数:3床
     区分:入院基本料３
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診療養入院）第137号     平成27年10月 1日
     病床区分:療養
     病床数:4床
     区分:８割以上
     栄養管理実施加算:有
     看取り加算:有
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
     （診療養入帰）第1号       平成28年 4月 1日
     届出病床の状況療養病床数:4床
     （診療養）第10号          平成11年12月 1日
     病床数:12
     （退支）第35号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第379号             平成10年10月 1日
     （小か診）第2号           平成28年 4月 1日
     （支援診２）第36号        平成28年 7月 1日
     （在医総管）第242号       平成22年 4月 1日
     （外後発使）第38号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
     （脳Ⅲ）第38号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:77.7㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅱ）第187号           平成29年 4月 1日
     専用施設の面積:77.2㎡
     初期加算届出:有
     （障）第7号               平成28年 5月 1日
     専用施設の面積:77.2㎡
     （酸単）第6099号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.3円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  172

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  32403-10553 小松島リハビリテーシ〒773-0010 （運Ⅱ）第59号            平成18年 4月 1日
     ョンクリニック 小松島市日開野町字宮免２番地１ 注５に規定する施設基準
     0885-33-2805  (0885-33-2125) 専用施設の面積:492.5㎡
     （酸単）第6102号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32503-10561 木村内科 〒773-0003 （在医総管）第106号       平成18年 4月 1日
     小松島市松島町１－７
     0885-32-2001  (0885-32-6535)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32603-10587 泌尿器科内科クリニ〒773-0006 （外後発使）第23号        平成28年 4月 1日
     ック 小松島市横須町１２番４８号 外来後発医薬品使用体制加算１
     0885-35-0244  (0885-35-0245)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32703-10629 ライフクリニック 〒773-0021 （時間外１）第149号       平成28年 8月 1日
     小松島市赤石町１４番２７号 （地包診）第4号           平成28年 8月 1日
     0885-37-1811  (0885-35-7345) （支援診３）第143号       平成29年 3月 1日
     （がん指）第148号         平成23年 4月 1日
     （在医総管）第223号       平成20年10月 1日
     （在総）第161号           平成20年10月 1日
     （脳Ⅲ）第87号            平成22年 4月 1日
     専用施設の面積:135.1㎡
     （運Ⅱ）第126号           平成20年10月 1日
     専用施設の面積:135.1㎡
     （透析水２）第9号         平成24年 7月 1日
     （肢梢）第13号            平成28年 5月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （酸単）第6098号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32803-10637 南徳島クリニック 〒773-0015 （がん指）第303号         平成28年 5月 1日
     小松島市中田町字狭間４７番地 （歩行）第25号            平成26年 2月 1日
     0885-32-8770  (0885-32-0853) （Ｃ・Ｍ）第156号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：４列以上
     １６列未満のマルチスライスＣ
     Ｔ
     （酸単）第6103号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32903-10652 さいとう整形外科クリ〒773-0015 （運Ⅰ）第68号            平成26年 4月 1日
     ニック 小松島市中田町字土持２１－２５ 専用施設の面積:102.42㎡
     0885-38-6122  (0885-38-6133) 初期加算届出:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  173

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  33003-10678 赤岩医院 〒773-0017 一般 （時間外２）第235号       平成23年 3月 1日
     小松島市立江町字宮前２２番地の　　一般    10（地包加）第122号         平成28年 4月 1日
     １ （支援診３）第161号       平成29年 4月 1日
     0885-37-1013  (0885-35-7013) （在医総管）第251号       平成23年 3月 1日
     （在総）第186号           平成23年 3月 1日
     （外後発使）第52号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33103-11080 桂医院 〒773-0003 （がん指）第346号         平成29年 7月 1日
     小松島市松島町７番１号 （１７５）第83号          平成14年 4月 1日
     0885-32-0151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33203-11197 住吉レディースクリニ〒773-0005 一般         8（ハイⅠ）第15号          平成19年 1月 1日
     ック 小松島市南小松島町８ー３ （がん指）第169号         平成27年 2月 1日
     0885-32-0836  （ＨＰＶ）第31号          平成22年10月 1日
     （酸単）第6104号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33303-11205 渚クリニック 〒773-0013 （時間外２）第220号       平成22年 5月 1日
     小松島市前原町字東１９－３
     08853-2-1705  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  174

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  33404-10015 原田病院 〒774-0030 療養        64（療養入院）第421号       平成28年11月 1日
     阿南市富岡町あ石１４番地１ 療養        62 病棟種別:療養
     0884-22-0990  (0884-23-6209) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     （療養１）第39号          平成27年 6月 1日
     届出に係る病棟:一般
     病棟名:医療
     病床数:60床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :17.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.7㎡
     （食）第49号              昭和41年 8月 1日
     （がん指）第189号         平成24年 9月 1日
     （画２）第41号            平成27年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第173号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：４列以上
     １６列未満のマルチスライスＣ
     Ｔ
     （脳Ⅱ）第134号           平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:295.57㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第14号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:277.26㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第30号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:277.26㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6110号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.06円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  175

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  33504-10056 杜のホスピタル 〒774-0017 精神       127（精神入院）第656号       平成18年 4月 1日
     阿南市見能林町築溜１－１ 病棟種別:精神
     0884-22-0218  (0884-23-0372) 病棟数:1棟
     病床数:67床
     区分:１５対１入院基本料
     （看配）第697号           平成25年 2月 1日
     病棟種別:精神
     病棟数:2棟
     病床数:127床
     基本料区分:精神入院
     看護配置加算:有
     （看補）第865号           平成27年 8月 1日
     病棟種別:精神
     病棟数:2
     病床数:127
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     （精応）第5号             平成28年11月 1日
     （精移行）第5号           平成26年 4月 1日
     （精合併加算）第13号      平成25年12月 1日
     （患サポ）第7号           平成24年 4月 1日
     （精救急受入）第10号      平成24年 4月 1日
     （精急１）第5号           平成28年10月 1日
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
     病棟種別:精神
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     （食）第159号             昭和56年 9月 1日
     （薬）第154号             平成27年 6月 1日
     （精）第23号              平成16年 4月 1日
     専用施設の面積:155.1㎡
     （ショ小）第2号           平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:104.69㎡
     患者１人当たりの面積:3.3㎡
     （デ小）第11号            平成17年 5月 1日
     専用施設の面積:104.69㎡
     患者１人当たりの面積:3.3㎡
     （医療保護）第3号         平成16年 4月 1日
     （酸単）第6105号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.28円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  176

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  33604-10072 玉真病院 〒774-0045 療養        42（療養入院）第314号       平成28年10月 1日
     阿南市宝田町荒井２０番地 病棟種別:療養
     0884-23-0551  病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:入院基本料２
     （療養改１）第2号         平成24年 4月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:１病棟
     病床数:42床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :14.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.6㎡
     （食）第333号             平成 7年 1月 1日
     （ニコ）第46号            平成29年 7月 1日
     （がん指）第60号          平成24年 9月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第123号         平成26年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （運Ⅲ）第45号            平成19年12月 1日
     （透析水２）第16号        平成25年 2月 1日
     （肢梢）第21号            平成28年 9月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （酸単）第6272号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.39円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.16円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  177

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  33704-10106 阿南共栄病院 〒779-1198 一般       343（一般入院）第858号       平成28年10月 1日
     阿南市羽ノ浦町中庄蔵ノホケ３６ 病棟種別:一般
     0884-44-3131  (0884-44-4179) 病棟数:5棟
     病床数:237床
     区分:７対１入院基本料
     （超急性期）第7号         平成20年 4月 1日
     （診療録２）第21号        平成17年 7月 1日
     （事補１）第6号           平成28年 6月 1日
     一般病床数:277床
     一般病床配置基準:２５対１補
     助体制加算
     （急性看補）第2号         平成26年11月 1日
     急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:50対１
     （医療安全１）第72号      平成29年 5月 1日
     届出区分：医療安全対策加算１
     （感染防止２）第25号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第8号           平成24年 4月 1日
     （ハイ妊娠）第10号        平成20年 4月 1日
     （ハイ分娩）第19号        平成26年 2月 1日
     年間分娩件数：439例
     （データ提）第10号        平成24年10月 1日
     データ提出加算２
     　イ（200床以上）
     （退支）第14号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （認ケア）第27号          平成28年12月 1日
     加算区分:加算２
     （回２）第21号            平成26年 2月 1日
     病棟面積のうち１床当たり:25.
     2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     （食）第267号             昭和63年 1月 1日
     （高）第6号               平成 6年 4月 1日
     （糖管）第29号            平成27年 1月 1日
     （がん疼）第63号          平成24年 4月 1日
     （がん指１）第7号         平成24年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  178

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （がん指２）第5号         平成26年 5月 1日
     （糖防管）第27号          平成27年 1月 1日
     （ニコ）第68号            平成29年 7月 1日
     （開）第10号              平成 9年 9月 1日
     開放病床数:10
     開放病床数計:10床
     （ハイⅠ）第13号          平成18年10月 1日
     （がん計）第5号           平成24年 9月 1日
     （肝炎）第7号             平成22年 4月 1日
     （薬）第19号              平成22年 5月 1日
     医薬品安全性情報等管理体制加
     算：有
     （機安１）第7号           平成20年 4月 1日
     （在看）第1号             平成24年11月 1日
     （持血測）第15号          平成26年12月 1日
     （ＨＰＶ）第15号          平成26年 4月 1日
     ＨＰＶ核酸検出
     ＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタ
     イプ判定）
     （検Ⅱ）第8号             平成20年 4月 1日
     （歩行）第16号            平成24年 5月 1日
     （ヘッド）第10号          平成24年 5月 1日
     （補聴）第8号             平成18年12月 1日
     （ロー検）第1号           平成25年 5月 1日
     （コン１）第76号          平成29年 3月 1日
     （誘発）第4号             平成22年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第147号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     （抗悪処方）第5号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第26号          平成24年 2月 1日
     専用病床数:3床
     （菌）第33号              平成20年 4月 1日
     専用の部屋の面積:6.72㎡
     （脳Ⅰ）第27号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:457.67㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第29号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:457.67㎡
     初期加算届出:有
     （がんリハ）第24号        平成27年11月 1日
     専用施設の面積:117.69㎡
     （集コ）第10号            平成20年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  179

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （透析水２）第11号        平成24年 8月 1日
     （肢梢）第19号            平成28年 8月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （脳刺）第5号             平成21年 2月 1日
     （ペ）第5号               平成10年 4月 1日
     （大）第16号              平成20年 3月 1日
     （胃瘻造）第29号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第13号          平成24年 4月 1日
     （輸適）第8号             平成24年 6月 1日
     （造設前）第5号           平成24年 5月 1日
     （胃瘻造嚥）第22号        平成27年 4月 1日
     （酸単）第6266号          平成29年 4月 1日ＣＥ　　 算定単価:0.11円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33804-10114 羽ノ浦整形外科内科病〒779-1102 療養        40（療養入院）第381号       平成28年10月 1日
     院 阿南市羽ノ浦町宮倉芝生４０番地 病棟種別:療養
     の１１ 病棟数:1棟
     0884-44-6111  (0884-44-6114) 病床数:40床
     区分:入院基本料２（注１１に
     規定する届出）
     （診療録２）第50号        平成25年 7月 1日
     （食）第318号             平成 6年10月 1日
     （ニコ）第124号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第209号         平成24年 9月 1日
     （在医総管）第238号       平成22年 4月 1日
     （外化２）第14号          平成23年 2月 1日
     （脳Ⅲ）第39号            平成28年11月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:102㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅱ）第181号           平成28年11月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:102㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第62号            平成26年 3月 1日
     専用施設の面積:102㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6120号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.14円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  180

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  33904-10122 宮本病院 〒779-1105 療養        48（療養入院）第400号       平成21年 2月 1日
     阿南市羽ノ浦町古庄古野神４番地 病棟種別:療養
     １４ 病棟数:1棟
     0884-44-4343  (0884-44-6504) 病床数:48床
     区分:入院基本料１
     （療養１）第35号          平成26年 4月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:療養病棟
     病床数:48床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :16.56㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.43㎡
     （食）第462号             平成18年 7月 1日
     （がん指）第149号         平成24年 9月 1日
     （支援病３）第20号        平成25年 6月 1日
     （在医総管）第290号       平成25年 6月 1日
     （在総）第215号           平成25年 6月 1日
     （酸単）第6107号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.3円
     大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  181

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  34004-10130 阿南中央病院 〒774-0045 一般       179（一般入院）第935号       平成28年10月 1日
     阿南市宝田町川原２番地 療養        50 病棟種別:一般
     0884-22-1313  (0884-23-6773) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:７対１入院基本料
     （診療録２）第55号        平成28年 4月 1日
     （事補２）第51号          平成28年 4月 1日
     一般病床数:120床
     一般病床配置基準:４０対１補
     助体制加算
     （急性看補）第30号        平成28年12月 1日
     急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:50対１
     （療）第74号              平成28年 4月 1日
     病棟数:1
     病棟種別:一般
     病床数:27
     病室の総面積：328㎡
     １床当たり病床面積：12.1㎡
     （重）第90号              平成28年 4月 1日
     個室:5
     （感染防止２）第38号      平成28年 4月 1日
     （患サポ）第62号          平成28年 4月 1日
     （後発使２）第12号        平成29年 7月 1日
     （病棟薬１）第30号        平成29年 2月 1日
     （データ提）第37号        平成28年 4月 1日
     データ提出加算２
     　ロ（200床未満）
     （認ケア）第29号          平成29年 2月 1日
     加算区分:加算２
     （地包ケア１）第18号      平成28年 4月 1日
     地域包括ケア病棟入院料１
     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
     （食）第494号             平成28年 4月 1日
     （糖管）第31号            平成28年 4月 1日
     （がん疼）第89号          平成28年 4月 1日
     （がん指３）第7号         平成28年 6月 1日
     （開）第23号              平成28年 4月 1日
     （がん指）第316号         平成28年 4月 1日
     （肝炎）第28号            平成28年 4月 1日
     （薬）第158号             平成28年 4月 1日
     （検Ⅱ）第33号            平成28年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  182

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （歩行）第29号            平成28年 4月 1日
     （ヘッド）第15号          平成28年 4月 1日
     （画１）第29号            平成28年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第232号         平成28年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     （抗悪処方）第16号        平成28年 4月 1日
     （外化１）第35号          平成28年 4月 1日
     専用病床数:10床
     （菌）第52号              平成28年 4月 1日
     専用の部屋の面積:14.08㎡
     （心Ⅱ）第11号            平成28年 8月 1日
     専用施設の面積:42.54㎡
     初期加算届出:有
     （脳Ⅱ）第163号           平成28年 4月 1日
     専用施設の面積:242.5㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第88号            平成28年 4月 1日
     専用施設の面積:242.5㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第71号            平成28年 4月 1日
     専用施設の面積:242.5㎡
     初期加算届出:有
     （がんリハ）第29号        平成28年 4月 1日
     専用施設の面積:242.5㎡
     （乳セ２）第13号          平成28年 4月 1日
     届出区分：単独法
     （ペ）第47号              平成28年 4月 1日
     （大）第23号              平成28年 4月 1日
     （胆）第8号               平成28年 4月 1日
     （腎）第16号              平成28年 4月 1日
     （腎凝固）第2号           平成28年 4月 1日
     （胃瘻造）第40号          平成28年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第26号          平成28年 4月 1日
     （輸適）第23号            平成28年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第26号        平成28年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第41号          平成28年 4月 1日
     （酸単）第6116号          平成29年 4月 1日ＣＥ　　 算定単価:0.18円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.3円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34104-10320 阿南市国民健康保険加〒771-5173 （がん指）第116号         平成24年 9月 1日
     茂谷診療所 阿南市加茂町野上３０番地
     0884-25-0200  (0884-25-0200)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  183

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  34204-10346 原田医院 〒779-1402 （時間外１）第147号       平成28年 6月 1日
     阿南市桑野町岡元５－１ （地包加）第127号         平成28年 9月 1日
     0884-26-0101  (0884-26-1329) （支援診３）第237号       平成29年 6月 1日
     （在診実１）第29号        平成29年 6月 1日
     （がん指）第150号         平成28年 1月 1日
     （在医総管）第40号        平成18年 4月 1日
     （在総）第246号           平成29年 6月 1日
     （外後発使）第15号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34304-10353 王子製紙株式会社富岡〒774-0002 （ニコ）第110号           平成29年 7月 1日
     診療所 阿南市豊益町吉田一番地 （酸単）第6109号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     0884-23-5339  (0884-23-3725)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34404-10379 馬原医院 〒779-1510 一般 （時間外１）第116号       平成24年 6月 1日
     阿南市新野町信里６番地１ 　　一般    19（地包加）第13号          平成29年 4月 1日
     0884-36-3339  (0884-36-3641) （診入院）第661号         平成28年 4月 1日
     病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料３
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （総合評価）第46号        平成20年 4月 1日
     （退支）第36号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第320号             平成 6年11月 1日
     （ニコ）第77号            平成29年 7月 1日
     注１に規定する基準を満たさな
     い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
     （支援診３）第135号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第138号         平成24年 9月 1日
     （在医総管）第41号        平成18年 4月 1日
     （在総）第73号            平成17年 9月 1日
     （ペ）第3号               平成10年 4月 1日
     （酸単）第6111号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  184

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  34504-10387 土肥医院 〒774-0017 （在医総管）第180号       平成18年 8月 1日
     阿南市見能林町東石仏２番地
     0884-22-0503  (0884-23-4374)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34604-10395 岡本眼科 〒774-0021 （コン１）第77号          平成28年 7月 1日
     阿南市津乃峰町長浜３９２番地の
     ２
     0884-27-0311  (0884-27-2156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34704-10403 岸医院 〒774-0030 （時間外２）第126号       平成22年 4月 1日
     阿南市富岡町卜ノ町５４番地１ （小か診）第3号           平成28年 4月 1日
     0884-23-0272  (0884-23-6068) （外後発使）第48号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34804-10429 板東医院 〒779-1401 （在医総管）第42号        平成18年 4月 1日
     阿南市内原町筒崎１番地の２ （酸単）第6118号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2円
     0884-26-0211  (0884-26-1045)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34904-10437 賀島医院 〒774-0030 （コン１）第78号          平成29年 3月 1日
     阿南市富岡町西石塚７番地５
     0884-22-0114  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35004-10478 阿南市国民健康保険伊〒774-1760 （１７５）第61号          平成14年 4月 1日
     島診療所 阿南市伊島町瀬戸３９番地
     0884-33-0304  (0884-33-0304)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35104-10486 三谷内科 〒774-0030 （時間外１）第22号        平成24年 4月 1日
     阿南市富岡町東仲町３１３番地の （地包加）第118号         平成28年 4月 1日
     ２ （がん指）第151号         平成27年 5月 1日
     0884-23-0222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35204-10502 富士医院 〒779-1510 （支援診３）第167号       平成28年 4月 1日
     阿南市新野町西馬場３番地３ （在医総管）第261号       平成23年10月 1日
     0884-36-2024  (0884-36-3607) （在総）第193号           平成23年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  185

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  35304-11054 岩城医院 〒774-0030 一般 （診入院）第621号         平成22年 4月 1日
     阿南市富岡町今福寺４７の１ 　　一般     4 病床区分:一般
     0884-22-0309  一般 病床数:4床
     　　療養    15 区分:入院基本料６
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:その他
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     なその他理由:これから募集
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
     （診療養入院）第139号     平成18年 7月 1日
     病床区分:療養
     病床数:11床
     区分:８割以上
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:その他
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     なその他理由:こらから募集
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
     （診療養改）第15号        平成24年10月 1日
     病床数:15
     病床部分に係る面積のうち患者
     １人当たり:6.42㎡
     片側室部分の廊下幅:1.78ｍ
     （在医総管）第165号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35404-11112 板垣内科 〒774-0030 一般    （１７５）第103号         平成14年 4月 1日
     阿南市富岡町佃町５４２の１
     0884-22-7007  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35504-11377 天羽クリニック 〒779-1402 （がん指）第210号         平成24年 9月 1日
     阿南市桑野町中野９５－２ （在医総管）第331号       平成28年12月 1日
     0884-26-0112  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35604-11393 松尾医院 〒779-1401 （時間外１）第142号       平成28年 4月 1日
     阿南市内原町長谷６４番１ （外後発使）第12号        平成28年 4月 1日
     0884-26-0970  外来後発医薬品使用体制加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  186

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  35704-11559 きくち医院 〒779-1510 （地包加）第69号          平成29年 4月 1日
     阿南市新野町南宮ノ久保６７－４ （支援診３）第158号       平成28年 4月 1日
     0884-36-3512  (0884-36-3513) （在医総管）第247号       平成22年 5月 1日
     （外後発使）第76号        平成29年 2月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
     （酸単）第6347号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.16円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35804-11567 古川小児科内科医院 〒774-0011 （ニコ）第148号           平成29年 7月 1日
     阿南市領家町土倉１７番地１ （酸単）第6121号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     0884-23-3306  (0884-23-3325)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35904-11575 中野診療所 〒779-1740 （在医総管）第287号       平成24年12月20日
     阿南市椿泊町出島２７番地
     0884-33-0035  (0884-33-0035)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36004-11583 椿診療所 〒779-1750 （在医総管）第288号       平成24年12月20日
     阿南市椿町地蔵ケ谷７番地の２
     0884-33-1067  (0884-33-1207)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36104-11591 瀧内科外科医院 〒774-0015 （ニコ）第181号           平成29年 7月 1日
     阿南市才見町屋那婆２４番地１ （がん指）第267号         平成26年12月 1日
     0884-24-9133  (0884-24-9134) （酸単）第6115号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36204-13001 木下産婦人科内科医院〒774-0014 （ハイⅠ）第7号           平成18年 9月 1日
     阿南市学原町上水田１１番地７ （がん指）第170号         平成27年 2月 1日
     0884-23-3600  (0884-23-3600) （ＨＰＶ）第22号          平成26年 4月 1日
     ＨＰＶ核酸検出
     ＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタ
     イプ判定）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36304-13019 じぞうばし内科外科福〒779-1620 （地包加）第95号          平成29年 4月 1日
     井診療所 阿南市福井町大西１８０番地６ （支援診３）第189号       平成29年 2月 1日
     0884-34-3133  （がん指）第211号         平成24年 9月 1日
     （在医総管）第297号       平成26年 4月 1日
     （在総）第221号           平成26年 4月 1日
     （在訪褥）第12号          平成26年 8月 1日
     （酸単）第6112号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  187

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  36404-13035 林整形外科 〒774-0017 一般 （時間外１）第97号        平成24年 4月 1日
     阿南市見能林町堤ノ内６番地１ 　　一般    15（地包加）第108号         平成29年 4月 1日
     0884-23-6060  (0884-23-6014) 一般 （診入院）第584号         平成26年 4月 1日
     　　療養     4 病棟種別:一般
     病床数:15床
     区分:入院基本料２
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診療養入院）第140号     平成18年 7月 1日
     病床区分:療養
     病床数:4床
     区分:入院基本料２
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:求人を行っているが応
     募がないため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
     （診療養）第9号           平成11年12月 1日
     病床数:4
     （医療安全２）第75号      平成27年 8月 1日
     （総合評価）第47号        平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36504-13043 廣瀬医院 〒774-0044 （時間外２）第150号       平成22年 4月 1日
     阿南市上中町岡２９３番地１ （地包加）第110号         平成29年 5月 1日
     0884-22-1031  (0884-23-4696) （支援診３）第54号        平成29年 4月 1日
     （がん指）第212号         平成24年 9月 1日
     （在医総管）第100号       平成18年 4月 1日
     （在総）第100号           平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36604-13068 是松医院 〒774-0021 （支援診３）第95号        平成29年 4月 1日
     阿南市津乃峰町東分１１２の１番 （在医総管）第152号       平成18年 4月 1日
     地
     0884-27-0316  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  188

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  36704-13076 健生阿南診療所 〒774-0021 （時間外１）第54号        平成24年 4月 1日
     阿南市津乃峰町新浜１２ （地包加）第14号          平成27年 4月 1日
     0884-27-2848  (0884-27-2849) （ニコ）第130号           平成29年 7月 1日
     注１に規定する基準を満たさな
     い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
     （支援診３）第227号       平成29年 6月 1日
     （がん指）第96号          平成28年 4月 1日
     （在医総管）第124号       平成18年 4月 1日
     （在総）第51号            平成13年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36804-13084 島内科眼科医院 〒774-0030 （時間外２）第119号       平成22年 4月 1日
     阿南市富岡町東新町９９番地 （地包加）第68号          平成29年 4月 1日
     0884-22-1147  (0884-22-1070) （がん疼）第72号          平成25年 4月 1日
     （支援診３）第194号       平成29年 4月 1日
     （在診実１）第16号        平成26年 8月 1日
     （がん指）第121号         平成24年 9月 1日
     （在医総管）第96号        平成18年 4月 1日
     （在総）第33号            平成11年 9月 1日
     （神経）第7号             平成20年 4月 1日
     （コン１）第81号          平成28年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第174号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：４列以上
     １６列未満のマルチスライスＣ
     Ｔ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  189

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  36904-13092 岩城クリニック 〒774-0014 一般        19（時間外１）第55号        平成24年 4月 1日
     阿南市学原町上水田１１番地１ （診入院）第602号         平成29年 3月 1日
     0884-23-5600  (0884-22-1780) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （退支）第72号            平成28年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第396号             平成12年 1月 1日
     （喘管）第2号             平成18年 4月 1日
     （地包診）第3号           平成28年 4月 1日
     （ニコ）第163号           平成29年 7月 1日
     注１に規定する基準を満たさな
     い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
     （支援診３）第218号       平成28年 4月 1日
     （がん指）第152号         平成27年12月 1日
     （在医総管）第166号       平成18年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第168号           平成28年 6月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:181.92㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第93号            平成28年 6月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:181.92㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6119号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37004-13100 幸田耳鼻咽喉科医院 〒774-0030 （高）第32号              平成13年 2月 1日
     阿南市富岡町今福寺７３番地の３ （ニコ）第47号            平成29年 7月 1日
     0884-24-3387  (0884-24-3390)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  190

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  37104-13134 かじかわ整形外科 〒774-0013 （時間外２）第147号       平成22年 4月 1日
     阿南市日開野町筒路１９－１４ （ニコ）第17号            平成29年 7月 1日
     0884-24-5750  （在医総管）第230号       平成21年10月 1日
     （脳Ⅲ）第7号             平成20年 4月 1日
     （運Ⅱ）第72号            平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:75.46㎡
     （呼Ⅰ）第21号            平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:75.46㎡
     （難）第2号               平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:75.46㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37204-13159 井原医院 〒774-0017 （時間外１）第23号        平成24年 4月 1日
     阿南市見能林町中かうや９番１ （支援診３）第160号       平成29年 4月 1日
     0884-21-0021  （在診実２）第9号         平成28年 8月 1日
     （在医総管）第46号        平成18年 4月 1日
     （在総）第184号           平成23年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37304-13167 益崎胃腸科内科医院 〒779-1242 （時間外１）第145号       平成28年 4月 1日
     阿南市那賀川町赤池１７８番地２ （がん指）第120号         平成24年 9月 1日
     0884-42-0022  （在医総管）第136号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37404-13175 富永医院 〒779-1101 （時間外２）第259号       平成24年 4月 1日
     阿南市羽ノ浦町中庄市４９番地の （がん指）第214号         平成24年 9月 1日
     ３ （在医総管）第211号       平成20年 4月 1日
     0884-44-2123  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37504-13183 高橋内科クリニック 〒779-1102 （がん指）第205号         平成24年 9月 1日
     阿南市羽ノ浦町宮倉前田３番地の
     ７
     0884-44-6222  (0884-44-5823)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37604-13191 村上内科外科医院 〒779-1245 （ニコ）第96号            平成29年 7月 1日
     阿南市那賀川町中島４８２番地 （がん指）第196号         平成28年 3月 1日
     0884-42-3110  (0884-42-3170) （在医総管）第115号       平成18年 4月 1日
     （酸単）第6114号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.4円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37704-13217 生野外科胃腸科 〒779-1101 （時間外２）第244号       平成24年 4月 1日
     阿南市羽ノ浦町中庄上ナカレ１５ （地包加）第116号         平成28年 4月 1日
     番地の１ （がん指）第215号         平成24年 9月 1日
     0884-44-5511  (0884-44-6181) （外後発使）第8号         平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37804-13233 むらかみ内科循環器ク〒779-1102 （時間外１）第143号       平成28年 4月 1日
     リニック 阿南市羽ノ浦町宮倉太田３５番地 （ニコ）第58号            平成29年 7月 1日
     ２ （酸単）第6113号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     0884-44-1010  (0884-44-1717)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  191

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  37904-13241 松﨑内科医院 〒774-0048 （がん指）第217号         平成28年 8月 1日
     阿南市中大野町北傍示４８３番地 （在医総管）第202号       平成19年 5月 1日
     １ （酸単）第6106号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     0884-23-5778  (0884-23-5868)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38004-13266 井坂クリニック 〒774-0021 （支援診３）第236号       平成29年 6月 1日
     阿南市津乃峰町長浜３７６番地１ （がん指）第218号         平成26年11月 1日
     0884-27-0047  (0884-27-0210) （在医総管）第252号       平成23年 5月 1日
     （在総）第187号           平成23年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38104-13274 和田胃腸科内科医院 〒774-0009 （時間外２）第265号       平成24年 5月 1日
     阿南市西路見町元村７番地７ （がん指）第203号         平成27年12月 1日
     0884-23-1241  (0884-23-1243)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38204-13308 阿南天満クリニック 〒774-0044 （Ｃ・Ｍ）第201号         平成25年12月17日
     阿南市上中町南島３２５－１ 撮影に使用する機器：１６列以
     0884-22-2299  (0884-22-2319) 上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38304-13316 阿南川島クリニック 〒779-1106 （透析水２）第30号        平成28年 5月 1日
     阿南市羽ノ浦町岩脇神代地８０－ （肢梢）第9号             平成28年 5月 1日
     １ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0884-44-6556  (0884-44-6550) 及び指導管理等:有
     （酸単）第6326号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  192

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38405-10012 折野病院 〒771-2103 精神       192（精神入院）第676号       平成27年 8月 1日
     美馬市美馬町字ナロヲ２５番地 病棟種別:精神
     0883-63-2569  (0883-63-2569) 病棟数:5棟
     病床数:326床
     区分:１５対１入院基本料
     （看補）第844号           平成21年 8月 1日
     病棟種別:精神
     病棟数:5
     病床数:326
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算３
     （精救急受入）第11号      平成24年 4月 1日
     （食）第255号             平成 2年 9月 1日
     （薬）第103号             平成16年 7月 1日
     （精）第12号              平成11年 6月 1日
     専用施設の面積:249.95㎡
     （ショ小）第3号           平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:125.05㎡
     患者１人当たりの面積:4.16㎡
     （デ小）第10号            平成16年 7月 1日
     専用施設の面積:125.05㎡
     患者１人当たりの面積:4.16㎡
     （医療保護）第6号         平成16年 4月 1日
     （酸単）第6255号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.26円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.08円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  193

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38505-10020 桜木病院 〒779-3620 一般        35（一般入院）第785号       平成18年 4月 1日
     美馬市脇町木ノ内３７６３番地 精神       150 病棟種別:一般
     0883-52-2583  (0883-52-0204) 病棟数:1棟
     病床数:35床
     区分:特別入院基本料
     （精神入院）第662号       平成18年 4月 1日
     病棟種別:精神
     病棟数:1棟
     病床数:90床
     区分:１５対１入院基本料
     （看補）第828号           平成27年 2月 1日
     病棟種別:精神
     病棟数:2
     病床数:90
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
     （療）第10号              平成 7年11月 1日
     病棟数:1
     病棟種別:一般
     病床数:30
     病室の総面積：297.06㎡
     １床当たり病床面積：9.9㎡
     （精合併加算）第8号       平成20年 4月 1日
     （精救急受入）第12号      平成24年 4月 1日
     （精療）第24号            平成26年 4月 1日
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:精神療養
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.1㎡
     （食）第467号             平成19年 2月 1日
     （薬）第22号              平成 7年 5月 1日
     （ショ小）第1号           平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:165.33㎡
     （デ小）第18号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:165.33㎡
     （認デ）第1号             平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:130.08㎡
     患者１人当たりの面積:5.2㎡
     （医療保護）第1号         平成16年 4月 1日
     （酸単）第6122号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.02円



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  194

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38605-10053 岡内科病院 〒779-3601 療養        30（療養入院）第316号       平成28年10月 1日
     美馬市脇町字拝原１４９６番地５ 病棟種別:療養
     0883-52-0988  (0883-52-8017) 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:入院基本料２
     （療養２）第49号          平成14年 6月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病床数:30床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :13.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
     （食）第302号             平成 4年 5月 1日
     （がん指）第310号         平成28年 3月 1日
     （薬）第122号             平成20年 5月 1日
     （支援病３）第13号        平成24年 2月 1日
     （在医総管）第266号       平成24年 2月 1日
     （在総）第196号           平成24年 2月 1日
     （運Ⅲ）第46号            平成20年 3月 1日
     専用施設の面積:75.93㎡
     （酸単）第6123号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.4円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  195

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38705-10061 ホウエツ病院 〒779-3602 一般        65（一般入院）第883号       平成29年 6月 1日
     美馬市脇町大字猪尻字八幡神社下 病棟種別:一般
     南１３０－３番地 病棟数:1棟
     0883-52-1095  (0883-53-9375) 病床数:43床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
     （診療録１）第11号        平成28年 7月 1日
     （事補１）第7号           平成28年 8月 1日
     一般病床数:65床
     一般病床配置基準:２５対１補
     助体制加算
     （急性看補）第9号         平成28年10月 1日
     急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:50対１
     （療）第29号              平成11年 7月 1日
     病棟数:1
     病棟種別:一般
     病床数:20
     病室の総面積：160.57㎡
     １床当たり病床面積：8.02㎡
     （重）第51号              平成11年 7月 1日
     個室:2
     （栄養チ）第1号           平成22年 4月 1日
     （医療安全１）第32号      平成20年 4月 1日
     届出区分：医療安全対策加算１
     （感染防止２）第16号      平成24年 4月 1日
     （総合評価）第50号        平成20年 4月 1日
     （後発使１）第14号        平成28年 6月 1日
     （病棟薬１）第33号        平成29年 5月 1日
     （データ提）第11号        平成24年10月 1日
     データ提出加算２
     　ロ（200床未満）
     （退支）第15号            平成28年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算１
     地域連携診療計画加算:有
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:1棟
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:65床
     （認ケア）第12号          平成28年 8月 1日
     加算区分:加算２



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  196

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （回２）第2号             平成22年 7月 1日
     病棟面積のうち１床当たり:48.
     8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.52㎡
     病室に隣接する廊下幅:2ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:22床
     （地包ケア１）第10号      平成27年 4月 1日
     地域包括ケア入院医療管理料１
     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
     （食）第355号             平成 8年 5月 1日
     （ニコ）第81号            平成29年 7月 1日
     （開）第11号              平成10年 1月 1日
     開放病床数:5
     開放病床数計:5床
     （がん指）第63号          平成23年 5月 1日
     （排自）第8号             平成28年 8月 1日
     （肝炎）第14号            平成22年 4月 1日
     （薬）第163号             平成29年 5月 1日
     （検Ⅱ）第20号            平成23年11月 1日
     （歩行）第5号             平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第158号         平成26年 2月 1日
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅰ）第19号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:160.32㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第31号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:160.32㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第23号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:160.32㎡
     初期加算届出:有



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  197

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （胃瘻造）第20号          平成26年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第11号        平成26年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第17号          平成10年 5月 1日
     （酸単）第6327号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.31円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  198

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38805-10087 成田病院 〒779-3601 療養        58（療養入院）第368号       平成28年 4月 1日
     美馬市脇町字拝原２５７６ 病棟種別:療養
     0883-52-1258  (0883-53-0551) 病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     （療養１）第9号           平成18年 4月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:成田病院療養病棟
     病床数:54床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :40.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.9㎡
     （医療安全２）第48号      平成22年 4月 1日
     届出区分：医療安全対策加算２
     （総合評価）第97号        平成24年11月 1日
     （食）第395号             平成11年10月 1日
     （喘管）第7号             平成18年 4月 1日
     （糖管）第12号            平成21年 4月 1日
     （がん疼）第31号          平成22年 4月 1日
     （ニコ）第20号            平成29年 7月 1日
     （がん指）第65号          平成27年 5月 1日
     （薬）第159号             平成28年 4月 1日
     （機安１）第22号          平成22年 4月 1日
     （支援病３）第4号         平成22年 4月 1日
     （在病実１）第1号         平成28年 4月 1日
     （在医総管）第47号        平成18年 4月 1日
     （在総）第175号           平成22年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第210号         平成26年 5月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅱ）第128号           平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:114.47㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第32号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:114.47㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第66号            平成26年 4月 1日
     専用施設の面積:114.47㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6134号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  199

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  38905-10095 美馬リハビリテーショ〒771-2103 一般        60（一般入院）第890号       平成27年 8月 1日
     ン病院 美馬市美馬町字沼田７５番地 病棟種別:一般
     0883-63-2026  (0883-63-2848) 病棟数:1棟
     病床数:60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
     （看配）第700号           平成27年 8月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     基本料区分:一般入院
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
     （看補）第857号           平成22年10月10日
     病棟種別:一般
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     （食）第476号             平成22年10月10日
     （脳Ⅱ）第151号           平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:129.42㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第56号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:129.42㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6128号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39005-10541 西条産婦人科 〒779-3742 （がん指）第161号         平成27年 4月 1日
     美馬市脇町字西赤谷２０４番地 （ＨＰＶ）第25号          平成26年 4月 1日
     0883-52-2002  (0883-52-2001) ＨＰＶ核酸検出
     ＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタ
     イプ判定）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39105-10566 平野整形外科 〒777-0005 一般        19（時間外２）第260号       平成24年 4月 1日
     美馬市穴吹町穴吹字薮の下３０番 （酸単）第6287号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     地１
     0883-53-8530  (0883-53-7712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  200

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  39205-10574 国見医院 〒777-0005 一般        19（診入院）第552号         平成24年 4月 1日
     美馬市穴吹町穴吹字九反地１番地 病棟種別:一般
     の１ 病床数:19床
     0883-52-1243  区分:入院基本料５
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
     （運Ⅱ）第104号           平成18年 6月 1日
     専用施設の面積:51.37㎡
     （酸単）第6273号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39305-10616 木下医院 〒771-2106 一般 （時間外１）第26号        平成24年 4月 1日
     美馬市美馬町字喜来市２番地１ 　　一般    19（地包加）第84号          平成29年 4月 1日
     0883-63-3171  (0883-63-3171) （診入院）第519号         平成26年 4月 1日
     病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （総合評価）第53号        平成20年 4月 1日
     （退支）第50号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （支援診３）第139号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第64号          平成28年 3月 1日
     （在医総管）第48号        平成18年 4月 1日
     （在総）第158号           平成20年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第225号         平成27年11月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （酸単）第6130号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  201

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  39405-10624 林クリニック 〒779-3610 一般 （時間外１）第98号        平成24年 4月 1日
     美馬市脇町大字脇町３４０番地 　　一般     1（地包加）第86号          平成29年 4月 1日
     0883-52-1001  (0883-53-0337) 一般 （診入院）第658号         平成28年 4月 1日
     　　療養    18 病床区分:一般
     病床数:1床
     区分:入院基本料２
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診療養入院）第185号     平成26年 9月 1日
     病床区分:療養
     病床数:18床
     区分:８割以上
     栄養管理実施加算:有
     看取り加算:有
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
     （診療養）第50号          平成24年 6月 1日
     病床数:18
     病床部分に係る面積のうち患者
     １人当たり:8.4㎡
     片側室部分の廊下幅:2.73ｍ
     両側室部分の廊下幅:2.73ｍ
     （総合評価）第54号        平成20年 4月 1日
     （退支）第37号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第374号             平成10年 2月 1日
     （がん疼）第74号          平成25年 5月 1日
     （支援診３）第25号        平成28年 4月 1日
     （在診実２）第6号         平成28年 4月 1日
     （がん指）第226号         平成24年12月 1日
     （在医総管）第49号        平成18年 4月 1日
     （在総）第8号             平成 9年 5月 1日
     （脳Ⅲ）第43号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:73.68㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅱ）第81号            平成24年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  202

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:73.68㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第60号            平成25年 9月 1日
     専用施設の面積:73.68㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6126号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.07円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39505-10640 成田クリニック 〒779-3602 （時間外２）第67号        平成22年 4月 1日
     美馬市脇町大字猪尻字東分２７－ （がん指）第62号          平成27年 5月 1日
     １ （酸単）第6137号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:3.09円
     0883-55-0321  (0883-55-0322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39605-10657 佐藤内科 〒779-3601 一般 （時間外２）第211号       平成22年 4月 1日
     美馬市脇町字拝原１４１５－２ 　　一般    19（診入院）第627号         平成26年 4月 1日
     0883-52-1045  (0883-52-1201) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （支援診３）第27号        平成28年 4月 1日
     （がん指）第253号         平成28年 4月 1日
     （在医総管）第51号        平成18年 4月 1日
     （在総）第101号           平成18年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第136号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：４列以上
     １６列未満のマルチスライスＣ
     Ｔ
     （胃瘻造）第5号           平成26年 4月 1日
     （酸単）第6131号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39705-10665 サンクリニック 〒771-2106 （ニコ）第144号           平成29年 7月 1日
     美馬市美馬町字南荒川７１番地 （Ｃ・Ｍ）第228号         平成28年 2月 1日
     0883-63-2277  (0883-63-5567) 撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅲ）第44号            平成20年 4月 1日
     専用施設の面積:141.14㎡
     （運Ⅱ）第192号           平成29年 6月 1日
     専用施設の面積:141.14㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  203

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  39805-10673 木下内科循環器科 〒771-2105 （在医総管）第52号        平成18年 4月 1日
     美馬市美馬町字鍵掛４５－１ （在総）第66号            平成16年 7月 1日
     0883-63-2245  (0883-63-2208) （外後発使）第13号        平成28年 9月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
     （酸単）第6127号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.43円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39905-10681 佐々木医院 〒771-2104 （時間外２）第54号        平成22年 4月 1日
     美馬市美馬町字宗重１１４番地の （ニコ）第108号           平成29年 7月 1日
     １ （がん指）第286号         平成27年 6月 1日
     0883-63-2001  (0883-63-2001) （酸単）第6237号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40005-10715 秦眼科 〒779-3601 一般         5（診入院）第515号         平成22年 4月 1日
     美馬市脇町字拝原１４４１番地１ 病棟種別:一般
     0883-52-3011  (0883-53-9525) 病床数:5床
     区分:入院基本料５
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （後発使１）第16号        平成28年10月 1日
     （コン１）第83号          平成28年 4月 1日
     （外後発使）第77号        平成28年10月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
     （酸単）第6125号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.25円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40105-10723 脇町川島クリニック 〒779-3602 （がん指）第265号         平成28年 4月 1日
     美馬市脇町大字猪尻字建神社下南 （在血液）第5号           平成25年 7月 1日
     ３９－２ （透析水２）第3号         平成24年 4月 1日
     0883-55-0110  (0883-55-0130) （肢梢）第8号             平成28年 5月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （酸単）第6328号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.38円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40205-10749 成田診療所 〒779-3602 （時間外１）第125号       平成25年12月 1日
     美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保３ （がん疼）第76号          平成25年12月 1日
     ７番地２ （ニコ）第182号           平成29年 7月 1日
     0883-55-0770  (0883-52-5585) （支援診３）第182号       平成28年 4月 1日
     （在診実２）第1号         平成28年 4月 1日
     （がん指）第234号         平成28年 3月 1日
     （在医総管）第292号       平成25年12月 1日
     （在総）第218号           平成25年12月 1日
     （外後発使）第14号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
     （酸単）第6135号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  204

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  40305-10756 おおた整形外科クリニ〒779-3620 （脳Ⅲ）第106号           平成25年12月 1日
     ック 美馬市脇町馬木字銚子場１１７６ 専用施設の面積:100.9㎡
     －３ （運Ⅱ）第159号           平成25年12月 1日
     0883-53-2576  (0883-53-2553) 専用施設の面積:100.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40405-10764 美馬市国民健康保険木〒777-0302 （時間外２）第297号       平成29年 4月 1日
     屋平診療所 美馬市木屋平字川井２２４番地 （ニコ）第207号           平成29年 7月 1日
     0883-68-2541  (0883-68-2517) （がん指）第338号         平成29年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第242号         平成29年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40505-10772 多田クリニック 〒779-3620 （時間外２）第298号       平成29年 5月 1日
     美馬市脇町野村４６３６－１ （支援診３）第224号       平成29年 5月 1日
     0883-53-1717  (0883-53-1722) （在医総管）第335号       平成29年 5月 1日
     （酸単）第6355号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.3円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40605-13057 佐藤外科医院 〒779-3601 （時間外２）第31号        平成22年 4月 1日
     美馬市脇町字拝原１３４４
     0883-52-3334  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40705-13073 市橋内科医院 〒779-3610 一般        19（時間外１）第27号        平成24年 4月 1日
     美馬市脇町大字脇町７２５－２ （診入院）第539号         平成26年 4月 1日
     0883-53-8105  病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料２
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （がん指）第300号         平成27年12月 1日
     （酸単）第6132号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40805-13107 としま小児科 〒779-3601 （時間外２）第176号       平成22年 4月 1日
     美馬市脇町字拝原１７７４－６
     0883-53-6011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40905-13123 脇町中央医院 〒779-3610 （時間外２）第107号       平成22年 4月 1日
     美馬市脇町大字脇町３１６－２ （地包加）第85号          平成29年 4月 1日
     0883-52-1529  （ニコ）第185号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第272号         平成27年 2月 1日
     （外後発使）第80号        平成28年12月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算２
     （酸単）第6247号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  205

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41005-13149 大島医院 〒779-3610 （酸単）第6136号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.32円
     美馬市脇町大字脇町１３０１－１
     0883-52-1215  (0883-52-1216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  206

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41106-10010 徳島県立三好病院 〒778-8503 一般       206（一般入院）第812号       平成28年10月 1日
     三好市池田町シマ８１５－２ 結核         8 病棟種別:一般
     0883-72-1131  (0883-72-6910) 一般（感染） 病棟数:5棟
                  6 病床数:172床
     区分:７対１入院基本料
     （結核入院）第704号       平成28年 3月 1日
     病棟種別:結核
     病棟数:1棟
     病床数:8床
     区分:７対１入院基本料
     （超急性期）第10号        平成20年 6月 1日
     （診療録１）第10号        平成27年 7月 1日
     （事補１）第18号          平成28年 4月 1日
     一般病床数:186床
     一般病床配置基準:２０対１補
     助体制加算
     （急性看補）第13号        平成29年 4月 1日
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割未満）
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:25対１（看護補助者５割
     未満）
     （療）第70号              平成26年 9月 1日
     病棟数:4
     病棟種別:一般
     病床数:138
     病室の総面積：1478.42㎡
     １床当たり病床面積：10.7㎡
     （重）第9号               昭和56年10月 1日
     個室:6
     （無菌２）第4号           平成24年 4月 1日
     （栄養チ）第19号          平成27年 8月 1日
     （医療安全１）第33号      平成20年 4月 1日
     届出区分：医療安全対策加算１
     （感染防止１）第3号       平成26年 7月 1日
     感染防止対策地域連携加算届出
     有無:有
     （患サポ）第52号          平成24年11月 1日
     （ハイ妊娠）第11号        平成20年 4月 1日
     （呼吸チ）第3号           平成24年12月 1日
     （データ提）第12号        平成25年10月 1日
     データ提出加算２
     　イ（200床以上）
     （退支）第59号            平成29年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  207

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     :有
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:6棟
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:192床
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:1棟
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:8床
     （認ケア）第19号          平成28年 8月 1日
     加算区分:加算２
     （緩）第2号               平成27年 1月 1日
     当該病棟総数病床数①:20床
     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:55.
     1㎡
     病室部分の面積１床当たり:14.
     34㎡
     （短手１）第5号           平成18年12月 1日
     回復室病床数:2床
     （食）第165号             昭和56年10月 1日
     （がん疼）第11号          平成22年 4月 1日
     （がん指１）第6号         平成23年10月 1日
     （がん指２）第7号         平成27年12月 1日
     （がん指３）第6号         平成27年12月 1日
     （糖防管）第29号          平成27年 4月 1日
     （トリ）第4号             平成24年 4月 1日
     （開）第9号               平成 9年 9月 1日
     開放病床数:5
     （ハイⅠ）第12号          平成18年 9月 1日
     （肝炎）第21号            平成22年 5月 1日
     （薬）第78号              平成23年 5月 1日
     （機安１）第16号          平成20年 4月 1日
     （在看）第5号             平成28年11月 1日
     （ＨＰＶ）第21号          平成26年 4月 1日
     ＨＰＶ核酸検出
     ＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタ
     イプ判定）
     （検Ⅰ）第38号            平成20年 4月 1日
     （歩行）第3号             平成24年 4月 1日
     （遠画）第3号             平成27年 4月 1日
     送受信区分:送信側
     （Ｃ・Ｍ）第159号         平成27年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  208

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     （抗悪処方）第9号         平成22年 4月 1日
     （外化２）第6号           平成20年 4月 1日
     （菌）第34号              平成20年 4月 1日
     専用の部屋の面積:5.3㎡
     （脳Ⅱ）第166号           平成28年 5月 1日
     専用施設の面積:159.77㎡
     （運Ⅰ）第91号            平成28年 5月 1日
     専用施設の面積:159.77㎡
     （呼Ⅰ）第22号            平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:159.77㎡
     （透析水１）第29号        平成23年10月 1日
     （肢梢）第29号            平成29年 7月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （ペ）第10号              平成10年 4月 1日
     （大）第8号               平成10年 4月 1日
     （胃瘻造）第47号          平成29年 6月 1日
     （輸血Ⅱ）第22号          平成26年11月 1日
     （造設前）第8号           平成26年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第30号        平成29年 6月 1日
     （麻管Ⅰ）第28号          平成18年 2月 1日
     （テ組織）第5号           平成27年 6月 1日
     送受信区分:送信側
     （酸単）第6300号          平成29年 4月 1日ＣＥ　　 算定単価:0.09円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.16円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  209

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41206-10036 秋田病院 〒778-0020 精神       120（精神入院）第678号       平成23年 5月 1日
     三好市池田町州津堂面２１５番地 病棟種別:精神
     0883-72-0743  (0883-72-3736) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
     （看補）第806号           平成18年 7月 1日
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
     （精救急受入）第13号      平成24年 4月 1日
     （精療）第12号            平成26年 4月 1日
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:無
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:西病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.2㎡
     （食）第403号             平成12年11月 1日
     （精）第19号              平成13年12月 1日
     専用施設の面積:167.14㎡
     （酸単）第6299号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.54円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:3.09円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  210

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41306-10051 北條病院 〒778-0002 療養        60（療養入院）第395号       平成20年10月 1日
     三好市池田町マチ２５２６－７ 病棟種別:療養
     0883-72-0007  (0883-72-5682) 病棟数:1棟
     病床数:34床
     区分:入院基本料１
     （療養改１）第9号         平成24年10月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:療養病棟
     病床数:34床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :58.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.9㎡
     （総合評価）第91号        平成24年 4月 1日
     （食）第373号             平成 9年12月30日
     （がん疼）第44号          平成22年 6月 1日
     （ニコ）第105号           平成29年 7月 1日
     （支援病３）第5号         平成22年 4月 1日
     （在医総管）第55号        平成18年 4月 1日
     （在総）第176号           平成22年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第203号         平成26年 2月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅲ）第46号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:194.28㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅱ）第193号           平成29年 7月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:194.28㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅱ）第18号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:194.28㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6248号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.38円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:3.09円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  211

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41406-10069 三野田中病院 〒771-2304 一般        99（障害入院）第37号        平成27年 5月 1日
     三好市三野町芝生１２４２番地６ 病棟種別:一般
     0883-77-2300  (0883-77-2301) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
     （診療録２）第25号        平成18年 4月 1日
     （事補２）第47号          平成28年12月 1日
     一般病床数:99床
     一般病床配置基準:５０対１補
     助体制加算
     （特施）第39号            平成20年10月 1日
     病棟名:２Ｆ
     病床種別:一般
     区分:１０対１入院基本料
     病床数:60
     特殊疾患の割合:74.5
     看護補助加算:看護補助加算２
     （療）第50号              平成18年10月 1日
     病棟数:2
     病棟種別:一般
     病床数:92
     病室の総面積：737.44㎡
     （重）第77号              平成18年 9月 1日
     ２人部屋:2
     （医療安全２）第76号      平成27年11月 1日
     （感染防止２）第27号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第44号          平成24年 4月 1日
     （総合評価）第56号        平成20年 4月 1日
     （データ提）第21号        平成26年10月 1日
     データ提出加算１
     　ロ（200床未満）
     （退支）第17号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （認ケア）第11号          平成28年 8月 1日
     加算区分:加算２
     （地包ケア１）第12号      平成27年 5月 1日
     地域包括ケア病棟入院料１
     当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:39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

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  212

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （食）第440号             平成16年 4月 1日
     （ニコ）第82号            平成29年 6月 1日
     （がん指）第67号          平成28年 2月 1日
     （薬）第144号             平成25年 5月 1日
     （支援病３）第23号        平成26年 4月 1日
     （在医総管）第53号        平成18年 4月 1日
     （在総）第222号           平成26年 4月 1日
     （検Ⅰ）第40号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第23号            平成24年 4月 1日
     （歩行）第19号            平成24年 6月 1日
     （コン１）第84号          平成29年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第180号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     （外化２）第22号          平成27年 1月 1日
     （心Ⅱ）第9号             平成28年 4月 1日
     専用施設の面積:30.35㎡
     初期加算届出:無
     （脳Ⅰ）第32号            平成24年 5月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:298.5㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第16号            平成24年 6月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:289.2㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第41号            平成24年 6月 1日
     専用施設の面積:289.2㎡
     初期加算届出:有
     （集コ）第12号            平成20年 4月 1日
     （酸単）第6339号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.46円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  213

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41506-10077 三好市国民健康保険市〒771-2304 一般        60（一般入院）第791号       平成18年 4月 1日
     立三野病院 三好市三野町芝生１２７０番地３ 病棟種別:一般
     ０ 病棟数:1棟
     0883-77-2323  (0883-77-3622) 病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
     （診療録２）第52号        平成27年 4月 1日
     （事補１）第9号           平成26年 4月 1日
     一般病床配置基準:５０対１補
     助体制加算
     （看配）第676号           平成18年 4月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
     （看補）第784号           平成28年 4月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     （重）第78号              平成18年12月 1日
     ２人部屋:2
     （感染防止２）第17号      平成24年 4月 1日
     （データ提）第32号        平成27年 4月 1日
     データ提出加算１
     　ロ（200床未満）
     （認ケア）第26号          平成28年11月 1日
     加算区分:加算２
     （地包ケア１）第5号       平成28年 6月 1日
     地域包括ケア入院医療管理料１
     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
     （食）第456号             平成18年 3月 1日
     （がん疼）第1号           平成22年 4月 1日
     （ニコ）第61号            平成29年 7月 1日
     （がん指）第153号         平成28年 3月 1日
     （薬）第116号             平成18年 5月 1日
     許容病床数：75床
     （在医総管）第54号        平成18年 4月 1日
     （在訪褥）第3号           平成26年10月 1日
     （歩行）第6号             平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第190号         平成24年 9月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  214

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     ＣＴ
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     （菌）第22号              平成20年 4月 1日
     専用の部屋の面積:5.5㎡
     （脳Ⅰ）第49号            平成29年 4月 1日
     専用施設の面積:257.04㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第81号            平成27年 4月 1日
     専用施設の面積:231.24㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第50号            平成24年 7月 1日
     専用施設の面積:231.24㎡
     初期加算届出:有
     （がんリハ）第23号        平成27年 8月 1日
     専用施設の面積:231.24㎡
     （集コ）第16号            平成22年 4月 1日
     （胃瘻造）第21号          平成26年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第12号        平成26年 4月 1日
     （酸単）第6145号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.39円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.3円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41606-10523 健生西部診療所 〒779-4803 一般 （時間外２）第127号       平成22年 4月 1日
     三好市井川町吉岡１２７－２ 　　一般    19（支援診３）第29号        平成28年 8月 1日
     0883-78-2292  (0883-76-3711) （在医総管）第56号        平成18年 4月 1日
     （在総）第40号            平成12年 4月 1日
     （脳Ⅲ）第47号            平成26年 6月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:125.2㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅱ）第68号            平成26年 6月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:125.2㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第20号            平成26年 6月 1日
     専用施設の面積:125.2㎡
     初期加算届出:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  215

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41706-10531 内田医院 〒779-5161 一般        19（時間外１）第80号        平成24年 4月 1日
     三好市池田町中西ナガウチ２５４ （地包加）第42号          平成29年 4月 1日
     番地３ （診入院）第662号         平成26年 4月 1日
     0883-74-0121  (0883-74-1730) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料４
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （総合評価）第96号        平成24年 8月 1日
     （ニコ）第166号           平成29年 6月 1日
     （支援診３）第98号        平成28年 4月 1日
     （在医総管）第269号       平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第200号         平成25年 9月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅲ）第73号            平成20年 4月 1日
     専用施設の面積:178.85㎡
     （運Ⅱ）第182号           平成28年 9月 1日
     専用施設の面積:178.85㎡
     （呼Ⅱ）第23号            平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:178.85㎡
     （胃瘻造）第44号          平成29年 3月 1日
     （胃瘻造嚥）第29号        平成29年 3月 1日
     （酸単）第6140号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.68円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41806-10549 大池医院 〒778-0005 （外後発使）第65号        平成29年 2月 1日
     三好市池田町シマ６９１番地 外来後発医薬品使用体制加算１
     0883-72-0220  (0883-72-6080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  216

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  41906-10556 村山内科 〒778-0003 一般 （時間外２）第128号       平成22年 4月 1日
     三好市池田町サラダ１７９５番地　　一般     3（地包加）第128号         平成29年 4月 1日
     １ 一般 （診入院）第558号         平成27年 7月 1日
     0883-72-2110  　　療養    16 病床区分:一般
     病床数:3床
     区分:入院基本料３
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診療養入院）第148号     平成27年 7月 1日
     病床区分:療養
     病床数:7床
     区分:入院基本料２
     栄養管理実施加算:有
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
     （総合評価）第57号        平成20年 4月 1日
     （食）第351号             平成 7年 8月 1日
     （がん疼）第33号          平成22年 4月 1日
     （ニコ）第50号            平成29年 7月 1日
     （支援診３）第65号        平成29年 4月 1日
     （在診実１）第10号        平成26年 4月 1日
     （がん指）第320号         平成28年 4月 1日
     （在医総管）第179号       平成18年 8月 1日
     （在総）第7号             平成 8年12月 1日
     （酸単）第6139号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42006-10572 大和外科医院 〒778-0002 （１７５）第102号         平成14年 4月 1日
     三好市池田町マチ２５２４－２
     0883-72-0828  (0883-72-2208)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  217

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  42106-10580 安宅循環器内科 〒778-0003 一般        19（時間外１）第100号       平成24年 4月 1日
     三好市池田町サラダ１６５１番地 （地包加）第44号          平成29年 4月 1日
     ２ （診入院）第577号         平成26年 4月 1日
     0883-72-6300  (0883-72-6455) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （患サポ）第19号          平成24年 4月 1日
     （総合評価）第58号        平成20年 4月 1日
     （退支）第51号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第366号             平成 9年 1月 1日
     （支援診３）第137号       平成28年 4月 1日
     （在診実１）第11号        平成26年 4月 1日
     （がん指）第69号          平成27年 6月 1日
     （在医総管）第212号       平成20年 4月 1日
     （在総）第156号           平成20年 4月 1日
     （外後発使）第31号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
     （酸単）第6256号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.46円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:3.09円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42206-10598 田岡医院 〒778-0005 一般 （時間外２）第227号       平成22年 6月 1日
     三好市池田町シマ９３４番地６ 　　一般    19（支援診３）第228号       平成29年 6月 1日
     0883-72-5551  (0883-72-1295) （在医総管）第173号       平成18年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42306-10655 岸野医院 〒771-2304 （支援診３）第44号        平成29年 4月 1日
     三好市三野町芝生１３６番地１ （在医総管）第90号        平成18年 4月 1日
     0883-77-2001  (0883-77-2075)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  218

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  42406-10663 宮佐医院 〒778-0002 一般 （時間外２）第262号       平成24年 4月 1日
     三好市池田町マチ２４７８番地１　　一般    19（地包加）第70号          平成29年 4月 1日
     0883-72-0149  (0883-72-6221) （診入院）第589号         平成26年 4月 1日
     病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料２
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （食）第436号             平成15年11月 1日
     （支援診３）第30号        平成28年 4月 1日
     （在医総管）第58号        平成18年 4月 1日
     （在総）第60号            平成15年 8月 1日
     （酸単）第6138号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.46円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.62円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42506-10671 三好市国民健康保険西〒778-0101 （時間外２）第38号        平成22年 4月 1日
     (06-31806 ) 祖谷山村診療所 三好市西祖谷山村一宇３６８番地 （糖管）第35号            平成29年 4月 1日
     ９ （ニコ）第199号           平成28年 8月 1日
     0883-87-2360  (0883-87-2743) （がん指）第244号         平成27年 6月 1日
     （補管）第588号           平成20年 6月 1日
     （酸単）第6144号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:3.09円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42606-10689 三好市国民健康保険大〒779-5452 （時間外１）第115号       平成24年 6月 1日
     歩危診療所 三好市山城町上名１５８４番地３ （酸単）第6143号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:3.09円
     －３
     0883-84-1021  (0883-84-1022)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42706-10697 三木医院 〒771-2304 （時間外２）第286号       平成26年 7月 1日
     三好市三野町芝生１０２７番地 （Ｃ・Ｍ）第211号         平成26年 7月 1日
     0883-77-3900  (0883-77-2988) 撮影に使用する機器：４列以上
     １６列未満のマルチスライスＣ
     Ｔ
     （酸単）第6141号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42806-10713 三好市国民健康保険東〒778-0204 （酸単）第6142号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:3.09円
     祖谷診療所 三好市東祖谷京上１４番地３
     0883-88-2300  (0883-88-2300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42906-13048 山城診療所 〒779-5303 （がん指）第334号         平成28年12月 1日
     三好市山城町下川字東５４５ー５ （在医総管）第273号       平成24年 5月 1日
     番地 （酸単）第6329号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.73円
     0883-86-1562  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  219

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  43006-13055 郷外科・内科 〒779-5166 （がん指）第294号         平成27年12月 1日
     三好市池田町川崎宮の前１２３の
     １
     0883-79-3816  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43106-13063 浜クリニック 〒778-0002 （時間外２）第290号       平成27年 4月 1日
     三好市池田町マチ２４４３の１ （在医総管）第221号       平成20年 7月 1日
     0883-72-0667  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  220

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  43210-10012 国民健康保険勝浦病院〒771-4306 一般        60（一般入院）第923号       平成26年12月 1日
     勝浦郡勝浦町大字棚野字竹国１３ 病棟種別:一般
     －２ 病棟数:1棟
     0885-42-2555  (0885-42-3343) 病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     （診療録２）第38号        平成20年12月 1日
     （看配）第698号           平成26年12月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     基本料区分:一般入院
     看護配置加算:有
     （看補）第763号           平成25年 9月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
     （重）第75号              平成17年 8月 1日
     個室:2
     （データ提）第40号        平成28年10月 1日
     データ提出加算１
     　ロ（200床未満）
     （認ケア）第4号           平成28年 7月 1日
     加算区分:加算２
     （地包ケア１）第20号      平成28年12月 1日
     地域包括ケア入院医療管理料１
     当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:8床
     （食）第150号             昭和56年 5月23日
     （ニコ）第18号            平成29年 7月 1日
     （がん指）第118号         平成28年 4月 1日
     （薬）第71号              平成11年 7月 1日
     （在医総管）第59号        平成18年 4月 1日
     （検Ⅰ）第39号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第13号            平成20年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第150号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：４列以上
     １６列未満のマルチスライスＣ
     Ｔ
     （脳Ⅲ）第48号            平成26年 6月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:149.65㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅱ）第183号           平成28年 9月 1日
     注５に規定する施設基準



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  221

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     専用施設の面積:149.65㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6146号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43310-10319 国民健康保険上勝町福〒771-4501 一般    （時間外１）第56号        平成24年 4月 1日
     原診療所 勝浦郡上勝町大字福原字川北３０ （支援診３）第172号       平成29年 4月 1日
     番地の１ （在医総管）第272号       平成24年 4月 1日
     0885-46-0302  (0885-46-0044) （在総）第202号           平成24年 6月 1日
     （酸単）第6147号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.8円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43410-10343 国民健康保険上勝町診〒771-4505 （時間外１）第28号        平成24年 4月 1日
     (10-30024 ) 療所 勝浦郡上勝町大字正木字西浦１１ （支援診３）第173号       平成29年 4月 1日
     １番地７ （在診実２）第2号         平成28年 4月 1日
     0885-44-5010  (0885-44-5011) （がん指）第219号         平成24年 9月 1日
     （在医総管）第271号       平成24年 4月 1日
     （在総）第203号           平成24年 6月 1日
     （脳Ⅲ）第122号           平成28年 7月 1日
     専用施設の面積:129.64㎡
     （運Ⅲ）第97号            平成28年 7月 1日
     専用施設の面積:129.64㎡
     （歯ＣＡＤ）第303号       平成26年12月 1日
     （補管）第638号           平成24年10月 1日
     （酸単）第6148号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:3.01円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43510-10616 湯浅医院 〒771-4307 （１７５）第283号         平成14年 4月 1日
     勝浦郡勝浦町大字三渓字下川原１
     ７の４
     0885-42-2003  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43611-10317 久次米医院 〒771-4102 （在医総管）第171号       平成18年 5月 1日
     名東郡佐那河内村上字中辺８０番 （１７５）第70号          平成14年 4月 1日
     地１
     088-679-2020  (088-679-2888)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43711-10622 市原医院 〒771-4102 （１７５）第43号          平成14年 4月 1日
     名東郡佐那河内村上字中辺６４
     088-679-2711  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  222

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  43812-10059 手束病院 〒779-3233 一般 （一般入院）第778号       平成28年12月 1日
     (12-30418 ) 名西郡石井町石井字石井４３４番　　一般    40 病棟種別:一般
     地の１ 療養 病棟数:1棟
     088-674-0024  　　療養    53 病床数:40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
     （療養入院）第326号       平成28年10月 1日
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:53床
     区分:入院基本料２
     （看配）第704号           平成28年12月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     看護配置加算:有
     （看補）第771号           平成18年 4月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1
     病床数:40
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     （療養２）第63号          平成18年 4月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病床数:53床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :8.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8㎡
     （退支）第62号            平成25年 8月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第426号             平成15年 5月 1日
     （がん疼）第34号          平成22年 4月 1日
     （がん指）第102号         平成27年 5月 1日
     （薬）第113号             平成18年 1月 1日
     許容病床数：93床
     （医管）第178号           平成27年10月 1日
     （支援病３）第24号        平成26年 4月 1日
     （在医総管）第302号       平成26年 7月 1日
     （ＨＰＶ）第36号          平成25年 1月 1日
     （検Ⅰ）第56号            平成22年 8月 1日
     （検Ⅱ）第32号            平成28年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第134号         平成24年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  223

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅱ）第140号           平成21年 7月 1日
     専用施設の面積:178.29㎡
     （運Ⅰ）第49号            平成22年 4月 1日
     専用施設の面積:161.58㎡
     （がんリハ）第18号        平成26年12月 1日
     専用施設の面積:161.58㎡
     （歯ＣＡＤ）第304号       平成27年 1月 1日
     （胃瘻造）第15号          平成26年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第16号        平成26年12月 1日
     （ＧＴＲ）第40号          平成29年 5月 1日
     （補管）第616号           平成23年 4月 1日
     （酸単）第6330号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.31円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43912-10372 上田医院 〒779-3205 （時間外２）第246号       平成24年 4月 1日
     名西郡石井町高原字東高原１８１ （ニコ）第94号            平成29年 7月 1日
     －２ （支援診２）第35号        平成29年 4月 1日
     088-675-1130  (088-675-1187) （がん指）第75号          平成28年 3月 1日
     （在医総管）第61号        平成18年 4月 1日
     （酸単）第6158号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44012-10380 田中医院 〒779-3244 （時間外１）第144号       平成28年 4月 1日
     名西郡石井町浦庄字下浦６８９番 （地包加）第88号          平成29年 4月 1日
     地の１ （がん疼）第79号          平成26年 4月 1日
     088-674-6181  (088-674-6182) （ニコ）第95号            平成29年 7月 1日
     （支援診２）第29号        平成29年 4月 1日
     （がん指）第72号          平成29年 4月 1日
     （在医総管）第109号       平成18年 4月 1日
     （在総）第210号           平成24年 8月 1日
     （酸単）第6238号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.92円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  224

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  44112-10398 遠藤産婦人科 〒779-3233 一般        19（時間外１）第29号        平成24年 4月 1日
     名西郡石井町石井字石井５１３番 （診入院）第541号         平成26年 4月 1日
     地の１ 病床区分:一般
     088-674-6818  病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （ハイ妊娠）第12号        平成20年 4月 1日
     （がん指）第167号         平成28年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第27号          平成22年 9月 1日
     （酸単）第6340号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44212-10422 遠藤眼科医院 〒779-3233 （コン１）第85号          平成28年 4月 1日
     名西郡石井町石井字石井４８６－ （酸単）第6152号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     １
     088-674-1110  (088-674-1159)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44312-10430 神山医院 〒771-3421 一般 （時間外１）第30号        平成24年 4月 1日
     名西郡神山町下分字今井１６３番　　一般    19（診入院）第534号         平成26年 4月 1日
     地 病床区分:一般
     088-677-0066  病床数:19床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （食）第422号             平成14年11月 1日
     （ニコ）第151号           平成29年 6月 1日
     （支援診３）第31号        平成29年 4月 1日
     （がん指）第70号          平成28年 3月 1日
     （在医総管）第62号        平成18年 4月 1日
     （在総）第102号           平成18年 5月 1日
     （酸単）第6149号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  225

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  44412-10463 佐々木外科内科 〒771-3311 一般 （時間外１）第57号        平成24年 4月 1日
     名西郡神山町神領字東野間１１２　　一般    19（診入院）第533号         平成26年 4月 1日
     番地の２ 病床区分:一般
     088-676-0006  (088-676-0035) 病床数:19床
     区分:入院基本料２
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （退支）第52号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第486号             平成25年12月 1日
     （支援診３）第68号        平成29年 4月 1日
     （がん指）第104号         平成28年 4月 1日
     （在医総管）第118号       平成18年 4月 1日
     （在総）第55号            平成14年 8月 1日
     （酸単）第6151号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.77円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44512-10471 伊勢内科小児科 〒779-3233 一般 （時間外２）第100号       平成22年 4月 1日
     名西郡石井町石井字石井７２６番　　一般    19（診入院）第636号         平成28年 4月 1日
     地の７ 病床区分:一般
     088-675-0535  (088-675-0268) 病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （総合評価）第60号        平成20年 4月 1日
     （喘管）第3号             平成18年 4月 1日
     （ニコ）第88号            平成29年 6月 1日
     （酸単）第6288号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  226

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  44612-10489 宇高耳鼻咽喉科医院 〒779-3233 （高）第31号              平成12年 7月 1日
     名西郡石井町石井字石井６３５番 （補聴）第3号             平成12年 7月 1日
     地２９ （脳Ⅰ）第6号             平成18年 4月 1日
     088-675-0750  (088-675-1777) 専用施設の面積:56.81㎡
     （集コ）第2号             平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44712-10497 遠藤整形外科 〒779-3233 一般 （脳Ⅲ）第50号            平成25年 4月 1日
     名西郡石井町石井字石井１２６３　　一般    19 専用施設の面積:112.39㎡
     番地の１ 初期加算届出:有
     088-674-0066  (088-674-3677) （運Ⅱ）第103号           平成25年 4月 1日
     専用施設の面積:112.39㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6154号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44812-10521 尾崎医院 〒779-3224 （ニコ）第142号           平成29年 7月 1日
     名西郡石井町高川原字加茂野３１ （がん指）第71号          平成27年 5月 1日
     ８の８ （在医総管）第116号       平成18年 4月 1日
     088-674-8855  （酸単）第6157号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  227

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  44912-10539 中谷医院 〒771-3311 一般 （時間外１）第101号       平成24年 4月 1日
     名西郡神山町神領字西野間２３番　　一般    12（地包加）第90号          平成29年 4月 1日
     地１ 一般 （診入院）第618号         平成26年 9月 1日
     088-676-0013  (088-676-0052) 　　療養     7 病床区分:一般
     病床数:12床
     区分:入院基本料３
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診療養入院）第180号     平成24年 5月 1日
     病床区分:療養
     病床数:7床
     区分:８割以上
     看取り加算:有
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
     （診療養）第21号          平成14年 4月 1日
     病床数:4
     （支援診３）第32号        平成28年10月 1日
     （がん指）第74号          平成28年10月 1日
     （在医総管）第63号        平成18年 4月 1日
     （在総）第14号            平成10年 9月 1日
     （外後発使）第47号        平成29年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
     （脳Ⅲ）第51号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:100㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅱ）第93号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:100㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6150号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45012-10547 川原内科外科 〒779-3222 （支援診３）第104号       平成28年 4月 1日
     名西郡石井町高川原字天神７１２ （がん指）第73号          平成28年 4月 1日
     番地１ （在医総管）第160号       平成18年 4月 1日
     088-675-0015  （在総）第130号           平成18年 5月 1日
     （酸単）第6301号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.87円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  228

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  45112-10554 なかたに産婦人科 〒779-3233 一般 （時間外１）第31号        平成24年 4月 1日
     名西郡石井町石井字石井５５４番　　一般    10（診入院）第657号         平成26年 4月 1日
     地の７ 病床区分:一般
     088-674-1295  病床数:10床
     区分:入院基本料２
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （がん指）第270号         平成27年 2月 1日
     （ＨＰＶ）第37号          平成25年 3月 1日
     （酸単）第6153号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45212-10802 森医院 〒779-3233 （がん指）第307号         平成28年 2月 1日
     名西郡石井町石井字石井２３８の （１７５）第48号          平成14年 4月 1日
     １２
     088-674-1346  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45312-11024 須見医院 〒779-3213 （時間外１）第32号        平成24年 4月 1日
     名西郡石井町藍畑字高畑１３１１ （地包加）第48号          平成29年 4月 1日
     088-674-0178  （がん指）第266号         平成26年11月 1日
     （外後発使）第83号        平成29年 2月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算２
     （酸単）第6156号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45412-11032 多田内科クリニック 〒779-3212 （在医総管）第235号       平成22年 3月 1日
     名西郡石井町藍畑字東覚円５１０ （外後発使）第22号        平成28年 4月 1日
     番地 外来後発医薬品使用体制加算１
     0886-74-0250  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45512-11057 阿部内科胃腸科 〒779-3221 一般    （総合評価）第79号        平成21年 4月 1日
     名西郡石井町高川原字南島３７１ （がん指）第269号         平成27年 2月 1日
     088-674-1201  （外後発使）第40号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
     （１７５）第69号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45612-11131 惠美クリニック 〒779-3234 （時間外２）第132号       平成22年 4月 1日
     名西郡石井町石井字白鳥２２１－ （地包加）第112号         平成27年 9月 1日
     ６ （ニコ）第132号           平成29年 7月 1日
     088-675-0855  （がん指）第240号         平成28年 3月 1日
     （在医総管）第203号       平成19年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45712-13012 川村医院 〒779-3245 （ニコ）第92号            平成29年 7月 1日
     名西郡石井町浦庄字上浦１５４番 （がん指）第313号         平成28年 3月 1日
     地の４ （外後発使）第66号        平成28年 6月 1日
     088-674-0120  (088-674-0312) 外来後発医薬品使用体制加算１



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  229

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  45812-13038 健生石井クリニック 〒779-3223 （時間外２）第69号        平成22年 4月 1日
     名西郡石井町高川原字高川原２１ （がん指）第241号         平成28年 4月 1日
     ５５ （肝炎）第15号            平成22年 4月 1日
     088-675-1033  (088-675-1147) （在医総管）第232号       平成21年11月 1日
     （脳Ⅲ）第85号            平成21年11月 1日
     専用施設の面積:161.78㎡
     （運Ⅲ）第60号            平成21年11月 1日
     専用施設の面積:161.78㎡
     （呼Ⅱ）第44号            平成28年 6月 1日
     専用施設の面積:161.78㎡
     初期加算届出:無
     （酸単）第6159号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45912-13046 手束病院附属天神リハ〒779-3222 （ニコ）第157号           平成29年 7月 1日
     ビリテーションクリニ名西郡石井町高川原字天神７２５ （運Ⅲ）第99号            平成28年11月 1日
     ック 番地の４ 注５に規定する施設基準
     088-675-2311  (088-675-2255) 専用施設の面積:111.58㎡
     （酸単）第6155号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.3円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46012-13053 石岡整形外科 〒779-3225 一般 （ニコ）第184号           平成29年 7月 1日
     名西郡石井町高川原字桜間２１５　　一般    19（脳Ⅲ）第115号           平成27年 4月 1日
     番地 専用施設の面積:149㎡
     088-674-8800  (088-674-8811) （運Ⅱ）第171号           平成27年 4月 1日
     専用施設の面積:149㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  230

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  46112-13061 石井虹の橋クリニック〒779-3233 一般 （時間外１）第150号       平成29年 4月 1日
     名西郡石井町石井字石井２３１－　　一般    19（診入院）第675号         平成29年 6月 1日
     １ 病床区分:一般
     088-674-2311  (088-674-1055) 病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （退支）第82号            平成29年 5月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第501号             平成29年 5月 1日
     （支援診３）第223号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第339号         平成29年 4月 1日
     （在医総管）第333号       平成29年 4月 1日
     （在総）第242号           平成29年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第241号         平成29年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅲ）第126号           平成29年 5月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:61.42㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅲ）第101号           平成29年 5月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:61.42㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6354号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.29円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  231

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  46213-10081 那賀町立上那賀病院 〒771-5503 一般 （一般入院）第844号       平成28年10月 1日
     那賀郡那賀町小浜１３７番地１ 　　一般    40 病棟種別:一般
     0884-66-0211  (0884-66-0310) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
     （事補２）第29号          平成22年11月 1日
     一般病床数:40床
     一般病床配置基準:５０対１補
     助体制加算
     （重）第73号              平成17年 3月 1日
     ２人部屋:2
     （医療安全２）第44号      平成22年 4月 1日
     届出区分：医療安全対策加算２
     （食）第450号             平成17年 3月 1日
     （ニコ）第155号           平成29年 7月 1日
     注１に規定する基準を満たさな
     い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
     （がん指）第132号         平成27年 5月 1日
     （検Ⅰ）第54号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第209号         平成26年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅲ）第74号            平成24年11月 1日
     専用施設の面積:100.56㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅲ）第14号            平成24年11月 1日
     専用施設の面積:100.56㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅱ）第29号            平成24年11月 1日
     専用施設の面積:100.56㎡
     初期加算届出:有
     （胃瘻造）第46号          平成29年 4月 1日
     （酸単）第6162号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.31円
     大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46313-12517 わだ内科 〒771-5203 （時間外２）第191号       平成22年 4月 1日
     那賀郡那賀町和食郷字南川８７番 （在医総管）第110号       平成18年 4月 1日
     地１ （酸単）第6160号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:3.09円
     0884-62-3311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  232

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  46413-12525 山本医院 〒771-5406 （ニコ）第191号           平成29年 7月 1日
     那賀郡那賀町延野字大原２０６番
     地１４
     0884-62-3577  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46513-12541 那賀町国民健康保険木〒771-6403 （補管）第538号           平成17年 3月 1日
     (13-30416 ) 頭診療所 那賀郡那賀町木頭和無田字イワツ
     シ１番地
     0884-68-2102  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46613-12574 那賀町国民健康保険日〒771-5410 （ニコ）第161号           平成29年 5月 1日
     野谷診療所 那賀郡那賀町大久保字大西３番地 （がん指）第105号         平成28年 3月 1日
     ２ （在医総管）第64号        平成18年 4月 1日
     0884-62-0073  （在総）第103号           平成18年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第178号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：４列以上
     １６列未満のマルチスライスＣ
     Ｔ
     （酸単）第6161号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.62円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46713-12582 お山のクリニック 〒771-5410 （酸単）第6274号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.39円
     那賀郡那賀町大久保字大西３番地 小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.16円
     ２
     0884-62-1030  (0884-62-1030)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46813-12616 那賀町国民健康保険木〒771-6105 （時間外２）第296号       平成28年 6月 7日
     沢診療所 那賀郡那賀町木頭字広瀬５番地２ （がん指）第327号         平成28年 6月 7日
     0884-65-2409  (0884-65-2460)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  233

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  46914-10063 冨田病院 〒779-2306 精神       144（精神入院）第686号       平成28年10月 1日
     海部郡美波町西河内字月輪１２９ 病床区分:精神
     番地の４ 病棟数:1棟
     0884-77-0368  病床数:40床
     区分:１５対１入院基本料
     （看補）第873号           平成28年10月 1日
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:40
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
     （精救急受入）第14号      平成24年 4月 1日
     （精療）第26号            平成28年10月 1日
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１－１病棟
     病床数:48
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.6㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１－２病棟
     病床数:56
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.71㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.7㎡
     （食）第221号             昭和60年 7月 1日
     （薬）第64号              平成10年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第193号         平成24年12月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （精）第28号              平成26年11月 1日
     専用施設の面積:112.1㎡
     （ショ小）第14号          平成26年 1月 1日
     専用施設の面積:117.25㎡
     患者１人当たりの面積:5.8㎡
     （デ小）第21号            平成26年 1月 1日
     専用施設の面積:117.25㎡
     患者１人当たりの面積:3.9㎡
     （酸単）第6167号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.62円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  234

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  47014-10089 海陽町国民健康保険海〒775-0202 一般 （一般入院）第917号       平成28年12月 1日
     南病院 海部郡海陽町四方原字広谷１６－　　一般    45 病棟種別:一般
     １ 病棟数:1棟
     0884-73-1355  (0884-73-3685) 病床数:45床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
     （診療録２）第59号        平成28年 6月 1日
     （看補）第832号           平成24年12月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1
     病床数:45
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     （療）第75号              平成28年12月 1日
     病棟数:1
     病棟種別:一般
     病床数:35
     病室の総面積：316.8㎡
     １床当たり病床面積：9.05㎡
     （感染防止２）第32号      平成26年 4月 1日
     （患サポ）第64号          平成29年 1月 1日
     （総合評価）第7号         平成20年 4月 1日
     （データ提）第42号        平成29年 1月 1日
     データ提出加算１
     　ロ（200床未満）
     （認ケア）第28号          平成28年12月 1日
     加算区分:加算２
     （地包ケア１）第23号      平成29年 2月 1日
     地域包括ケア入院医療管理料１
     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
     （食）第464号             平成18年 9月 1日
     （がん指）第207号         平成27年12月 1日
     （薬）第152号             平成27年 5月 1日
     （在医総管）第65号        平成18年 4月 1日
     （歩行）第22号            平成24年12月 1日
     （脳Ⅲ）第5号             平成20年 4月 1日
     専用施設の面積:101.57㎡
     （運Ⅲ）第11号            平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:101.57㎡
     （呼Ⅱ）第4号             平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:101.57㎡
     （酸単）第6289号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  235

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.16円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47114-10113 美波町国民健康保険美〒779-2109 一般        50（一般入院）第934号       平成29年 6月 1日
     波病院 海部郡美波町田井１０５番地１ 病棟種別:一般
     0884-78-1373  (0884-74-8020) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１３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
     （看配）第701号           平成28年 4月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     看護配置加算:有
     （看補）第872号           平成28年 4月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1
     病床数:50
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     （医療安全２）第85号      平成29年 6月 1日
     （認ケア）第33号          平成29年 4月 1日
     加算区分:加算２
     （がん指）第337号         平成29年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第229号         平成28年 3月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅲ）第119号           平成28年 3月 1日
     専用施設の面積:100.34㎡
     初期加算届出:無
     （運Ⅱ）第180号           平成28年 3月 1日
     専用施設の面積:100.34㎡
     初期加算届出:無
     （呼Ⅱ）第43号            平成28年 6月 1日
     専用施設の面積:100.34㎡
     初期加算届出:無
     （がんリハ）第32号        平成29年 7月 1日
     専用施設の面積:100.34㎡
     （酸単）第6166号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.36円
     大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.62円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:3.09円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  236

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  47214-10121 徳島県立海部病院 〒775-0006 一般       102（一般入院）第939号       平成29年 5月 8日
     海部郡牟岐町大字中村字杉谷２６結核         4 病棟種別:一般
     ６ 一般（感染） 病棟数:2棟
     0884-72-1166  (0884-72-2383)              4 病床数:106床
     区分:７対１入院基本料
     （結核入院）第708号       平成29年 5月 8日
     病棟種別:結核
     病床数:4床
     区分:７対１入院基本料
     （診療録１）第12号        平成29年 5月 8日
     （事補１）第24号          平成29年 5月 8日
     一般病床数:102床
     一般病床配置基準:２５対１補
     助体制加算
     （急性看補）第31号        平成29年 5月 8日
     急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:50対１
     （療）第76号              平成29年 5月 8日
     病棟数:2
     病棟種別:一般
     病床数:94
     病室の総面積：804.92㎡
     １床当たり病床面積：8.56㎡
     （重）第92号              平成29年 5月 8日
     個室:6
     （栄養チ）第25号          平成29年 5月 8日
     （医療安全２）第84号      平成29年 5月 8日
     （感染防止１）第10号      平成29年 5月 8日
     感染防止対策地域連携加算届出
     有無:有
     （患サポ）第68号          平成29年 5月 8日
     （データ提）第47号        平成29年 5月 8日
     データ提出加算２
     　ロ（200床未満）
     （退支）第85号            平成29年 6月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （地包ケア１）第28号      平成29年 5月 8日
     地域包括ケア入院医療管理料１
     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



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  237

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     る届出
     （食）第499号             平成29年 5月 8日
     （がん疼）第95号          平成29年 5月 8日
     （ニコ）第213号           平成29年 5月 8日
     （がん指）第345号         平成29年 5月 8日
     （薬）第162号             平成29年 5月 8日
     （支援病１）第5号         平成29年 6月 1日
     （在緩診病）第2号         平成29年 6月 1日
     （在医総管）第339号       平成29年 5月 8日
     （在総）第245号           平成29年 6月 1日
     （検Ⅰ）第58号            平成29年 5月 8日
     （歩行）第30号            平成29年 5月 8日
     （遠画）第4号             平成29年 5月 8日
     送受信区分:送信側
     （Ｃ・Ｍ）第246号         平成29年 5月 8日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     （外化２）第28号          平成29年 5月 8日
     （菌）第54号              平成29年 5月 8日
     専用の部屋の面積:10.7㎡
     （脳Ⅱ）第177号           平成29年 5月 8日
     専用施設の面積:152.78㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅱ）第191号           平成29年 5月 8日
     専用施設の面積:143.46㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第79号            平成29年 5月 8日
     専用施設の面積:143.46㎡
     初期加算届出:有
     （ペ）第48号              平成29年 5月 8日
     （胃瘻造）第48号          平成29年 6月 1日
     （輸血Ⅱ）第29号          平成29年 5月 8日
     （輸適）第25号            平成29年 5月 8日
     （酸単）第6358号          平成29年 4月 1日ＣＥ　　 算定単価:0.19円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.16円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47314-10360 徳島県出羽島診療所 〒775-0013 （１７５）第306号         平成14年 4月 1日
     海部郡牟岐町大字牟岐浦字出羽島
     ４９－１８
     0884-72-0566  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  238

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  47414-10378 牟岐診療所 〒775-0006 （透析水２）第19号        平成25年 9月 1日
     海部郡牟岐町大字中村字山田２５ （酸単）第6275号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.39円
     －１ 小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.16円
     0884-72-2856  (0884-72-0475)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47514-10402 北川医院 〒775-0011 （時間外１）第33号        平成24年 4月 1日
     海部郡牟岐町大字牟岐浦字浜崎１ （１７５）第18号          平成14年 4月 1日
     ２番地１
     0884-72-0260  (0884-72-3318)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47614-10410 小柴外科胃腸科医院 〒775-0006 （時間外２）第226号       平成22年 5月 1日
     海部郡牟岐町大字中村字本村９５
     －１
     0884-72-3311  (0884-72-1239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47714-10469 寿満内科クリニック 〒775-0202 （時間外２）第74号        平成22年 4月 1日
     海部郡海陽町四方原字町西１６－ （がん指）第221号         平成24年 9月 1日
     １
     0884-73-3741  (0884-73-3222)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47814-10485 折野胃腸科内科 〒775-0501 （時間外２）第168号       平成22年 4月 1日
     海部郡海陽町宍喰浦字松原５８番 （支援診３）第118号       平成29年 4月 1日
     地５ （在診実１）第12号        平成26年 4月 1日
     0884-76-2249  (0884-76-3208) （がん指）第190号         平成24年 9月 1日
     （在医総管）第43号        平成18年 4月 1日
     （在総）第138号           平成18年 8月 1日
     （脳Ⅲ）第53号            平成20年 4月 1日
     専用施設の面積:73.8㎡
     （運Ⅱ）第158号           平成25年10月 1日
     専用施設の面積:73.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47914-10493 美海クリニック 〒775-0004 （時間外２）第10号        平成22年 4月 1日
     海部郡牟岐町大字川長字山戸４８
     番３
     0884-72-3939  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48014-10501 ヒワサクリニック 〒779-2306 （時間外１）第58号        平成24年 4月 1日
     海部郡美波町西河内字丹前１０２ （地包加）第47号          平成29年 4月 1日
     番地２ （支援診３）第145号       平成29年 4月 1日
     0884-74-7518  (0884-77-1566) （在診実１）第13号        平成26年 4月 1日
     （在医総管）第225号       平成20年11月 1日
     （在総）第163号           平成20年11月 1日
     （酸単）第6164号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.3円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  239

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  48114-10519 いしもとファミリーク〒775-0203 （ニコ）第100号           平成29年 7月 1日
     リニック 海部郡海陽町大里字白水９１番地 （がん指）第222号         平成24年 9月 1日
     １７ （酸単）第6165号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     0884-74-3503  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48214-10535 海陽町宍喰診療所 〒775-0501 （ニコ）第16号            平成29年 5月 1日
     海部郡海陽町宍喰浦字松原１４２ （がん指）第223号         平成24年 9月 1日
     番地１
     0884-76-2028  (0884-76-3697)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48314-10543 大里医院 〒775-0203 （時間外２）第266号       平成24年 4月 1日
     海部郡海陽町大里字松原３４番地 （ニコ）第147号           平成29年 7月 1日
     の４７ （がん指）第154号         平成28年 2月 1日
     0884-73-3102  (0884-74-3040) （在医総管）第314号       平成27年10月 1日
     （酸単）第6267号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:3.09円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48414-10956 イワキ医院 〒779-2304 （時間外２）第289号       平成27年 1月 1日
     海部郡美波町日和佐浦６４－２ （がん指）第268号         平成27年 1月 1日
     0884-77-0005  (0884-77-1147) （外後発使）第56号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
     （酸単）第6284号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:3.09円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48514-11319 竹林眼科 〒775-0006 （コン１）第111号         平成28年 4月 1日
     海部郡牟岐町大字中村字本村１４
     ９番９
     0884-72-2323  (0884-72-2547)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48614-11327 美波町国民健康保険日〒779-2305 （ニコ）第204号           平成29年 7月 1日
     和佐診療所 海部郡美波町奥河内字井ノ上２０ （神経）第20号            平成28年 3月 1日
     番地 （Ｃ・Ｍ）第233号         平成28年 4月 1日
     0884-77-1212  (0884-77-1925) 撮影に使用する機器：４列以上
     １６列未満のマルチスライスＣ
     Ｔ
     （運Ⅲ）第93号            平成28年 3月 1日
     専用施設の面積:63㎡
     初期加算届出:無
     （酸単）第6163号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.2円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  240

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  48715-10037 浦田病院 〒771-0220 一般        23（一般入院）第921号       平成25年 3月 1日
     (15-30031 ) 板野郡松茂町広島字南ハリ１３番療養        77 病棟種別:一般
     地 病棟数:1棟
     088-699-2921  病床数:23床
     区分:１５対１入院基本料
     （療養入院）第363号       平成18年10月 1日
     病棟種別:療養
     病棟数:2棟
     病床数:38床
     区分:入院基本料１
     （看配）第687号           平成19年 9月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:23床
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     （看補）第811号           平成18年 8月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1
     病床数:23
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     （重）第66号              平成14年 9月 1日
     個室:1
     （療養１）第26号          平成18年 8月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:西病棟
     病床数:20床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :48.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.2㎡
     （療養改１）第26号        平成24年10月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:東病棟
     病床数:18床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7㎡
     （感染防止２）第6号       平成24年 4月 1日
     （患サポ）第31号          平成24年 4月 1日
     （総合評価）第98号        平成24年11月 1日
     （食）第250号             昭和62年 8月 1日
     （喘管）第4号             平成18年 4月 1日
     （がん疼）第64号          平成24年 7月 1日
     （糖防管）第24号          平成24年 8月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  241

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （ニコ）第5号             平成29年 7月 1日
     （がん指）第78号          平成25年 7月 1日
     （薬）第130号             平成22年 6月 1日
     医薬品安全性情報等管理体制加
     算：無
     （機安１）第27号          平成24年 4月 1日
     （在医総管）第66号        平成18年 4月 1日
     （持血測）第8号           平成23年 1月 1日
     （検Ⅰ）第52号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第15号            平成20年10月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第160号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （菌）第50号              平成25年 6月 1日
     専用の部屋の面積:5.94㎡
     （脳Ⅰ）第13号            平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:304.4㎡
     （運Ⅰ）第11号            平成22年 4月 1日
     専用施設の面積:304.49㎡
     （呼Ⅰ）第26号            平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:304.49㎡
     （歯リハ２）第52号        平成26年 4月 1日
     （透析水１）第18号        平成22年 4月 1日
     （肢梢）第18号            平成28年 8月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （歯技工）第35号          平成22年 4月 1日
     （ペ）第15号              平成10年 5月 1日
     （胃瘻造）第41号          平成28年 4月 1日
     （補管）第261号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第6176号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.29円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.67円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  242

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  48815-10045 吉野川病院 〒771-0206 療養       115（療養入院）第374号       平成28年10月 1日
     板野郡北島町高房字八丁野西３６ 病棟種別:療養
     －１３ 病棟数:2棟
     088-698-6111  (088-698-8815) 病床数:72床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     （療養１）第38号          平成27年 4月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:１病棟
     病床数:58床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:14.2㎡
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:２病棟
     病床数:57床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:14.8㎡
     （医療安全２）第72号      平成26年12月 1日
     （患サポ）第60号          平成28年 1月 1日
     （総合評価）第106号       平成27年 4月 1日
     （退支）第75号            平成28年11月 1日
     退院支援加算の区分:加算１
     地域連携診療計画加算:有
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:2棟
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:72床
     （認ケア）第25号          平成28年10月 1日
     加算区分:加算２
     （食）第37号              昭和38年 8月 1日
     （ニコ）第140号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第84号          平成29年 6月 1日
     （地連計）第14号          平成28年11月 1日
     （在訪褥）第10号          平成26年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第131号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     （脳Ⅱ）第165号           平成28年 5月 1日
     専用施設の面積:187.7㎡



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  243

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第94号            平成28年 6月 1日
     専用施設の面積:164.1㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6173号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.26円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  244

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  48915-10110 藍里病院 〒771-1342 精神       240（事補２）第43号          平成24年 7月 1日
     (15-30064 ) 板野郡上板町佐藤塚字東２８８番 精神科救急入院料等算定病床数
     地３ :60床
     088-694-5151  (088-694-5321) 精神科救急入院料等算定病床配
     置基準:５０対１補助体制加算
     （療）第35号              平成14年 3月 1日
     病棟数:1
     病棟種別:精神
     病床数:52
     病室の総面積：517.08㎡
     １床当たり病床面積：8.6㎡
     （精応）第1号             平成16年 3月 1日
     （精移行）第7号           平成29年 4月 1日
     （精合併加算）第9号       平成20年 4月 1日
     （重アル）第2号           平成22年 4月 1日
     （患サポ）第65号          平成29年 3月 1日
     （後発使２）第8号         平成28年 6月 1日
     （精急医配）第1号         平成26年 4月 1日
     精神科急性期医師配置加算を算
     定する病棟数の合計:1棟
     （精急１）第1号           平成26年 4月 1日
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
     病棟種別:精神
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
     （精療）第8号             平成29年 5月 1日
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｂ－１病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :26.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.1㎡
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:無
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｂ－２病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.9㎡



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  245

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.6㎡
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｂ－３病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :33.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.2㎡
     （食）第206号             昭和59年10月 1日
     （ニコ）第19号            平成29年 5月 1日
     （がん指）第319号         平成28年 4月 1日
     （薬）第49号              平成 9年 6月 1日
     （精）第8号               平成 9年 7月 1日
     専用施設の面積:510.95㎡
     （デ大）第3号             平成14年 2月 1日
     専用施設の面積:294.33㎡
     患者１人当たりの面積:5.88㎡
     （抗治療）第2号           平成24年 4月 1日
     （医療保護）第10号        平成16年 4月 1日
     （補管）第682号           平成28年 8月 1日
     （酸単）第6193号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.16円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  246

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  49015-10151 稲次整形外科病院 〒771-1262 一般        23（一般入院）第853号       平成26年10月 1日
     板野郡藍住町笠木字西野５０番地療養        44 病棟種別:一般
     の１ 病棟数:1棟
     088-692-5757  (088-692-5885) 病床数:23床
     区分:１０対１入院基本料
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
     （診療録２）第22号        平成17年10月 1日
     許可病床数:48床
     （療）第34号              平成13年10月 1日
     病棟数:1
     病棟種別:一般
     病床数:19
     病室の総面積：165.8㎡
     １床当たり病床面積：8.7㎡
     （療養２）第43号          平成13年10月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:２病棟
     病床数:40床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:11.2㎡
     （総合評価）第9号         平成20年 4月 1日
     （データ提）第22号        平成26年10月 1日
     データ提出加算１
     　ロ（200床未満）
     （退支）第38号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （回１）第8号             平成28年 4月 1日
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:35.
     25㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.7㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:44床
     （食）第284号             平成 2年 1月 1日
     （がん指）第287号         平成29年 7月 1日
     （在医総管）第67号        平成18年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  247

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （Ｃ・Ｍ）第128号         平成28年 4月 1日
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅰ）第10号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:315.3㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第33号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:315.3㎡
     初期加算届出:有
     （胃瘻造）第42号          平成28年 7月 1日
     （胃瘻造嚥）第27号        平成28年 7月 1日
     （麻管Ⅰ）第1号           平成 8年 4月 1日
     （酸単）第6191号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49115-10185 浜病院 〒771-1252 療養        40（療養入院）第346号       平成28年10月 1日
     板野郡藍住町矢上字北分９５番地 病棟種別:療養
     088-692-2317  (088-692-1280) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院基本料２
     （療養２）第45号          平成14年 3月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:療養病棟
     病床数:40床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     （食）第404号             平成12年12月 1日
     （がん指）第82号          平成27年 5月 1日
     （在医総管）第341号       平成29年 7月 1日
     （運Ⅱ）第190号           平成29年 5月 1日
     専用施設の面積:102.71㎡
     （酸単）第6185号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.09円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  248

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  49215-10201 高田整形外科病院 〒771-0203 療養        50（療養入院）第328号       平成28年10月 1日
     板野郡北島町中村字東堤ノ内３０ 病棟種別:療養
     番地の１ 病棟数:1棟
     088-698-8689  (088-698-8471) 病床数:50床
     区分:入院基本料２（注１１に
     規定する届出）
     （療養改１）第19号        平成24年10月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:療養病棟
     病床数:50床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :17.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
     （食）第364号             平成 8年10月 1日
     （がん指）第293号         平成27年11月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第238号         平成29年 4月 1日
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     （脳Ⅲ）第54号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:113.69㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第100号           平成29年 4月 1日
     専用施設の面積:113.69㎡
     初期加算届出:有
     （麻管Ⅰ）第13号          平成 8年10月 1日
     （酸単）第6186号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.3円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  249

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  49315-10227 井上病院 〒779-0108 療養 （療養入院）第369号       平成28年10月 1日
     板野郡板野町犬伏字鶴畑３９番地　　療養    60 病棟種別:療養
     の１ 病棟数:1棟
     088-672-1185  (088-672-1554) 病床数:48床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     （療養１）第15号          平成18年 4月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:井上病院療養病棟
     病床数:48床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :33.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.6㎡
     （患サポ）第67号          平成29年 5月 1日
     （総合評価）第95号        平成24年 8月 1日
     （退支）第81号            平成29年 5月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第432号             平成15年 7月 1日
     （がん指）第80号          平成29年 6月 1日
     （排自）第5号             平成28年 7月 1日
     （在医総管）第68号        平成18年 4月 1日
     （歩行）第8号             平成24年 4月 1日
     （脳Ⅱ）第129号           平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:389.1㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第3号             平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:361.85㎡
     初期加算届出:有
     （がんリハ）第17号        平成26年12月 1日
     専用施設の面積:361.91㎡
     （集コ）第20号            平成25年 7月 1日
     （酸単）第6190号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.05円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  250

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  49415-10235 芳川病院 〒771-0212 療養 （療養入院）第343号       平成28年10月 1日
     板野郡松茂町中喜来字群恵２７８　　療養    40 病棟種別:療養
     番地の８ 病棟数:1棟
     088-699-5355  (088-699-5710) 病床数:21床
     区分:入院基本料２
     （療養１）第13号          平成18年 4月 1日
     （栄養チ）第24号          平成29年 5月 1日
     （医療安全２）第66号      平成24年 7月 1日
     届出区分：医療安全対策加算２
     （総合評価）第62号        平成20年 4月 1日
     （認ケア）第36号          平成29年 6月 1日
     加算区分:加算２
     （食）第453号             平成18年 1月 1日
     （がん疼）第88号          平成28年 3月 1日
     （ニコ）第171号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第264号         平成28年 3月 1日
     （排自）第7号             平成28年 8月 1日
     （支援病２）第2号         平成26年10月 1日
     （在医総管）第69号        平成18年 4月 1日
     （在総）第198号           平成24年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第199号         平成25年 8月 1日
     撮影に使用する機器：４列以上
     １６列未満のマルチスライスＣ
     Ｔ
     （脳Ⅱ）第139号           平成28年11月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:181.23㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第2号             平成28年11月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:164.13㎡
     初期加算届出:有
     （集コ）第23号            平成29年 5月 1日
     （酸単）第6192号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.32円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.88円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  251

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  49515-10243 きたじま田岡病院 〒771-0204 一般       146（一般入院）第895号       平成29年 3月 1日
     (15-30056 ) 板野郡北島町鯛浜字川久保３０番療養        52 病棟種別:一般
     地１ 病棟数:1棟
     088-698-1234  (088-698-9988) 病床数:46床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
     （障害入院）第33号        平成23年 3月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:１０対１入院基本料
     （診療録２）第42号        平成23年 3月 1日
     （事補１）第10号          平成28年 6月 1日
     一般病床数:138床
     一般病床配置基準:４０対１補
     助体制加算
     （急性看補）第23号        平成28年10月 1日
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     夜間急性期看護補助体制加算の
     届出区分:夜間30対１
     （特施）第46号            平成23年 3月 1日
     病棟名:５階病棟
     病床種別:一般
     区分:１０対１入院基本料
     病床数:44
     特殊疾患の割合:76.7
     （療）第65号              平成23年 3月 1日
     病棟数:3
     病棟種別:一般
     病床数:100
     病室の総面積：896.2㎡
     １床当たり病床面積：8.96㎡
     （感染防止２）第7号       平成24年 4月 1日
     （病棟薬１）第29号        平成28年 4月 1日
     （データ提）第19号        平成26年 9月 1日
     データ提出加算２
     　ロ（200床未満）
     （退支）第20号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  252

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （回１）第2号             平成26年10月 1日
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:34.
     18㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:10.09㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:52床
     （地包ケア１）第11号      平成29年 6月 1日
     地域包括ケア病棟入院料１
     当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:48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
     （地包ケア１）第26号      平成29年 4月 1日
     地域包括ケア入院医療管理料１
     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
     （食）第477号             平成23年 3月 1日
     （糖管）第22号            平成23年 3月 1日
     （がん疼）第65号          平成24年 9月 1日
     （糖防管）第17号          平成24年 4月 1日
     （トリ）第6号             平成24年 4月 1日
     （ニコ）第149号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第278号         平成29年 2月 1日
     （薬）第133号             平成23年 3月 1日
     医薬品安全性情報等管理体制加
     算：有
     （地連計）第5号           平成28年10月 1日
     （機安１）第24号          平成23年 3月 1日
     （検Ⅱ）第18号            平成23年 3月 1日
     （長）第6号               平成23年 3月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  253

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （Ｃ・Ｍ）第175号         平成27年 1月 1日
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （心Ⅱ）第10号            平成28年 4月 1日
     初期加算届出:有
     （脳Ⅰ）第37号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:688.6㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第57号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:688.6㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第54号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:688.6㎡
     初期加算届出:有
     （がんリハ）第21号        平成27年 3月 1日
     専用施設の面積:240.84㎡
     （歯リハ２）第185号       平成26年 4月 1日
     （脳刺）第6号             平成23年 3月 1日
     （脊刺）第6号             平成23年 3月 1日
     （ペ）第41号              平成23年 3月 1日
     （大）第19号              平成23年 3月 1日
     （胃瘻造）第16号          平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第10号          平成23年 3月 1日
     （輸適）第3号             平成24年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第33号          平成23年 3月 1日
     （補管）第615号           平成23年 3月 1日
     （酸単）第6171号          平成29年 4月 1日ＣＥ　　 算定単価:0.19円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.94円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  254

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  49615-10250 ほのぼのホスピタル 〒771-0212 精神 （精神入院）第684号       平成27年 5月 1日
     板野郡松茂町中喜来字群恵２１６　　精神   216 病棟種別:精神
     －１ 病棟数:4棟
     088-699-5151  (088-679-6626) 病床数:216床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
     （看補）第867号           平成25年12月 3日
     病棟種別:精神
     病棟数:4
     病床数:216
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     （精合併加算）第15号      平成27年 5月 1日
     （精救急受入）第16号      平成25年12月 3日
     （後発使３）第2号         平成28年 4月 1日
     （食）第485号             平成25年12月 3日
     （薬）第147号             平成25年12月 3日
     （Ｃ・Ｍ）第202号         平成26年 2月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （精）第27号              平成25年12月 3日
     専用施設の面積:186.9㎡
     （デ小）第20号            平成25年12月 3日
     専用施設の面積:105.02㎡
     患者１人当たりの面積:3.5㎡
     （医療保護）第18号        平成25年12月 3日
     （酸単）第6250号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.79円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49715-10326 片山医院 〒771-0206 一般        19（時間外１）第59号        平成24年 4月 1日
     板野郡北島町高房字勝瑞境１０の （酸単）第6182号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     ２
     088-698-2625  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49815-10383 板東整形外科 〒771-1220 （時間外２）第158号       平成22年 4月 1日
     板野郡藍住町東中富字権現傍示５ （総合評価）第63号        平成20年 4月 1日
     １－１ （在医総管）第139号       平成18年 4月 1日
     088-692-5151  （外後発使）第24号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49915-10409 西條耳鼻咽喉科 〒771-1220 （高）第6号               平成 6年11月 1日
     板野郡藍住町東中富字朏傍示２２ （外後発使）第7号         平成28年 4月 1日
     番地７ 外来後発医薬品使用体制加算１
     088-692-8711  (088-692-8871) （酸単）第6195号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  255

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  50015-10417 清水内科 〒771-1202 一般 （時間外１）第102号       平成24年 4月 1日
     板野郡藍住町奥野字和田７１番地　　一般    12（地包加）第130号         平成29年 5月 1日
     １３ 一般 （診入院）第535号         平成27年 1月 1日
     088-692-8900  (088-692-8963) 　　療養     7 病床区分:一般
     病床数:12床
     区分:入院基本料２
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診入帰）第2号           平成28年 4月 1日
     届出病床の状況一般病床数:12
     床
     （退支）第39号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第323号             平成 6年11月 1日
     （ニコ）第211号           平成29年 5月 1日
     （支援診３）第62号        平成29年 4月 1日
     （在診実１）第28号        平成29年 4月 1日
     （がん指）第255号         平成26年10月 1日
     （在医総管）第113号       平成18年 4月 1日
     （在総）第106号           平成18年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第196号         平成25年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅲ）第90号            平成29年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:67.1㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅱ）第141号           平成29年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:67.1㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第77号            平成29年 5月 1日
     専用施設の面積:67.1㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6178号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  256

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  50115-10441 野田医院 〒771-1301 （ニコ）第65号            平成29年 7月 1日
     板野郡上板町鍛冶屋原字西北原１ （支援診３）第176号       平成29年 4月 1日
     ８番地 （在医総管）第277号       平成24年 8月 1日
     088-694-2009  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50215-10482 有住内科クリニック 〒771-0201 （ニコ）第104号           平成29年 7月 1日
     板野郡北島町北村字壱町四反地６ （支援診３）第217号       平成28年 4月 1日
     ９－１ （在診実１）第25号        平成28年 4月 1日
     088-698-8655  (088-683-2207) （がん指）第230号         平成25年 8月 1日
     （在医総管）第70号        平成18年 4月 1日
     （在総）第107号           平成18年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第181号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50315-10508 安芸内科 〒771-1202 （外後発使）第70号        平成28年 7月 1日
     板野郡藍住町奥野字和田１１７番 外来後発医薬品使用体制加算２
     地６
     088-692-6111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  257

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  50415-11167 三愛内科 〒779-0104 一般 （時間外１）第60号        平成24年 4月 1日
     板野郡板野町吹田字町南２７－２　　一般    13（地包加）第17号          平成29年 4月 1日
     088-672-0176  一般 （診入院）第583号         平成26年 4月 1日
     　　療養     3 病床区分:一般
     病床数:13床
     区分:入院基本料２
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診療養入院）第156号     平成26年 8月 1日
     病床区分:療養
     病床数:3床
     区分:８割未満
     看取り加算:有
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
     （診療養）第12号          平成12年 2月 1日
     病床数:3
     （総合評価）第65号        平成20年 4月 1日
     （退支）第40号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （喘管）第5号             平成18年 4月 1日
     （がん疼）第91号          平成28年 4月 1日
     （ニコ）第76号            平成29年 7月 1日
     （支援診３）第35号        平成28年 4月 1日
     （在診実２）第4号         平成28年 4月 1日
     （がん指）第77号          平成28年 4月 1日
     （在医総管）第71号        平成18年 4月 1日
     （在総）第104号           平成18年 5月 1日
     （酸単）第6257号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50515-11266 秦産婦人科内科 〒771-1211 （１７５）第301号         平成14年 4月 1日
     板野郡藍住町徳命字元村
     088-692-5758  (088-692-6804)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  258

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  50615-11274 三木クリニック 〒771-0203 （１７５）第93号          平成14年 4月 1日
     板野郡北島町中村字本須５４
     088-698-5157  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50715-11407 平野内科 〒771-0204 （外後発使）第33号        平成28年 4月 1日
     板野郡北島町鯛浜字川久保１９７ 外来後発医薬品使用体制加算２
     －１
     088-698-8060  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50815-11555 井内内科 〒771-1343 （外後発使）第73号        平成28年 8月 1日
     板野郡上板町椎本字椎ノ宮２３１ 外来後発医薬品使用体制加算２
     －１ （酸単）第6189号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.02円
     088-694-5353  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50915-11589 奥村医院 〒771-1212 （時間外２）第45号        平成22年 4月 1日
     板野郡藍住町徳命前須西１６６－ （地包加）第120号         平成28年 4月 1日
     １ （支援診３）第91号        平成29年 4月 1日
     088-692-2403  （がん指）第250号         平成26年10月 1日
     （在医総管）第148号       平成18年 4月 1日
     （在総）第121号           平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51015-11621 田根内科胃腸科医院 〒771-0205 （時間外２）第221号       平成22年 5月 1日
     板野郡北島町江尻字松堂４５番地
     １
     088-698-0123  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51115-11662 井上医院 〒771-0220 （がん指）第159号         平成23年 2月 1日
     板野郡松茂町広島字南ノ川４９番 （酸単）第6179号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.16円
     地の１２
     0886-99-8070  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51215-11696 松茂内科 〒771-0212 （在医総管）第72号        平成18年 4月 1日
     板野郡松茂町中喜来字前原東四番
     越七番一
     088-699-7730  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51315-11704 竹本内科 〒779-0105 （在医総管）第73号        平成18年 4月 1日
     板野郡板野町大寺王子１２４－３
     088-672-0174  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51415-11886 つかさクリニック 〒771-0203 （１７５）第308号         平成14年12月15日
     板野郡北島町中村字上地８－１
     088-697-2323  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51515-11944 みやざき内科診療所 〒779-0114 （がん指）第284号         平成27年 5月 1日
     板野郡板野町羅漢字前田５６番３ （在医総管）第201号       平成19年 5月 1日
     088-672-6618  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  259

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  51615-11951 増田クリニック 〒771-1251 （ニコ）第67号            平成29年 7月 1日
     板野郡藍住町矢上字原１７４－１ （がん指）第81号          平成28年 3月 1日
     088-693-3020  （在医総管）第243号       平成22年 4月 1日
     （酸単）第6181号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.25円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51715-11977 和クリニック 〒771-0219 （時間外２）第82号        平成22年 4月 1日
     板野郡松茂町笹木野字八上８９－ （ニコ）第73号            平成19年11月 1日
     １
     088-699-1777  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51815-11993 ルナウイメンズクリニ〒771-0203 （ハイⅠ）第16号          平成20年 8月 1日
     ック 板野郡北島町中村字城屋敷１９－ （がん指）第235号         平成27年12月 1日
     １３ （ＨＰＶ）第11号          平成26年 4月 1日
     088-697-2322  (088-697-2231) ＨＰＶ核酸検出
     ＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタ
     イプ判定）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51915-12009 かまだ眼科 〒771-0212 （コン１）第113号         平成29年 2月 1日
     板野郡松茂町中喜来字群恵１５３ （外後発使）第19号        平成28年 4月 1日
     －１ 外来後発医薬品使用体制加算１
     088-678-8585  (088-678-8586)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52015-12033 くぼ小児科クリニック〒771-0204 （酸単）第6268号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     板野郡北島町鯛浜字向９５－１
     088-678-7141  (088-678-7142)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52115-12041 クリニック宙 〒771-0219 （支援診３）第204号       平成29年 4月 1日
     板野郡松茂町笹木野字八上８９－ （在医総管）第313号       平成27年 6月 1日
     １ （在総）第231号           平成27年 6月 1日
     088-699-3611  （酸単）第6332号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.66円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52215-13015 越智内科胃腸科 〒771-0204 （がん指）第135号         平成23年 5月 1日
     板野郡北島町鯛浜字原５１番地の （在医総管）第141号       平成18年 4月 1日
     １ （酸単）第6239号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     088-698-3111  (088-698-3668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52315-13031 仁木耳鼻咽喉科 〒771-0204 （高）第27号              平成10年12月 1日
     板野郡北島町鯛浜字川久保１９３
     の１
     088-698-8111  (088-698-8234)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52415-13049 香川内科 〒771-1265 （酸単）第6180号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     板野郡藍住町住吉字神蔵１５８番
     地１
     088-692-9770  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  260

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  52515-13098 新居内科 〒771-0206 （時間外１）第103号       平成24年 4月 1日
     板野郡北島町高房字八丁野東８番 （地包加）第121号         平成28年 4月 1日
     地１ （ニコ）第106号           平成29年 7月 1日
     088-698-8808  (088-698-9208) （支援診３）第216号       平成28年 4月 1日
     （在医総管）第74号        平成18年 4月 1日
     （在総）第105号           平成18年 5月 1日
     （酸単）第6196号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.3円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52615-13106 中山産婦人科 〒771-1221 一般        19（時間外１）第61号        平成24年 4月 1日
     板野郡藍住町東中富字長江傍示５ （診入院）第586号         平成26年 4月 1日
     番地６ 病床区分:一般
     088-692-0333  病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （ハイ妊娠）第13号        平成20年 4月 1日
     （後発使１）第10号        平成28年 4月 1日
     （ハイⅠ）第8号           平成18年 9月 1日
     （がん指）第173号         平成28年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第12号          平成22年 4月 1日
     （酸単）第6188号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52715-13114 山田外科内科 〒771-0207 （在医総管）第119号       平成18年 4月 1日
     板野郡北島町新喜来字南古田９３ （酸単）第6183号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2円
     番地３
     088-698-5500  (088-698-5502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  261

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  52815-13148 矢野医院 〒771-1251 一般 （時間外１）第104号       平成24年 4月 1日
     板野郡藍住町矢上字西１６０－１　　一般    12（診入院）第554号         平成22年 4月 1日
     ０２ 一般 病棟種別:一般
     088-692-4411  (088-692-0100) 　　療養     7 病床数:12床
     区分:入院基本料６
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診療養入院）第158号     平成18年 7月 1日
     病床区分:療養
     病床数:7床
     区分:入院基本料２
     （診療養改）第16号        平成24年11月 1日
     病床数:7
     病床部分に係る面積のうち患者
     １人当たり:8.8㎡
     片側室部分の廊下幅:1.4ｍ
     両側室部分の廊下幅:1.7ｍ
     （食）第430号             平成15年 7月 1日
     （ニコ）第194号           平成29年 7月 1日
     （支援診３）第233号       平成29年 6月 1日
     （がん指）第299号         平成27年12月 1日
     （在医総管）第270号       平成24年 4月 1日
     （肢梢）第16号            平成28年 7月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （１７５）第286号         平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  262

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  52915-13163 春藤内科胃腸科 〒771-0220 一般        19（時間外１）第62号        平成24年 4月 1日
     板野郡松茂町広島字南ノ川３２番 （診入院）第527号         平成26年 4月 1日
     地１ 病床区分:一般
     088-699-3777  (088-699-8228) 病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診緩診）第4号           平成24年 4月 1日
     （がん指）第79号          平成28年 3月 1日
     （持血測）第9号           平成23年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第141号         平成29年 6月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （酸単）第6174号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53015-13197 堀口整形外科 〒771-0205 （時間外２）第139号       平成22年 4月 1日
     板野郡北島町江尻字松ノ本１０番 （運Ⅱ）第88号            平成18年 4月 1日
     地２ 専用施設の面積:74.4㎡
     088-698-5111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53115-13221 福島内科 〒779-0119 （がん指）第237号         平成26年 3月 1日
     板野郡板野町西中富字喜多居地８
     １－１
     088-672-4970  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53215-13239 山田眼科藍住 〒771-1203 一般         5（コン１）第89号          平成28年10月 1日
     板野郡藍住町奥野字矢上前５３番
     地２
     088-692-8118  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53315-13247 きはら耳鼻咽喉科医院〒771-1240 （外後発使）第35号        平成28年 4月 1日
     板野郡藍住町乙瀬字中田６５番地 外来後発医薬品使用体制加算１
     １
     088-693-0087  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  263

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  53415-13254 谷口耳鼻咽喉科クリニ〒771-0220 一般    （高）第29号              平成11年 6月 1日
     ック 板野郡松茂町広島字南ノ川４２番
     地１
     088-699-2787  (088-699-2622)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53515-13288 ファミリークリニック〒779-0118 一般    （時間外２）第97号        平成22年 4月 1日
     しんの 板野郡板野町下庄字古杉１０６番 （支援診３）第234号       平成29年 6月 1日
     地２ （がん指）第184号         平成28年 4月 1日
     088-672-5148  （在医総管）第140号       平成18年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53615-13304 いのもと眼科内科 〒771-0204 （時間外１）第105号       平成24年 4月 1日
     板野郡北島町鯛浜字かや１２２番 （地包加）第72号          平成29年 4月 1日
     地の１ （ニコ）第98号            平成29年 7月 1日
     088-698-8887  (088-698-7110) （支援診３）第202号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第157号         平成23年 8月 1日
     （在医総管）第75号        平成18年 4月 1日
     （在総）第41号            平成12年 4月 1日
     （コン１）第87号          平成29年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53715-13338 井関クリニック 〒771-1343 （ニコ）第36号            平成29年 7月 1日
     板野郡上板町椎本字椎ノ宮３１４ （がん指）第76号          平成28年 3月 1日
     番地の１ （在医総管）第163号       平成18年 4月 1日
     088-637-6066  (088-694-7880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53815-13353 近藤外科内科 〒771-1212 一般 （時間外１）第106号       平成24年 4月 1日
     板野郡藍住町徳命字前須東１３番　　一般    19（診入院）第672号         平成26年12月 1日
     地１ 病棟種別:一般
     088-693-1188  (088-693-1177) 病床数:19床
     区分:入院基本料２
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （食）第421号             平成14年10月 1日
     （ニコ）第197号           平成29年 7月 1日
     （支援診３）第93号        平成29年 4月 1日
     （がん指）第229号         平成28年 3月 1日
     （在医総管）第150号       平成18年 4月 1日
     （在総）第123号           平成18年 5月 1日
     （酸単）第6175号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53915-13387 山根眼科 〒771-1201 （コン１）第90号          平成29年 3月 1日
     板野郡藍住町奥野字乾２番地１
     088-692-8171  (088-692-6063)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  264

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  54015-13395 新野医院 〒779-0118 （運Ⅱ）第145号           平成23年11月 1日
     板野郡板野町下庄字栖養２２－１ 専用施設の面積:198.16㎡
     088-672-0571  (088-672-0950) （酸単）第6184号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54115-13403 内科クリニックオクム〒771-1201 （時間外１）第34号        平成24年 4月 1日
     ラ 板野郡藍住町奥野字長江口７０番 （支援診３）第70号        平成29年 4月 1日
     地７ （がん指）第291号         平成28年 3月 1日
     088-692-4771  (088-692-3588) （在医総管）第120号       平成18年 4月 1日
     （在総）第111号           平成18年 5月 1日
     （酸単）第6249号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54215-13411 川原眼科 〒771-1343 （時間外２）第91号        平成22年 4月 1日
     板野郡上板町椎本字椎ノ宮２２０ （コン１）第91号          平成28年12月 1日
     番地の１ （外後発使）第53号        平成28年 4月 1日
     088-694-8388  外来後発医薬品使用体制加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54315-13429 健生きたじまクリニッ〒771-0203 （小検）第10号            平成20年 4月 1日
     ク 板野郡北島町中村字東開１４－１
     088-698-9629  (088-698-1851)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54415-13445 森本医院 〒771-1272 一般 （時間外１）第63号        平成24年 4月 1日
     板野郡藍住町勝瑞字成長６２番地　　一般    19（診入院）第523号         平成26年 4月 1日
     088-641-4141  (088-641-4084) 病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （食）第468号             平成19年 3月 1日
     （支援診３）第128号       平成29年 4月 1日
     （在医総管）第193号       平成19年 1月 1日
     （在総）第145号           平成19年 1月 1日
     （脳Ⅲ）第56号            平成24年 8月 1日
     専用施設の面積:118.28㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅱ）第110号           平成24年 8月 1日
     専用施設の面積:118.28㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6172号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  265

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  54515-13452 吉田レディスクリニッ〒771-0203 一般        19（時間外１）第35号        平成24年 4月 1日
     ク 板野郡北島町中村字中内２７番地 （がん指）第165号         平成23年 2月 1日
     ５ （ＨＰＶ）第34号          平成23年 5月 1日
     088-698-0012  (088-698-4937)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54615-13460 近藤内科医院 〒779-0111 （酸単）第6194号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.16円
     板野郡板野町那東字楠木２－１
     088-672-5630  (088-672-5601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54715-13478 地域リハビリテーショ〒771-1253 （運Ⅱ）第175号           平成27年 8月 1日
     ン稲次 板野郡藍住町矢上字安任１７５番 専用施設の面積:150㎡
     地５ 初期加算届出:有
     088-679-8883  (088-679-8885)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54815-13486 中村耳鼻咽喉科クリニ〒771-0206 （高）第47号              平成24年 5月 1日
     ック 板野郡北島町高房字百広花２３番 （補聴）第9号             平成24年 5月 1日
     地１
     088-697-3213  (088-697-3237)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54915-13502 小松泌尿器科 〒771-1220 （時間外２）第285号       平成26年 6月 1日
     板野郡藍住町東中富字朏傍示１５ （支援診３）第191号       平成29年 4月 1日
     番地１ （がん指）第305号         平成28年 2月 1日
     088-692-1277  (088-692-1275) （在医総管）第300号       平成26年 6月 1日
     （在総）第224号           平成26年 6月 1日
     （在血液）第6号           平成26年 6月 1日
     （透析水２）第22号        平成26年 6月 1日
     （肢梢）第1号             平成28年 4月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （酸単）第6177号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  266

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  55016-10019 阿波病院 〒771-1603 一般       133（一般入院）第859号       平成28年10月 1日
     阿波市市場町市場字岸ノ下１９０ 病棟種別:一般
     番地１ 病棟数:3棟
     0883-36-5151  (0883-36-5952) 病床数:73床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
     （診療録２）第46号        平成24年 6月 1日
     （事補１）第11号          平成28年 7月 1日
     一般病床数:133床
     一般病床配置基準:５０対１補
     助体制加算
     （重）第38号              平成 6年11月 1日
     個室:4
     ２人部屋:2
     （医療安全２）第54号      平成22年 5月 1日
     届出区分：医療安全対策加算２
     （感染防止２）第31号      平成26年 4月 1日
     （データ提）第25号        平成27年 1月 1日
     データ提出加算２
     　ロ（200床未満）
     （退支）第64号            平成26年 8月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （認ケア）第18号          平成28年 8月 1日
     加算区分:加算２
     （地包ケア１）第3号       平成27年 4月 1日
     地域包括ケア病棟入院料１
     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
     （食）第193号             昭和58年 5月 1日
     （糖管）第10号            平成21年 3月 1日
     （がん疼）第70号          平成25年 2月 1日
     （糖防管）第22号          平成29年 5月 1日
     腎不全期患者指導加算:有
     （トリ）第7号             平成24年 4月 1日
     （開）第8号               平成 9年 8月 1日
     開放病床数:5
     開放病床数計:5床
     （がん指）第185号         平成27年 3月 1日
     （薬）第146号             平成25年 8月 1日
     （機安１）第8号           平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第3号             平成20年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  267

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （コン１）第92号          平成29年 4月 1日
     （画２）第27号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第151号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     （心臓Ｍ）第4号           平成20年 4月 1日
     （外化２）第26号          平成29年 5月 1日
     （脳Ⅱ）第171号           平成29年 3月 1日
     専用施設の面積:204㎡
     （運Ⅰ）第98号            平成29年 3月 1日
     専用施設の面積:204㎡
     （透析水２）第15号        平成24年11月 1日
     （肢梢）第25号            平成29年 3月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （胃瘻造）第31号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第24号          平成27年 7月 1日
     （輸適）第21号            平成27年 7月 1日
     （胃瘻造嚥）第25号        平成27年 8月 1日
     （酸単）第6292号          平成29年 4月 1日ＣＥ　　 算定単価:0.13円
     大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.4円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.23円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  268

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  55116-10035 笠井病院 〒771-1704 療養        30（療養入院）第332号       平成28年10月 1日
     阿波市阿波町元町１４番地 病棟種別:療養
     0883-35-2720  病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:入院基本料２
     （療養改１）第3号         平成24年 4月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:療養病棟
     病床数:30床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
     （総合評価）第69号        平成20年 4月 1日
     （食）第362号             平成 8年10月 1日
     （ニコ）第89号            平成29年 7月 1日
     （がん指）第89号          平成23年 5月 1日
     （脳Ⅲ）第103号           平成25年 9月 1日
     専用施設の面積:117.4㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅱ）第149号           平成24年 6月 1日
     専用施設の面積:117.47㎡
     初期加算届出:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  269

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  55216-10043 大野病院 〒771-1506 療養        35（療養入院）第354号       平成28年10月 1日
     阿波市土成町土成字南原２３１番 病棟種別:療養
     地 病棟数:1棟
     088-695-2112  (088-695-5115) 病床数:25床
     区分:入院基本料２
     （療養１）第22号          平成18年 7月 1日
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :28㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:10.8㎡
     （食）第488号             平成26年 4月 1日
     （ニコ）第196号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第248号         平成28年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第129号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅲ）第76号            平成24年 7月 1日
     専用施設の面積:140.93㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅱ）第179号           平成28年 2月 1日
     専用施設の面積:140.93㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6202号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55316-10845 近藤医院 〒771-1604 （がん指）第331号         平成28年 7月 1日
     阿波市市場町市場字町筋２６８番 （在医総管）第205号       平成19年11月 1日
     地 （１７５）第73号          平成14年 4月 1日
     0883-36-2011  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55416-10852 川人医院 〒771-1701 （時間外２）第249号       平成24年 4月 1日
     阿波市阿波町勝命２２７－３ （コン１）第93号          平成28年 5月 1日
     0883-35-2743  （外後発使）第46号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55516-10910 大串医院 〒771-1402 （コン１）第94号          平成29年 4月 1日
     阿波市吉野町西条字岡ノ川原２２ （外後発使）第75号        平成28年10月 1日
     088-696-3133  外来後発医薬品使用体制加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55616-10977 賛広診療所 〒771-1706 （酸単）第6290号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.26円
     阿波市阿波町南西谷７番地
     0883-35-2107  (0883-35-2314)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55716-12007 小笠原医院 〒771-1604 （外後発使）第79号        平成28年10月 1日
     阿波市市場町市場字町筋１７２番 外来後発医薬品使用体制加算１
     地１
     0883-36-2030  



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  270

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  55816-12015 村上医院 〒771-1701 一般    （ニコ）第90号            平成29年 7月 1日
     阿波市阿波町大原７７番地５ （がん指）第178号         平成28年 3月 1日
     0883-35-6410  （酸単）第6204号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.16円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55916-12031 森下医院 〒771-1705 一般    （時間外２）第52号        平成22年 4月 1日
     阿波市阿波町北整理３９－１ （在医総管）第123号       平成18年 4月 1日
     0883-35-5656  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56016-12049 重清内科外科 〒771-1706 （時間外２）第143号       平成22年 4月 1日
     阿波市阿波町南整理２４６番地１ （地包加）第93号          平成29年 4月 1日
     0883-35-6160  (0883-35-6194) （ニコ）第192号           平成29年 7月 1日
     （支援診３）第81号        平成29年 4月 1日
     （がん指）第281号         平成28年 3月 1日
     （在医総管）第133号       平成18年 4月 1日
     （在総）第153号           平成19年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56116-12056 大久保内科 〒771-1627 （がん指）第88号          平成28年 3月 1日
     阿波市市場町大野島字野神８８－ （酸単）第6197号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     ３
     0883-36-3020  (0883-36-2477)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56216-12080 赤池循環器消化器内科〒771-1610 （外後発使）第4号         平成28年 4月 1日
     阿波市市場町香美字原田２９９番 外来後発医薬品使用体制加算１
     地
     0883-36-6565  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56316-12098 太田診療所 〒771-1612 （時間外２）第197号       平成22年 4月 1日
     阿波市市場町上喜来字二俣前３８ （外後発使）第43号        平成28年 4月 1日
     １番地１ 外来後発医薬品使用体制加算１
     0883-36-2076  (0883-36-6369)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  271

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  56416-12106 中山医院 〒771-1401 一般        19（時間外１）第64号        平成24年 4月 1日
     阿波市吉野町柿原字ノタ原４２番 （地包加）第52号          平成29年 4月 1日
     地 （診入院）第660号         平成26年 4月 1日
     088-696-4662  (088-696-4769) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料２
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （食）第411号             平成13年 8月 1日
     （がん疼）第55号          平成23年 9月 1日
     （支援診３）第103号       平成29年 4月 1日
     （がん指）第186号         平成27年 6月 1日
     （在医総管）第259号       平成23年 9月 1日
     （酸単）第6198号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56516-12122 板東眼科 〒771-1502 （コン１）第96号          平成28年 8月 1日
     阿波市土成町水田字月成１２１ （酸単）第6206号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     088-695-5139  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56616-12130 大久保医院 〒771-1402 （地包加）第53号          平成29年 4月 1日
     阿波市吉野町西条字町口２５４ （支援診３）第229号       平成29年 6月 1日
     088-696-2037  （在医総管）第128号       平成18年 4月 1日
     （在総）第64号            平成16年 6月 1日
     （酸単）第6201号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56716-12148 金塚内科 〒771-1507 一般    （時間外２）第43号        平成22年 4月 1日
     阿波市土成町吉田字城根木３６番 （地包加）第1号           平成29年 4月 1日
     地 （ニコ）第109号           平成29年 7月 1日
     088-695-5858  （がん指）第318号         平成28年 4月 1日
     （在医総管）第222号       平成20年 9月 1日
     （酸単）第6203号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56816-12155 乾内科外科 〒771-1502 （がん疼）第66号          平成24年 9月 1日
     阿波市土成町水田字久保田１６－ （ニコ）第41号            平成29年 7月 1日
     １ （がん指）第86号          平成28年 3月 1日
     088-695-5006  (088-695-5018) （在医総管）第78号        平成18年 4月 1日
     （酸単）第6200号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56916-12171 松本眼科 〒771-1705 （ロー検）第6号           平成29年 4月 1日
     阿波市阿波町高垣５０番地２ （コン１）第109号         平成28年11月 1日
     0883-35-7128  (0883-35-7728) （酸単）第6207号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.25円



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  272

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  57016-12189 御所診療所 〒771-1507 一般 （時間外１）第107号       平成24年 4月 1日
     阿波市土成町吉田字原田市の四３　　一般    15（地包加）第54号          平成29年 4月 1日
     １番 （診入院）第628号         平成26年 6月 1日
     088-637-8033  (088-637-8034) 病床区分:一般
     病床数:15床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診入帰）第10号          平成28年 4月 1日
     届出病床の状況一般病床数:15
     床
     （診緩診）第1号           平成24年 4月 1日
     （退支）第73号            平成28年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第475号             平成22年 5月 1日
     （がん疼）第40号          平成22年 5月 1日
     （ニコ）第125号           平成29年 7月 1日
     （支援診２）第18号        平成28年 8月 1日
     （がん指）第110号         平成28年 4月 1日
     （肝炎）第22号            平成22年 5月 1日
     （在医総管）第246号       平成22年 5月 1日
     （在総）第177号           平成22年 5月 1日
     （在訪褥）第8号           平成26年10月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第226号         平成27年12月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （胃瘻造）第33号          平成27年 6月 1日
     （胃瘻造嚥）第24号        平成27年 6月 1日
     （酸単）第6205号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  273

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  57116-12197 おおつか内科 〒771-1705 （時間外２）第284号       平成26年 5月12日
     阿波市阿波町善地７番地１３ （地包加）第97号          平成29年 4月 1日
     0883-35-6070  (0883-35-7456) （がん疼）第80号          平成26年 5月12日
     （ニコ）第186号           平成29年 7月 1日
     （支援診２）第33号        平成29年 4月 1日
     （在医総管）第298号       平成26年 5月12日
     （在総）第223号           平成26年 5月12日
     （酸単）第6199号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  274

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  57217-10025 吉野川医療センター 〒776-8511 一般       290（一般入院）第931号       平成28年 8月 1日
     吉野川市鴨島町知恵島字西知恵島 病棟種別:一般
     １２０ 病床区分:一般
     0883-26-2222  (0883-26-2300) 病棟数:8棟
     病床数:290床
     区分:７対１入院基本料
     （超急性期）第16号        平成27年 5月 4日
     （診療録２）第53号        平成27年 5月 4日
     （事補１）第14号          平成29年 5月 1日
     一般病床数:290床
     一般病床配置基準:２０対１補
     助体制加算
     （急性看補）第28号        平成28年 9月 1日
     急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:50対１
     （療）第71号              平成27年 5月 4日
     病棟数:8
     病棟種別:一般
     病床数:208
     病室の総面積：2161.08㎡
     １床当たり病床面積：10.38㎡
     （重）第88号              平成27年 5月 4日
     個室:2
     （医療安全１）第71号      平成29年 5月 1日
     届出区分：医療安全対策加算１
     （感染防止１）第9号       平成28年 4月 1日
     感染防止対策地域連携加算届出
     有無:有
     （患サポ）第70号          平成29年 7月 1日
     （ハイ妊娠）第20号        平成27年 7月 1日
     （データ提）第35号        平成27年 5月 4日
     データ提出加算２
     　イ（200床以上）
     （退支）第66号            平成29年 5月 1日
     退院支援加算の区分:加算１
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:8棟
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:290床
     （認ケア）第10号          平成28年 8月 1日
     加算区分:加算２
     （食）第491号             平成27年 5月 4日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  275

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （高）第49号              平成28年 6月 1日
     （糖管）第30号            平成27年 5月 4日
     （がん疼）第85号          平成27年 5月 4日
     （糖防管）第30号          平成27年 5月 4日
     （トリ）第12号            平成27年 5月 4日
     （開）第22号              平成27年 5月 4日
     （がん指）第280号         平成28年 5月 1日
     （排自）第10号            平成28年 9月 1日
     （薬）第153号             平成27年 5月 4日
     （機安１）第31号          平成27年 5月 4日
     （在看）第4号             平成28年 9月 1日
     （持血測）第17号          平成29年 5月 1日
     （遺伝検）第2号           平成28年 6月 1日
     （ＨＰＶ）第40号          平成27年 5月 4日
     ＨＰＶ核酸検出
     ＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタ
     イプ判定）
     （検Ⅳ）第5号             平成29年 4月 1日
     （歩行）第27号            平成27年 5月 4日
     （ヘッド）第12号          平成27年 5月 4日
     （補聴）第10号            平成28年 4月 1日
     （画２）第39号            平成27年 5月 4日
     （Ｃ・Ｍ）第223号         平成27年 5月 4日
     撮影に使用する機器：６４列以
     上のマルチスライスＣＴ
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     ３テスラ以上）
     （冠動Ｃ）第14号          平成27年 5月 4日
     （心臓Ｍ）第17号          平成27年 5月 4日
     （抗悪処方）第15号        平成27年 5月 4日
     （外化１）第34号          平成27年 5月 4日
     専用病床数:13床
     （菌）第51号              平成27年 5月 4日
     専用の部屋の面積:22.61㎡
     （脳Ⅰ）第45号            平成27年 5月 4日
     専用施設の面積:346.73㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第82号            平成27年 5月 4日
     専用施設の面積:287.97㎡
     初期加算届出:有
     （がんリハ）第22号        平成27年 5月 4日
     専用施設の面積:287.97㎡
     （集コ）第24号            平成29年 6月 1日
     （透析水２）第23号        平成27年 5月 4日
     （肢梢）第3号             平成28年 4月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  276

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （乳セ２）第12号          平成27年 5月 4日
     届出区分：単独法
     （乳腫）第3号             平成29年 7月 1日
     （経中）第5号             平成27年 5月 4日
     （ペ）第46号              平成27年 5月 4日
     （大）第22号              平成27年 5月 4日
     （腹肝）第6号             平成27年 5月 4日
     部分切除及び外側区域切除
     （腹膵切）第7号           平成27年 5月 4日
     （腎）第15号              平成27年 5月 4日
     （腹膀）第4号             平成27年 5月 4日
     （腹小膀悪）第3号         平成27年 5月 4日
     （人工尿）第2号           平成27年 5月 4日
     （胃瘻造）第32号          平成27年 5月 4日
     （輸血Ⅱ）第23号          平成27年 5月 4日
     （輸適）第20号            平成27年 5月 4日
     （造設前）第9号           平成27年 5月 4日
     （胃瘻造嚥）第23号        平成27年 5月 4日
     （麻管Ⅰ）第40号          平成27年 5月 4日
     （酸単）第6219号          平成29年 4月 1日ＣＥ　　 算定単価:0.14円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.23円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  277

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  57317-10033 美摩病院 〒776-0013 一般        35（一般入院）第879号       平成27年 1月 1日
     吉野川市鴨島町上下島４９７番地療養       120 病棟種別:一般
     0883-24-2957  病棟数:1棟
     病床数:37床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
     （診療録２）第51号        平成26年 7月 1日
     （療）第22号              平成10年 7月 1日
     病棟数:1
     病棟種別:一般
     病床数:26
     病室の総面積：261.13㎡
     １床当たり病床面積：10.04㎡
     （療養１）第14号          平成18年 4月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:３Ｆ回復期リハ病棟
     病床数:60床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.1㎡
     （患サポ）第51号          平成24年 6月 1日
     （後発使１）第12号        平成28年 4月 1日
     （データ提）第30号        平成27年 4月 1日
     データ提出加算２
     　ロ（200床未満）
     （認ケア）第20号          平成28年 9月 1日
     加算区分:加算２
     （回２）第8号             平成22年 8月 1日
     病棟面積のうち１床当たり:22.
     42㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.68㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     （地包ケア１）第16号      平成27年11月 1日
     地域包括ケア入院医療管理料１
     当該病床届出病棟区分:一般



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  278

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     入院医療管理料病床数:14床
     （食）第238号             昭和61年12月 1日
     （ニコ）第127号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第90号          平成22年 4月 1日
     （薬）第102号             平成16年 6月 1日
     （地連計）第7号           平成28年10月 1日
     （在医総管）第182号       平成18年 8月 1日
     （検Ⅰ）第42号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第197号         平成27年 8月 1日
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （外化１）第31号          平成25年 1月 1日
     専用病床数:6床
     （脳Ⅰ）第28号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:457.9㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第59号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:432.4㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第75号            平成28年12月 1日
     専用施設の面積:457.9㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6211号          平成29年 4月 1日ＣＥ　　 算定単価:0.18円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  279

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  57417-10116 鴨島病院 〒776-8588 療養       268（療養入院）第333号       平成28年10月 1日
     吉野川市鴨島町内原４３２ 病棟種別:療養
     0883-24-6565  (0883-24-6572) 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院基本料２（注１１に
     規定する届出）
     （療養入院）第423号       平成29年 1月 1日
     病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     （診療録２）第40号        平成21年 8月 1日
     （療養１）第29号          平成26年 4月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:３階　第３病棟
     病床数:48床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:５階　第５病棟
     病床数:42床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:７階　第７病棟
     病床数:45床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:２階　第２病棟
     病床数:43床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     （感染防止２）第18号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第28号          平成24年 4月 1日
     （総合評価）第100号       平成24年12月 1日
     （退支）第21号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  280

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （回２）第13号            平成27年 5月 1日
     病棟面積のうち１床当たり:22.
     3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.47㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     病棟面積のうち１床当たり:23.
     9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.3㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     （食）第305号             平成 5年 1月 1日
     （がん疼）第36号          平成22年 4月 1日
     （がん指）第176号         平成26年10月 1日
     （地連計）第15号          平成28年12月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第204号         平成26年 3月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （抗悪処方）第10号        平成22年 4月 1日
     （脳Ⅰ）第12号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:1275.3㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第35号            平成24年 4月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:1275.3㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第27号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:1275.3㎡
     初期加算届出:有
     （集コ）第13号            平成20年 4月 1日
     （胃瘻造）第27号          平成27年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第17号        平成27年 4月 1日
     （酸単）第6333号          平成29年 4月 1日ＣＥ　　 算定単価:0.19円



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  281

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57517-10363 谷医院 〒779-3401 一般 （時間外１）第65号        平成24年 4月 1日
     吉野川市山川町建石１５８番地 　　一般    13（地包加）第55号          平成29年 4月 1日
     0883-42-2353  (0883-42-2394) 一般 （診入院）第642号         平成27年 2月 1日
     　　療養     6 病床区分:一般
     病床数:13床
     区分:入院基本料３
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診療養入院）第161号     平成27年 3月 1日
     病床区分:療養
     病床数:6床
     区分:入院基本料２
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
     （診療養改）第4号         平成24年 4月 1日
     病床数:4
     病床部分に係る面積のうち患者
     １人当たり:7.6㎡
     片側室部分の廊下幅:1.8ｍ
     両側室部分の廊下幅:1.8ｍ
     （総合評価）第80号        平成21年 5月 1日
     （退支）第58号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第340号             平成 7年 2月 1日
     （在医総管）第210号       平成19年12月 1日
     （在総）第155号           平成19年12月 1日
     （酸単）第6334号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.27円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  282

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  57617-10389 鈴木内科 〒776-0031 一般 （時間外１）第76号        平成24年 4月 1日
     吉野川市鴨島町敷地１４番地１ 　　一般    19（地包加）第73号          平成29年 4月 1日
     0883-24-5880  (0883-24-1228) （診入院）第559号         平成26年 4月 1日
     病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診入帰）第1号           平成28年 4月 1日
     届出病床の状況一般病床数:19
     床
     （医療安全２）第71号      平成26年 9月 1日
     （患サポ）第3号           平成24年 4月 1日
     （後発使１）第19号        平成29年 7月 1日
     （退支）第53号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第313号             平成 6年10月 1日
     （がん疼）第8号           平成22年 4月 1日
     （ニコ）第123号           平成29年 7月 1日
     （支援診２）第19号        平成28年 8月 1日
     （がん指）第92号          平成27年 5月 1日
     （在医総管）第79号        平成18年 4月 1日
     （在総）第58号            平成15年 2月 1日
     （在訪褥）第4号           平成26年10月 1日
     （歩行）第21号            平成24年10月 1日
     （ヘッド）第9号           平成24年 4月 1日
     （心Ⅱ）第8号             平成28年 4月 1日
     専用施設の面積:69.51㎡
     初期加算届出:有
     （脳Ⅲ）第102号           平成25年 6月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:69.51㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅲ）第78号            平成25年 6月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:69.51㎡
     初期加算届出:有



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  283

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （酸単）第6218号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57717-10397 阿部整形外科 〒776-0013 一般 （時間外１）第108号       平成24年 4月 1日
     吉野川市鴨島町上下島１０５番地　　一般    19（地包加）第19号          平成29年 4月 1日
     0883-24-4880  （診入院）第601号         平成26年 4月 1日
     病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （外後発使）第82号        平成29年 2月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算２
     （運Ⅱ）第73号            平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:66.9㎡
     （酸単）第6277号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.16円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57817-10405 木村内科胃腸科 〒776-0020 （ニコ）第137号           平成29年 7月 1日
     吉野川市鴨島町西麻植字絵馬堂６ （がん指）第192号         平成29年 1月 1日
     １番地 （酸単）第6216号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     0883-24-6413  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57917-10413 工藤内科医院 〒779-3404 （時間外２）第184号       平成22年 4月 1日
     吉野川市山川町川田１０６７番地 （がん指）第231号         平成29年 5月 1日
     0883-42-3113  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58017-10421 鈴木内科 〒776-0005 （時間外２）第7号         平成22年 4月 1日
     吉野川市鴨島町喜来３７４番地 （ニコ）第111号           平成29年 7月 1日
     0883-24-3413  （がん指）第321号         平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58117-10439 杉山医院 〒779-3301 （時間外２）第137号       平成22年 4月 1日
     吉野川市川島町川島４０５番地１ （酸単）第6208号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     １
     0883-25-2802  (0883-25-3120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58217-10496 古本内科クリニック 〒776-0010 （時間外２）第109号       平成22年 4月 1日
     吉野川市鴨島町鴨島４０６－５ （地包加）第20号          平成29年 4月 1日
     0883-24-7377  (0883-24-8010) （ニコ）第32号            平成29年 6月 1日
     （支援診３）第230号       平成29年 6月 1日
     （がん指）第258号         平成26年10月 1日
     （在医総管）第244号       平成22年 4月 1日
     （在総）第173号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  284

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  58317-11171 筒井クリニック 〒776-0010 （１７５）第49号          平成14年 4月 1日
     吉野川市鴨島町鴨島２８３
     0883-24-3300  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58417-11304 糸田川眼科 〒776-0010 一般 （診入院）第526号         平成26年10月 1日
     吉野川市鴨島町鴨島５２６－１８　　一般    19 病棟種別:一般
     0883-24-2531  (0883-26-0586) 病床数:19床
     区分:入院基本料６
     （コン１）第98号          平成28年 4月 1日
     （外後発使）第37号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58517-11320 糸田川クリニック 〒776-0010 （時間外２）第283号       平成26年 4月 1日
     吉野川市鴨島町鴨島５２６－１８ （地包加）第96号          平成29年 4月 1日
     0883-24-7555  （１７５）第46号          平成14年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58617-11346 岡田医院 〒779-3301 （外後発使）第63号        平成28年 5月 1日
     吉野川市川島町川島７０９番地３ 外来後発医薬品使用体制加算１
     0883-25-3566  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58717-11411 杏和医院 〒776-0020 一般        19（時間外１）第36号        平成24年 4月 1日
     吉野川市鴨島町西麻植字麻植市４ （診入院）第512号         平成22年 4月 1日
     ０－６ 病棟種別:一般
     0883-22-0333  病床数:19床
     区分:入院基本料６
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58817-11494 いぬい産科婦人科クリ〒776-0003 一般        12（時間外１）第135号       平成27年 8月 1日
     ニック 吉野川市鴨島町内原字桑ノ内４５ （診入院）第528号         平成27年 8月 1日
     番地３ 病棟種別:一般
     0883-22-1230  病床数:12床
     区分:入院基本料２
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （がん指）第109号         平成27年 2月 1日
     （ＨＰＶ）第23号          平成22年 5月 1日
     （酸単）第6309号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  285

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  58917-11502 リバーサイドクリニッ〒776-0014 （時間外１）第37号        平成24年 4月 1日
     ク岡田 吉野川市鴨島町知恵島四ツ屋１７ （ニコ）第126号           平成29年 7月 1日
     ７４番１ 注１に規定する基準を満たさな
     0883-24-8884  い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
     （支援診３）第39号        平成29年 4月 1日
     （がん指）第155号         平成24年 9月 1日
     （在医総管）第80号        平成18年 4月 1日
     （在総）第109号           平成18年 5月 1日
     （酸単）第6210号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59017-11601 松永医院 〒779-3402 （地包加）第75号          平成29年 4月 1日
     吉野川市山川町宮北３８ （支援診３）第74号        平成29年 4月 1日
     0883-42-2110  (0883-42-4013) （がん指）第259号         平成26年10月 1日
     （在医総管）第126号       平成18年 4月 1日
     （在総）第114号           平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59117-11635 知恵島皮膚科診療所 〒776-0014 （酸単）第6217号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     吉野川市鴨島町知恵島１０４９－
     ３
     0883-36-9012  (0883-36-9013)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59217-11643 よしのがわ往診診療所〒779-3404 （時間外１）第132号       平成26年11月15日
     吉野川市山川町湯立２７７－１ （支援診３）第200号       平成28年 4月 1日
     0883-36-1850  (0883-36-1851) （在診実１）第23号        平成28年 4月 1日
     （在医総管）第310号       平成26年12月 1日
     （在総）第229号           平成26年12月 1日
     （酸単）第6214号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59317-13003 井内内科 〒776-0013 （時間外２）第292号       平成28年 4月 1日
     吉野川市鴨島町上下島７９番地１ （地包加）第114号         平成28年 4月 1日
     0883-24-3070  （がん指）第325号         平成28年 5月 1日
     （在医総管）第127号       平成18年 4月 1日
     （外後発使）第21号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59417-13029 矢田医院 〒779-3307 （時間外１）第109号       平成24年 4月 1日
     吉野川市川島町三ツ島字長塚３４ （地包加）第125号         平成28年 6月 1日
     ６番地２ （がん疼）第9号           平成22年 4月 1日
     0883-25-2006  (0883-25-5525) （支援診２）第37号        平成28年 8月 1日
     （がん指）第195号         平成23年 5月 1日
     （在医総管）第267号       平成24年 4月 1日
     （在総）第197号           平成24年 4月 1日
     （酸単）第6346号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  286

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  59517-13045 和田耳鼻咽喉科 〒776-0010 （高）第33号              平成13年 7月 1日
     吉野川市鴨島町鴨島３５１番地４
     0883-24-2566  (0883-24-2710)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59617-13052 渡辺医院 〒776-0002 一般        11（診入院）第536号         平成22年 4月 1日
     吉野川市鴨島町麻植塚３８６番地 病棟種別:一般
     ５ 病床数:11床
     0883-24-7177  (0883-24-7178) 区分:入院基本料６
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59717-13078 大内整形外科 〒776-0013 （外後発使）第9号         平成28年 4月 1日
     吉野川市鴨島町上下島３８４番地 外来後発医薬品使用体制加算１
     １
     0883-24-3058  (0883-24-3062)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  287

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  59817-13102 中西内科クリニック 〒779-3401 一般 （時間外２）第133号       平成22年 4月 1日
     吉野川市山川町川東８８番地１ 　　一般    11（診入院）第592号         平成26年 4月 1日
     0883-42-6755  (0883-42-6756) 一般 病床区分:一般
     　　療養     8 病床数:11床
     区分:入院基本料６
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （診療養入院）第176号     平成22年 6月 1日
     病床区分:療養
     病床数:8床
     区分:８割以上
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:その他
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     なその他理由:有床診療所のた
     め非常勤で確保している
     非常勤の管理栄養士の有無:有
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
     （診療養改）第6号         平成24年 4月 1日
     病床数:8
     病床部分に係る面積のうち患者
     １人当たり:6㎡
     両側室部分の廊下幅:1.7ｍ
     （食）第349号             平成 7年 7月 1日
     （支援診３）第107号       平成29年 3月 1日
     （在医総管）第162号       平成18年 4月 1日
     （酸単）第6240号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.73円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59917-13110 石原内科循環器科 〒776-0033 （時間外２）第88号        平成22年 4月 1日
     吉野川市鴨島町飯尾１８７ （支援診３）第178号       平成29年 4月 1日
     0883-24-2536  (0883-22-0807) （がん指）第295号         平成28年 4月 1日
     （在医総管）第81号        平成18年 4月 1日
     （外後発使）第27号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
     （酸単）第6213号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60017-13128 山下耳鼻咽喉科クリニ〒779-3403 （高）第28号              平成11年 4月 1日
     ック 吉野川市山川町堤外２１番地１
     0883-42-7533  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  288

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  60117-13136 さくら診療所 〒779-3403 一般        19（時間外１）第110号       平成24年 4月 1日
     吉野川市山川町前川２１２番地６ （診入院）第522号         平成26年 4月 1日
     0883-42-5520  (0883-42-5527) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     （食）第410号             平成13年 7月 1日
     （ニコ）第13号            平成29年 7月 1日
     （支援診２）第21号        平成29年 4月 1日
     （がん指）第233号         平成26年 3月 1日
     （在医総管）第82号        平成18年 4月 1日
     （在総）第39号            平成12年 4月 1日
     （検Ⅰ）第35号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第162号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅲ）第124号           平成29年 1月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:112.7㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅱ）第185号           平成29年 1月 1日
     注５に規定する施設基準
     専用施設の面積:112.7㎡
     初期加算届出:有
     （ペ）第32号              平成13年 9月 1日
     （胃瘻造）第18号          平成26年 4月 1日
     （酸単）第6215号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60217-13151 森住内科医院 〒776-0003 一般    （がん指）第271号         平成27年12月 1日
     吉野川市鴨島町内原字桑ノ内４８ （在医総管）第83号        平成18年 4月 1日
     番地１ （酸単）第6209号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     0883-22-3010  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  289

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  60317-13177 四宮医院 〒779-3303 （時間外２）第129号       平成22年 4月 1日
     吉野川市川島町桑村２５５５番地 （地包加）第58号          平成29年 4月 1日
     １ （在医総管）第176号       平成18年 7月 1日
     0883-25-2016  (0883-25-6456) （外後発使）第58号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60417-13193 梶本胃腸科内科 〒776-0010 （時間外２）第177号       平成22年 4月 1日
     吉野川市鴨島町鴨島５０６番地 （がん指）第232号         平成25年 8月 1日
     0883-24-2413  (0883-24-2652)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60517-13201 かなめ小児科内科クリ〒776-0001 （酸単）第6212号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.14円
     ニック 吉野川市鴨島町牛島字四ツ家前３
     ２７１番地９
     0883-26-0310  (0883-26-0311)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60617-13235 あいざと山川クリニッ〒779-3403 （ショ小）第12号          平成23年12月 1日
     ク 吉野川市山川町前川２００番地２ 専用施設の面積:86.64㎡
     0883-42-8811  (0883-42-8812) 患者１人当たりの面積:4.33㎡
     （デ小）第17号            平成23年12月 1日
     専用施設の面積:86.64㎡
     患者１人当たりの面積:3.33㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60717-13243 富本医院 〒779-3403 （時間外２）第96号        平成22年 4月 1日
     吉野川市山川町堤外５番地１７ （地包加）第21号          平成29年 4月 1日
     0883-42-3123  (0883-42-3378) （神経）第8号             平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60817-13250 鴨島川島クリニック 〒776-0033 （透析水２）第2号         平成24年 4月 1日
     吉野川市鴨島町飯尾字福井３９６ （肢梢）第6号             平成28年 5月 1日
     番３ 下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     0883-24-8551  (0883-22-1355) 及び指導管理等:有
     （酸単）第6335号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60917-13268 三木クリニック 〒779-3407 （在医総管）第250号       平成23年 3月 1日
     吉野川市山川町祇園４１番地５
     0883-42-6618  (0883-42-6626)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61017-13276 あおぞら内科 〒776-0014 （時間外１）第111号       平成24年 4月 1日
     吉野川市鴨島町知恵島字北須賀東 （支援診３）第159号       平成29年 4月 1日
     ７２０番地７ （在診実１）第14号        平成26年 4月 1日
     0883-22-1311  (0883-36-9228) （がん指）第304号         平成28年 1月 1日
     （在医総管）第249号       平成23年 1月 1日
     （在総）第183号           平成23年 1月 1日
     （神経）第17号            平成23年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  290

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  61118-10403 田村医院 〒779-4101 （ニコ）第33号            平成29年 7月 1日
     美馬郡つるぎ町貞光字宮下１２番 （１７５）第63号          平成14年 4月 1日
     地４
     0883-62-5166  (0883-62-5067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61218-10411 田村医院一宇診療所 〒779-4302 （ニコ）第91号            平成29年 7月 1日
     美馬郡つるぎ町一宇字赤松１３２ （１７５）第287号         平成14年 4月 1日
     ２番地９
     0883-67-2016  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61318-10486 武原外科整形外科医院〒779-4401 （時間外２）第263号       平成24年 4月 1日
     美馬郡つるぎ町半田字松生２９９ （支援診３）第193号       平成28年 4月 1日
     番地１ （在医総管）第305号       平成26年 7月 1日
     0883-64-2111  (0883-64-2210) （在総）第226号           平成26年 7月 1日
     （外後発使）第10号        平成28年 4月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
     （酸単）第6168号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.28円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61418-10528 大久保医院 〒779-4401 （時間外２）第34号        平成22年 4月 1日
     美馬郡つるぎ町半田字小野１４６
     －４
     0883-64-2088  (0883-64-2557)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61518-11153 北室医院 〒779-4401 一般         7（１７５）第4号           平成14年 4月 1日
     美馬郡つるぎ町半田字松生８３－
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61618-12458 林眼科 〒779-4101 （コン１）第99号          平成28年 4月 1日
     美馬郡つるぎ町貞光字大須賀６４ （酸単）第6251号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     番地の１
     0883-62-5055  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  291

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  61718-14025 つるぎ町立半田病院 〒779-4401 一般 （一般入院）第752号       平成28年10月 1日
     美馬郡つるぎ町半田字中藪２３４　　一般   120 病棟種別:一般
     －１ 病棟数:3棟
     0883-64-3145  (0883-64-4138) 病床数:120床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     （診療録１）第6号         平成26年 4月 1日
     （事補１）第15号          平成29年 4月 1日
     一般病床数:120床
     一般病床配置基準:３０対１補
     助体制加算
     （急性看補）第3号         平成28年10月 1日
     急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:50対１
     （重）第74号              平成17年 3月 1日
     個室:7
     （医療安全２）第80号      平成28年 4月 1日
     （感染防止２）第19号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第56号          平成25年10月 1日
     （ハイ妊娠）第15号        平成20年 4月 1日
     年間分娩件数：504例
     （ハイ分娩）第15号        平成20年 4月 1日
     年間分娩件数：504例
     （病棟薬１）第22号        平成25年 7月 1日
     （データ提）第13号        平成26年 4月 1日
     データ提出加算２
     　ロ（200床未満）
     （精疾診）第1号           平成28年 4月 1日
     （地包ケア１）第17号      平成28年12月 1日
     地域包括ケア入院医療管理料１
     当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:8床
     （食）第449号             平成17年 3月 1日
     （糖管）第24号            平成23年 7月 1日
     （開）第19号              平成17年 3月 1日
     開放病床数:5
     開放病床数計:5床
     （がん指）第93号          平成27年 7月 1日
     （排自）第12号            平成29年 2月 1日
     （肝炎）第16号            平成22年 4月 1日
     （薬）第108号             平成22年 4月 1日
     （機安１）第30号          平成27年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第26号          平成26年 4月 1日
     ＨＰＶ核酸検出



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  292

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     ＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタ
     イプ判定）
     （検Ⅰ）第43号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第21号            平成24年 3月 1日
     （画２）第31号            平成22年 7月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第130号         平成24年 6月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     （外化２）第19号          平成24年 3月 1日
     （菌）第37号              平成20年 4月 1日
     専用の部屋の面積:17.86㎡
     （脳Ⅲ）第59号            平成20年 4月 1日
     専用施設の面積:195㎡
     初期加算届出:無
     （運Ⅱ）第39号            平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:195㎡
     （呼Ⅰ）第16号            平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:195㎡
     初期加算届出:無
     （透析水２）第10号        平成24年 8月 1日
     （肢梢）第22号            平成28年10月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （胆）第9号               平成28年 7月 1日
     （腎）第13号              平成20年 6月 1日
     （胃瘻造）第6号           平成26年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第20号          平成26年 7月 1日
     （輸適）第17号            平成26年 7月 1日
     （造設前）第6号           平成24年 6月 1日
     （胃瘻造嚥）第4号         平成26年 4月 1日
     （酸単）第6341号          平成29年 4月 1日ＣＥ　　 算定単価:0.22円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  293

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  61818-14033 谷病院 〒779-4101 療養        41（療養入院）第372号       平成28年10月 1日
     美馬郡つるぎ町貞光字中須賀４８ 病棟種別:療養
     番地２ 病棟数:1棟
     0883-62-2053  (0883-62-5134) 病床数:27床
     区分:入院基本料２
     （療養改１）第7号         平成24年 9月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:療養病棟
     病床数:35床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     （食）第481号             平成24年 2月 1日
     （がん指）第156号         平成29年 6月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第149号         平成26年 8月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （酸単）第6169号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  294

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  61918-14041 永尾病院 〒779-4101 療養        33（療養入院）第420号       平成29年 2月 1日
     美馬郡つるぎ町貞光字大須賀６６ 病棟種別:療養
     番地２ 病棟数:1棟
     0883-62-2012  (0883-62-2537) 病床数:33床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     （療養１）第36号          平成26年 8月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:療養病棟
     病床数:33床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.1㎡
     （認ケア）第35号          平成29年 5月 1日
     加算区分:加算２
     （食）第489号             平成26年 8月 1日
     （ニコ）第189号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第246号         平成28年 3月 1日
     （支援病３）第27号        平成26年 8月 1日
     （在医総管）第307号       平成26年 8月 1日
     （在総）第227号           平成26年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第213号         平成26年 8月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （脳Ⅲ）第113号           平成26年 8月 1日
     専用施設の面積:188.37㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅱ）第167号           平成26年 8月 1日
     専用施設の面積:188.37㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6170号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.66円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  295

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  62019-10112 藤内整形外科病院 〒779-4703 療養        50（療養入院）第340号       平成28年 8月 1日
     三好郡東みよし町中庄１０１１番 病棟種別:療養
     地３ 病棟数:1棟
     0883-82-3677  (0883-82-6264) 病床数:50床
     区分:入院基本料２
     （療養改１）第8号         平成24年 9月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:療養病棟
     病床数:50床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :26.23㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.7㎡
     （食）第310号             平成 6年10月 1日
     （薬）第132号             平成22年11月 1日
     （脳Ⅲ）第60号            平成24年 8月 1日
     専用施設の面積:101.3㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第37号            平成24年 8月 1日
     専用施設の面積:101.3㎡
     初期加算届出:有
     （酸単）第6223号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.06円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  296

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  62119-10138 三加茂田中病院 〒779-4701 療養       192（療養入院）第366号       平成29年 1月 1日
     三好郡東みよし町加茂１８８３ー 病棟種別:療養
     ４ 病棟数:4棟
     0883-82-3700  (0883-82-4470) 病床数:192床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     （診療録１）第7号         平成26年 6月 1日
     （療養２）第62号          平成18年 4月 1日
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:２－Ａ療養病棟
     病床数:48床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :12.33㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.46㎡
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:２－Ｂ療養病棟
     病床数:46床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :14.89㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:３－Ｃ療養病棟
     病床数:49床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :15.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.86㎡
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:４－Ｄ療養病棟
     病床数:49床
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :15.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.86㎡
     （栄養チ）第12号          平成24年11月 1日
     （医療安全１）第37号      平成20年 4月 1日
     届出区分：医療安全対策加算１
     （感染防止２）第20号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第21号          平成24年 4月 1日
     （総合評価）第102号       平成25年 4月 1日
     （データ提）第41号        平成29年 1月 1日
     データ提出加算１
     　ロ（200床未満）
     （退支）第22号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  297

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （認ケア）第3号           平成28年 7月 1日
     加算区分:加算２
     （地包ケア１）第21号      平成29年 1月 1日
     地域包括ケア入院医療管理料１
     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
     （食）第382号             平成10年11月 1日
     （がん疼）第83号          平成26年10月 1日
     （ニコ）第37号            平成29年 5月 1日
     （がん指）第285号         平成28年 4月 1日
     （薬）第68号              平成22年 4月 1日
     医薬品安全性情報等管理体制加
     算：有
     （機安１）第10号          平成20年 4月 1日
     （在医総管）第191号       平成18年12月 1日
     （検Ⅱ）第4号             平成20年 4月 1日
     （コン１）第105号         平成29年 4月 1日
     （画２）第43号            平成29年 5月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第132号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     （心臓Ｍ）第8号           平成21年 1月 1日
     （外化２）第9号           平成21年 1月 1日
     （脳Ⅰ）第42号            平成24年 8月 1日
     専用施設の面積:235.45㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第10号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:235.45㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第29号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:235.45㎡
     初期加算届出:有
     （エタ甲）第10号          平成21年 6月 1日
     （エタ副甲）第6号         平成21年 6月 1日
     （透析水２）第33号        平成29年 5月 1日
     （肢梢）第17号            平成28年 8月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  298

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     及び指導管理等:有
     （胃瘻造）第23号          平成26年 6月 1日
     （輸血Ⅱ）第14号          平成24年 4月 1日
     （胃瘻造嚥）第19号        平成27年 4月 1日
     （酸単）第6291号          平成29年 4月 1日ＬＧＣ　 算定単価:0.28円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  299

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  62219-10179 ゆうあいホスピタル 〒779-4703 精神       220（精神入院）第669号       平成18年 5月 1日
     三好郡東みよし町中庄７２８番地 病棟種別:精神
     １ 病棟数:2棟
     0883-82-1100  (0883-82-6511) 病床数:100床
     区分:１５対１入院基本料
     （看補）第824号           平成19年 6月 1日
     病棟種別:精神
     病棟数:2
     病床数:100
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     （療）第47号              平成18年 5月 1日
     病棟数:2
     病棟種別:精神
     病床数:100
     病室の総面積：922.21㎡
     （精合併加算）第10号      平成20年 4月 1日
     （重アル）第3号           平成22年 7月 1日
     （精救急受入）第15号      平成24年 4月 1日
     （後発使１）第18号        平成29年 4月 1日
     （精療）第19号            平成26年 4月 1日
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:南病棟１階
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.5㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:南病棟２階
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.5㎡
     （食）第460号             平成18年 5月 1日
     （ニコ）第174号           平成29年 7月 1日
     （がん指）第328号         平成28年 6月 1日
     （薬）第119号             平成19年 8月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第247号         平成29年 7月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （精）第26号              平成18年 5月 1日
     専用施設の面積:365.06㎡



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  300

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （ショ大）第5号           平成24年 9月 1日
     専用施設の面積:200.27㎡
     患者１人当たりの面積:4.01㎡
     （デ大）第8号             平成24年 9月 1日
     専用施設の面積:200.27㎡
     患者１人当たりの面積:4.01㎡
     （医療保護）第14号        平成18年 5月 1日
     （酸単）第6310号          平成29年 4月 1日大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.41円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.06円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62319-10476 山下医院 〒771-2501 一般    （外後発使）第62号        平成28年 5月 1日
     三好郡東みよし町昼間３６５６番 外来後発医薬品使用体制加算１
     地 （酸単）第6285号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.06円
     0883-79-2005  (0883-79-3459)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62419-10492 内田医院 〒779-4701 （時間外２）第37号        平成22年 4月 1日
     三好郡東みよし町加茂１８０３番 （地包加）第94号          平成29年 4月 1日
     地の９ （在医総管）第164号       平成18年 4月 1日
     0883-82-2035  (0883-82-6254) （外後発使）第30号        平成28年 5月 1日
     外来後発医薬品使用体制加算１
     （酸単）第6222号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.06円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62519-13074 さんさん医院 〒779-4701 （在医総管）第86号        平成18年 4月 1日
     三好郡東みよし町加茂２５４６番 （外後発使）第34号        平成28年 4月 1日
     地４ 外来後発医薬品使用体制加算２
     0883-82-5410  (0883-82-2210)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62619-13082 松浦医院 〒779-4703 （ニコ）第35号            平成29年 7月 1日
     三好郡東みよし町中庄２８番地 （酸単）第6220号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:2.31円
     0883-82-2309  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62719-13140 いわき眼科 〒779-4701 （時間外１）第77号        平成24年 4月 1日
     三好郡東みよし町加茂１５１５番 （コン１）第100号         平成28年 8月 1日
     地の１
     0883-76-1080  (0883-76-1081)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62819-13165 くはらクリニック 〒771-2501 （がん指）第330号         平成28年 7月 1日
     三好郡東みよし町昼間１４８番地 （小検）第23号            平成29年 5月 1日
     0883-76-5755  (0883-76-5756) （酸単）第6221号          平成29年 4月 1日小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:3.09円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  301

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  62980-10015 徳島大学病院 〒770-8503 一般       643（病初診）第2号           平成22年 4月 1日
     (80-30076 ) 徳島市蔵本町２丁目５０番地の１一般（感染） 紹介率:53.3％
     088-631-3111  (088-633-7009)              8 算定に係る手術件数:120
     精神        45（外来環）第12号          平成20年 6月 1日
     （歯特連）第1号           平成22年 4月 1日
     （特定入院）第8号         平成28年 9月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:14棟
     病床数:560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:45床
     区分:１３対１入院基本料
     （超急性期）第9号         平成20年 4月 1日
     （診療録２）第56号        平成28年 4月 1日
     （事補１）第21号          平成29年 4月 1日
     特定機能病院入院基本料算定病
     床数:696床
     特定機能病院入院基本料算定病
     床配置基準:３０対１補助体制
     加算
     （急性看補）第24号        平成26年10月 1日
     急性期看護補助体制加算の区分
     :50対1
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:50対１
     （看夜配）第5号           平成29年 7月 1日
     急性期看護補助体制加算の区分
     :看護職員夜間配置加算
     看護職員夜間配置加算の届出区
     分：12対１ 配置加算２
     （看補）第854号           平成24年 4月 1日
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:45
     基本料区分:特定入院
     看護補助加算:看護補助加算２
     （療）第38号              平成15年10月 1日
     病棟数:17
     病床数:337
     病室の総面積：3688.5㎡
     １床当たり病床面積：10.9㎡
     （重）第69号              平成15年10月 1日
     個室:44
     ２人部屋:4
     （無菌１）第5号           平成25年12月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  302

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （無菌２）第5号           平成24年 4月 1日
     （緩診）第7号             平成25年 2月 1日
     （精合併加算）第12号      平成21年 3月 1日
     （摂食障害）第2号         平成22年 4月 1日
     （栄養チ）第5号           平成23年 4月 1日
     （医療安全１）第38号      平成20年 4月 1日
     届出区分：医療安全対策加算１
     （感染防止１）第2号       平成27年 4月 1日
     感染防止対策地域連携加算届出
     有無:有
     （患サポ）第48号          平成24年 4月 1日
     （褥瘡ケア）第2号         平成19年 6月 1日
     （ハイ妊娠）第16号        平成20年 4月 1日
     （ハイ分娩）第14号        平成20年 4月 1日
     年間分娩件数：762例
     （総合評価）第88号        平成23年11月 1日
     （病棟薬１）第24号        平成25年11月 1日
     （データ提）第14号        平成24年10月 1日
     データ提出加算２
     　イ（200床以上）
     （退支）第23号            平成29年 6月 1日
     退院支援加算の区分:加算１
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:14棟
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:651床
     （精疾診）第2号           平成28年 4月 1日
     （地歯入院）第1号         平成20年 4月 1日
     （集２）第1号             平成28年 9月 1日
     １床当たりの床面積：20.2㎡
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     病床数：11床
     （脳卒中ケア）第1号       平成18年11月 1日
     当該治療室の病床数:9床
     （周）第1号               平成26年10月 1日
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:9
     １床当たり床面積:12.01㎡
     総合周産期特定集中治療室管理



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  303

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:15.44㎡
     （新回復）第1号           平成22年 8月 1日
     病床数:12
     １床当たり床面積:3.7㎡
     （一類）第1号             平成21年11月 1日
     病棟種別:一般（感染）
     病床数:2床
     （小入２）第1号           平成25年 7月 1日
     小児入院医療管理病室病床数：
     42床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     （短手１）第1号           平成12年 4月 1日
     回復室病床数:4床
     （短手２）第1号           平成12年 4月 1日
     （食）第435号             平成15年10月 1日
     （高）第9号               平成 6年 5月 1日
     （糖管）第8号             平成21年 2月 1日
     （がん疼）第69号          平成25年 2月 1日
     （がん指１）第9号         平成24年 9月 1日
     （がん指２）第4号         平成26年 4月 1日
     （がん指３）第5号         平成27年10月 1日
     （外緩）第3号             平成26年10月 1日
     （移植管臓）第2号         平成25年 2月 1日
     届出を行う指導管理料：臓器移
     植後患者指導管理料
     （移植管造）第2号         平成28年11月 1日
     （糖防管）第2号           平成24年 4月 1日
     （放射診）第2号           平成24年 4月 1日
     （ニコ）第212号           平成29年 5月 1日
     （がん計）第4号           平成29年 6月 1日
     （肝炎）第9号             平成22年 4月 1日
     （薬）第7号               平成22年 6月 1日
     医薬品安全性情報等管理体制加
     算：有
     （機安１）第11号          平成20年 4月 1日
     （機安２）第3号           平成20年 4月 1日
     （機安歯）第1号           平成24年 4月 1日
     （医管）第141号           平成18年 4月 1日
     （在歯管）第3号           平成22年 4月 1日
     （持血測）第4号           平成22年 4月 1日
     （遺伝検）第1号           平成28年 4月 1日
     （ＨＰＶ）第19号          平成26年 4月 1日
     ＨＰＶ核酸検出
     ＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタ



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  304

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     イプ判定）
     （検Ⅰ）第50号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅳ）第2号             平成22年 6月 1日
     （国標）第1号             平成28年 4月 1日
     （遺伝カ）第1号           平成20年 4月 1日
     （血内）第3号             平成20年 4月 1日
     （胎心エコ）第1号         平成22年 4月 1日
     （歩行）第9号             平成24年 4月 1日
     （ヘッド）第8号           平成24年 4月 1日
     （長）第1号               平成12年 4月 1日
     （中磁誘）第1号           平成24年 4月 1日
     届出区分：光トポグラフィー
     届出区分：中枢神経磁気刺激に
     よる誘発筋電図
     （神経）第9号             平成20年 4月 1日
     （補聴）第1号             平成12年 4月 1日
     （ロー検）第3号           平成25年10月 1日
     （小検）第18号            平成26年11月 1日
     （誘発）第1号             平成22年 4月 1日
     （Ｃ気鏡）第2号           平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：マルチス
     ライスＣＴ（16列以上64列未満
     ）
     （咀嚼機能）第1号         平成28年 4月 1日
     （画１）第18号            平成18年 3月 1日
     （歯画１）第3号           平成15年10月 1日
     （ポ断コ複）第1号         平成18年 6月 1日
     所定点数　１００分の１００
     計算除外対象保険医療機関:特
     定機能病院
     計算除外対象保険医療機関:が
     ん診療の拠点となる病院
     該当届出：ポジトロン断層・コ
     ンピューター断層複合撮影
     （Ｃ・Ｍ）第183号         平成26年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  305

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （Ｃ・Ｍ）第183号         平成26年 4月 1日
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （冠動Ｃ）第8号           平成24年 5月 1日
     （心臓Ｍ）第9号           平成21年 2月 1日
     （抗悪処方）第1号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第22号          平成20年 4月 1日
     専用病床数:24床
     （菌）第38号              平成20年 4月 1日
     専用の部屋の面積:6.8㎡
     （心Ⅰ）第11号            平成25年 4月 1日
     専用施設の面積:535㎡
     初期加算届出:有
     （脳Ⅰ）第52号            平成29年 6月 1日
     専用施設の面積:589㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第1号             平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:535㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第31号            平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:535㎡
     初期加算届出:有
     （がんリハ）第6号         平成24年 2月 1日
     専用施設の面積:589㎡
     （歯リハ２）第196号       平成26年 4月 1日
     （精）第22号              平成15年 4月 1日
     専用施設の面積:84㎡
     （認１）第1号             平成24年 4月 1日
     届出区分：認知療法・認知行動
     療法１
     （ショ小）第6号           平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:77.3㎡
     患者１人当たりの面積:3.87㎡
     （デ小）第12号            平成17年10月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  306

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     専用施設の面積:77.3㎡
     患者１人当たりの面積:3.87㎡
     （抗治療）第4号           平成24年 4月 1日
     （医療保護）第17号        平成22年 4月 1日
     （血入）第1号             平成28年 4月 1日
     （エタ甲）第4号           平成18年 5月 1日
     （エタ副甲）第1号         平成18年 5月 1日
     （透析水１）第24号        平成22年 8月 1日
     （手顕微加）第10号        平成28年 4月 1日
     （う蝕無痛）第18号        平成24年 4月 1日
     （歯ＣＡＤ）第194号       平成26年 4月 1日
     （手術歯根）第8号         平成24年 4月 1日
     （歯技工）第73号          平成22年 4月 1日
     （黒セ）第1号             平成22年 4月 1日
     （組再乳）第1号           平成26年 4月 1日
     組織拡張器による乳房再建手術
     :一次再建
     組織拡張器による乳房再建手術
     :二次再建
     （自家）第2号             平成26年 2月10日
     （脊椎摘）第1号           平成24年 4月 1日
     （脳光）第1号             平成28年11月 1日
     （脳刺）第2号             平成12年 4月 1日
     （脊刺）第2号             平成12年 4月 1日
     （緑内イ）第2号           平成26年 4月 1日
     手術の実施件数:332例
     （網膜再）第1号           平成26年 4月 1日
     （植補聴）第1号           平成28年11月17日
     人工内耳植込術
     人工中耳用材料
     内耳又は中耳の手術数:41
     （内鼻Ⅴ）第2号           平成26年 4月 1日
     （歯顎移）第1号           平成24年 4月 1日
     （内下）第1号             平成28年 4月 1日
     （乳セ１）第1号           平成22年 4月 1日
     届出区分：併用法
     （乳セ２）第1号           平成22年 4月 1日
     届出区分：単独法
     （乳腫）第1号             平成28年 4月 1日
     （ゲル乳再）第1号         平成26年 4月 1日
     ゲル充填人工乳房を用いた乳房
     再建術:一次一期的再建
     ゲル充填人工乳房を用いた乳房
     再建術:一次二期的再建及び二
     次再建
     （経特）第5号             平成26年 5月 1日
     冠動脈、大動脈バイパス移植術



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  307

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     :84
     経皮的冠動脈形成術:211
     （カ大弁置）第2号         平成29年 2月 1日
     緊急開心・胸部大動脈手術:13
     例
     大動脈弁置換術:22例
     大動脈に対するステントグラフ
     ト内挿術:94例
     冠動脈に関する血管内治療:211
     例
     経食道心エコー検査:321例
     （経中）第4号             平成26年 6月 1日
     （ペ）第24号              平成12年 4月 1日
     （両ペ）第3号             平成19年 4月 1日
     （除）第3号               平成18年 4月 1日
     心臓電気生理学的検査の数:148
     　うち、心室性頻拍性不整脈症
     例に対するもの:9
     開心術及び冠動脈、大動脈バイ
     パス移植術の数:84
     ペースメーカー移植術の数:29
     （両除）第2号             平成21年 4月 1日
     心臓電気生理学的検査数:148
     　うち、心室性頻拍性不整脈症
     例に対するもの:9
     開心術及び冠動脈、大動脈バイ
     パス移植術の実施症例数:84
     ペースメーカー移植術の実施症
     例数:29
     （大）第11号              平成10年 4月 1日
     （補心）第2号             平成19年 4月 1日
     開心術数:84
     （胆腫）第1号             平成28年 4月 1日
     （腹肝）第1号             平成28年 4月 1日
     部分切除及び外側区域切除
     亜区域切除、１区域切除（外側
     区域切除を除く。）、２区域切
     除及び３区域切除以上のもの
     （生）第1号               平成11年 6月 1日
     肝切除術の実施症例数:68
     （腹膵切）第2号           平成24年 4月 1日
     （早大腸）第3号           平成24年 4月 1日
     （腎凝固）第3号           平成29年 4月 1日
     （腹腎支器）第1号         平成28年 4月 1日
     （腎植）第3号             平成20年 4月 1日
     （生腎）第2号             平成20年 4月 1日
     （膀胱）第1号             平成22年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  308

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （腹膀）第1号             平成24年 4月 1日
     （腹前）第1号             平成26年 4月 1日
     （腹前支器）第1号         平成24年 4月 1日
     （腹子）第1号             平成26年12月 1日
     （胎羊）第1号             平成26年 4月 1日
     （胃瘻造）第7号           平成26年 4月 1日
     （輸血Ｉ）第7号           平成24年 8月 1日
     （輸適）第24号            平成28年 8月 1日
     （胃瘻造嚥）第5号         平成26年 4月 1日
     （ＧＴＲ）第20号          平成20年 9月 1日
     （人工歯根）第1号         平成24年 4月 1日
     （根切顕微）第9号         平成28年 4月 1日
     （麻管Ⅰ）第19号          平成12年 4月 1日
     （麻管Ⅱ）第3号           平成22年 4月 1日
     （放専）第2号             平成12年 4月 1日
     （外放）第5号             平成20年 4月 1日
     （高放）第8号             平成16年 4月 1日
     （増線）第1号             平成26年 4月 1日
     （強度）第1号             平成21年 4月 1日
     （画誘）第1号             平成22年 4月 1日
     （体対策）第1号           平成24年 4月 1日
     （直放）第1号             平成16年 4月 1日
     （定対策）第2号           平成29年 5月 1日
     届出区分：定位放射線治療・そ
     の他のもの
     （誘密）第1号             平成28年 4月 1日
     （テ組織）第4号           平成27年 6月 1日
     送受信区分:受信側
     （病理診２）第4号         平成25年11月 1日
     （口病診２）第1号         平成26年 4月 1日
     （補管）第510号           平成15年10月 1日
     （矯診）第12号            平成22年 4月 1日
     （顎診）第4号             平成15年10月 1日
     （先１６５）第1号         平成24年 3月 1日
     （先－２１８）第1号       平成26年 7月 1日
     （先－２３９）第1号       平成27年 7月 1日
     （先－２４９）第1号       平成27年 9月 1日
     （酸単）第6224号          平成29年 4月 1日ＣＥ　　 算定単価:0.04円
     大型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.25円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:0.73円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  309

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  63080-10023 独立行政法人国立病院〒776-8585 一般       300（障害入院）第36号        平成25年 5月 1日
     (80-30068 ) 機構徳島病院 吉野川市鴨島町敷地１３５４番地 病棟種別:一般
     0883-24-2161  (0883-24-8661) 病棟数:5棟
     病床数:300床
     区分:７対１入院基本料
     （特施）第41号            平成20年10月 1日
     病棟名:１階病棟
     病床種別:一般
     区分:７対１入院基本料
     病床数:60
     特殊疾患の割合:95
     病棟名:２階病棟
     病床種別:一般
     区分:７対１入院基本料
     病床数:60
     特殊疾患の割合:88
     病棟名:３階病棟
     病床種別:一般
     区分:７対１入院基本料
     病床数:60
     特殊疾患の割合:80
     病棟名:４階病棟
     病床種別:一般
     区分:７対１入院基本料
     病床数:60
     特殊疾患の割合:77
     病棟名:すみれ病棟
     病床種別:一般
     区分:７対１入院基本料
     病床数:60
     特殊疾患の割合:95
     （特施）第41号            平成20年10月 1日
     病床種別:一般
     区分:７対１入院基本料
     （医療安全１）第39号      平成20年 4月 1日
     届出区分：医療安全対策加算１
     （感染防止２）第28号      平成24年 4月 1日
     （患サポ）第27号          平成24年 4月 1日
     （後発使２）第6号         平成28年 4月 1日
     （退支）第49号            平成24年 4月 1日
     退院支援加算の区分:加算２
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     （食）第197号             昭和58年11月 1日
     （ニコ）第60号            平成29年 7月 1日
     （がん指）第181号         平成23年 3月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  310

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （薬）第4号               平成22年 4月 1日
     医薬品安全性情報等管理体制加
     算：有
     （機安１）第18号          平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第14号            平成20年 7月 1日
     （歩行）第14号            平成24年 4月 1日
     （神経）第10号            平成20年 4月 1日
     （画２）第29号            平成20年 4月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第179号         平成24年 4月 1日
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     （心臓Ｍ）第5号           平成20年 4月 1日
     （抗悪処方）第13号        平成24年 4月 1日
     （菌）第39号              平成20年 4月 1日
     専用の部屋の面積:11.47㎡
     （脳Ⅰ）第20号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:918.68㎡
     初期加算届出:有
     （運Ⅰ）第38号            平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:878.61㎡
     初期加算届出:有
     （呼Ⅰ）第9号             平成24年 4月 1日
     専用施設の面積:878.61㎡
     初期加算届出:有
     （障）第1号               平成18年 4月 1日
     専用施設の面積:918.68㎡
     （集コ）第18号            平成23年 4月 1日
     （歩行ロボ）第1号         平成28年 9月 1日
     （胃瘻造）第8号           平成26年 4月 1日
     （酸単）第6311号          平成29年 4月 1日ＣＥ　　 算定単価:0.08円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.88円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  311

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  63180-10031 独立行政法人国立病院〒779-0193 一般       310（一般入院）第758号       平成29年 4月 1日
     機構東徳島医療センタ板野郡板野町大寺字大向北１－１結核        20 病棟種別:一般
     ー 088-672-1171  (088-672-3809) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     （結核入院）第705号       平成22年 4月 1日
     病棟種別:結核
     病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:１０対１入院基本料
     （障害入院）第29号        平成21年 5月 1日
     病棟種別:一般
     病棟数:3棟
     病床数:156床
     区分:１０対１入院基本料
     （診療録２）第57号        平成28年 4月 1日
     （事補１）第13号          平成28年 4月 1日
     一般病床数:256床
     一般病床配置基準:４０対１補
     助体制加算
     （急性看補）第1号         平成28年10月 1日
     急性期看護補助体制加算の区分
     :25対1（看護補助者５割以上）
     急性期看護補助体制加算の届出
     区分:25対１（看護補助者５割
     以上）
     （特施）第43号            平成20年10月 1日
     病棟名:東１病棟
     病床種別:一般
     区分:１０対１入院基本料
     病床数:50
     特殊疾患の割合:100
     病棟名:東２病棟
     病床種別:一般
     区分:１０対１入院基本料
     病床数:53
     特殊疾患の割合:100
     病棟名:東３病棟
     病床種別:一般
     区分:１０対１入院基本料
     病床数:53
     特殊疾患の割合:100
     病床種別:一般
     （療）第69号              平成26年 4月 1日
     病棟数:5



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  312

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     病棟種別:一般
     病床数:276
     病室の総面積：2264.44㎡
     １床当たり病床面積：8.2㎡
     （重）第65号              平成14年 8月 1日
     個室:2
     （栄養チ）第22号          平成29年 2月 1日
     （医療安全１）第40号      平成20年 4月 1日
     届出区分：医療安全対策加算１
     （感染防止１）第7号       平成27年 4月 1日
     感染防止対策地域連携加算届出
     有無:有
     （患サポ）第69号          平成29年 6月 1日
     （後発使１）第17号        平成29年 4月 1日
     （病棟薬１）第27号        平成26年10月 1日
     （データ提）第38号        平成28年 4月 1日
     データ提出加算１
     　イ（200床以上）
     （退支）第24号            平成28年 6月 1日
     退院支援加算の区分:加算１
     退院支援及び地域連携業務を担
     う部門（退院支援部門）の設置
     :有
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:2棟
     「イ　一般病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:100床
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病棟数:4棟
     「ロ　療養病棟入院基本料等の
     場合」を算定する病床数:176床
     （認ケア）第32号          平成29年 4月 1日
     加算区分:加算２
     （小入５）第7号           平成27年 8月 1日
     小児入院医療管理病室病床数：
     276床
     （地包ケア１）第27号      平成29年 5月 1日
     地域包括ケア病棟入院料１
     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
     （食）第220号             昭和60年 6月 1日
     （糖管）第4号             平成20年 7月 1日
     （がん疼）第48号          平成22年 7月 1日
     （糖防管）第13号          平成24年 4月 1日
     （開）第2号               昭和61年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  313

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     開放病床利用率:57.3％
     開放病床数:20
     開放病床数計:50床
     （がん指）第95号          平成22年 4月 1日
     （肝炎）第8号             平成22年 4月 1日
     （薬）第46号              平成22年 4月 1日
     医薬品安全性情報等管理体制加
     算：有
     （機安１）第21号          平成20年 8月 1日
     （検Ⅰ）第45号            平成20年 4月 1日
     （検Ⅱ）第12号            平成20年 6月 1日
     （血内）第4号             平成20年 4月 1日
     （歩行）第15号            平成24年 4月 1日
     （Ｃ気鏡）第3号           平成24年 9月 1日
     撮影に使用する機器：マルチス
     ライスＣＴ（64列以上）
     （画１）第30号            平成29年 3月 1日
     （Ｃ・Ｍ）第184号         平成29年 3月 1日
     撮影に使用する機器：ＭＲＩ（
     １．５テスラ以上３テスラ未満
     ）
     撮影に使用する機器：１６列以
     上６４列未満のマルチスライス
     ＣＴ
     （抗悪処方）第4号         平成22年 4月 1日
     （外化１）第23号          平成20年 4月 1日
     専用病床数:10床
     （菌）第40号              平成20年 4月 1日
     専用の部屋の面積:11.14㎡
     専用の部屋の面積:9.76㎡
     （脳Ⅱ）第156号           平成26年 5月 1日
     専用施設の面積:198㎡
     初期加算届出:無
     （運Ⅰ）第75号            平成26年 5月 1日
     専用施設の面積:198㎡
     初期加算届出:無
     （呼Ⅰ）第11号            平成26年 5月 1日
     専用施設の面積:198㎡
     初期加算届出:無
     （障）第5号               平成20年 4月 1日
     専用施設の面積:198㎡
     （透析水２）第20号        平成25年10月 1日
     （肢梢）第24号            平成29年 2月 1日
     下肢末梢動脈疾患のリスク評価
     及び指導管理等:有
     （ペ）第26号              平成12年 4月 1日
     （大）第4号               平成10年 4月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[徳島県]

[平成29年 7月 1日現在　医科] 平成29年 7月 7日  314

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     （胃瘻造）第30号          平成27年 4月 1日
     （輸血Ⅱ）第15号          平成24年 6月 1日
     （輸適）第13号            平成25年 5月 1日
     （麻管Ⅰ）第25号          平成15年 5月 1日
     （酸単）第6225号          平成29年 4月 1日ＣＥ　　 算定単価:0.08円
     小型ﾎﾞﾝﾍﾞ算定単価:1.73円
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


