
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 小児入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月26日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1021,3 茨城県立こども病院 〒311-4145 一般       115（小入１）第1号           平成24年 6月 1日
     水戸市双葉台３－３－１ 病棟種別：一般
     029-254-1151  (029-254-2382) 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：1406
     小児入院医療管理病室病床数：
     36床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     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：
     32床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     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：
     11床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203,1236,3 総合病院土浦協同病院〒300-0028 一般       794（小入１）第3号           平成28年 3月 1日
     (03,3218,5) 土浦市おおつ野四丁目１番１号 一般（感染） 病棟種別：一般
     029-830-3711  (029-846-3721)              6 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：1240
     小児入院医療管理病室病床数：
     38床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    351,1005,1 筑波大学附属病院 〒305-8576 一般       759（小入１）第4号           平成29年 6月 1日
     (51,3005,5) つくば市天久保２－１－１ 精神        41 病棟種別：一般
     029-853-3902  (029-853-3554) 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：1183
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 小児入院医療管理料３　医科］ 平成30年 3月26日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    102,1004,7 株式会社　日立製作所〒317-0077 一般       647（小入３）第12号          平成25年12月 1日
     (02,3062,9) 　日立総合病院 日立市城南町２－１－１ 一般（感染） 病棟種別：一般
     0294-23-1111  (0294-23-8317)              4 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：467
     小児入院医療管理病室病床数：
     20床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    217,1010,2 ＪＡとりで総合医療セ〒302-0022 一般       406（小入３）第13号          平成29年 3月 1日
     (17,3067,6) ンター 取手市本郷２－１－１ 一般（感染） 年間小児緊急入院患者数：561
     0297-74-5551  (0297-74-2721) 　　感染     8 小児入院医療管理病室病床数：
     30床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    320,1006,4 公益財団法人　筑波メ〒305-8558 一般       450（小入３）第7号           平成17年 8月 1日
     (20,3233,8) ディカルセンター　筑つくば市天久保１－３－１ 一般（感染） 病棟種別：一般
     波メディカルセンター029-851-3511  (029-858-2773)              3 病床区分：一般
     病院 小児入院医療管理病室病床数：
     27床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 小児入院医療管理料４　医科］ 平成30年 3月26日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    103,1236,3 総合病院土浦協同病院〒300-0028 一般       794（小入４）第19号          平成28年 3月 1日
     (03,3218,5) 土浦市おおつ野四丁目１番１号 一般（感染） 病棟種別：一般
     029-830-3711  (029-846-3721)              6 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：1240
     小児入院医療管理病室病床数：
     30床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    204,1148,8 古河赤十字病院 〒306-0014 一般 （小入４）第20号          平成29年 6月 1日
     古河市下山町１１５０ 　　一般   198 病棟種別：一般
     0280-23-7111  (0280-23-7120) 一般（感染） 病床区分：一般
     　　感染     2 年間小児緊急入院患者数：253
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    320,1004,9 一般財団法人筑波麓仁〒305-0854 一般       295（小入４）第2号           平成14年 4月 1日
     (20,3124,9) 会　筑波学園病院 つくば市上横場字細田２５７３－一般（感染） 病棟種別：一般
     １              3 病床区分：一般
     029-836-1355  (029-836-1918) 結核        33 小児入院医療管理病室病床数：
     14床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    421,1017,9 株式会社日立製作所　〒312-0057 一般       300（小入４）第15号          平成24年 8月 1日
     (21,3001,7) ひたちなか総合病院 ひたちなか市石川町２０番１ 一般（感染） 病棟種別：一般
     029-354-5111  (029-276-7030)              2 小児入院医療管理病室病床数：
     18床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    524,1002,5 社会医療法人社団　光〒302-0102 一般       199（小入４）第1号           平成14年 4月 1日
     仁会　総合守谷第一病守谷市松前台１－１７ 病棟種別：一般
     院 0297-45-5111  (0297-45-5050) 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：20
     小児入院医療管理病室病床数：
     12床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    625,1025,3 常陸大宮済生会病院 〒319-2256 一般 （小入４）第21号          平成29年11月 1日
     常陸大宮市田子内町３０３３番３　　一般   156 病棟種別：一般
     0295-52-5151  (0295-52-5725) 一般（感染） 病床区分：一般
     　　感染     4 年間小児緊急入院患者数：89
     小児入院医療管理病室病床数：
     12床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    743,1006,6 茨城西南医療センター〒306-0433 一般       356（小入４）第3号           平成17年 5月 1日
     病院 猿島郡境町２１９０ 一般（感染） 病棟種別：一般
     0280-87-8111  (0280-86-7702) 　　感染     2 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     35床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 小児入院医療管理料５　医科］ 平成30年 3月26日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1005,6 水戸赤十字病院 〒310-0011 一般       473（小入５）第30号          平成30年 2月 1日
     水戸市三の丸３－１２－４８ 一般（感染） 年間小児緊急入院患者数：267
     029-221-5177  (029-227-0819) 　　感染    10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1500,6 愛正会記念　茨城福祉〒310-0836 一般 （小入５）第27号          平成26年12月 1日
     (01,3385,6) 医療センター 水戸市元吉田町１８７２－１ 　　一般   135 病棟種別：一般
     029-353-7171  (029-353-6112) 病床区分：一般
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    319,1002,5 医療法人社団　常仁会〒300-1296 一般 （小入５）第2号           平成12年 4月 1日
     (19,3006,0) 　牛久愛和総合病院 牛久市猪子町８９６ 　　一般   434 病棟種別：一般
     029-873-3111  (029-874-1031) 療養 病床区分：一般
     　　療養    55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月26日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1458,7 医療法人社団　北水会〒310-0035 一般 （回１）第5号             平成26年10月 1日
     　北水会記念病院 水戸市東原３丁目２－１ 　　一般    83 病棟面積のうち１床当たり:28.
     029-303-3003  (029-303-3004) 療養 54㎡
     　　療養    45 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.7㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    219,1023,1 社会医療法人若竹会　〒300-1211 一般 （回１）第3号             平成26年 5月 1日
     (19,3047,4) つくばセントラル病院牛久市柏田町１５８９－３ 　　一般   313 体制強化加算:加算１
     029-872-1771  (029-874-4763) 病棟面積のうち１床当たり:29
     ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.65ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:57床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    320,1017,1 筑波記念病院 〒300-2622 一般 （回１）第4号             平成27年 4月 1日
     つくば市要１１８７－２９９ 　　一般   387 体制強化加算:加算１
     029-864-1212  (029-864-8135) 療養 病棟面積のうち１床当たり:19.
     　　療養   100 42㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.94㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.18ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:52床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月26日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    420,1121,1 いちはら病院 〒300-3253 一般 （回１）第7号             平成30年 2月 1日
     (20,3223,9) つくば市大曽根３６８１ 　　一般    79 体制強化加算:加算１
     029-864-0303  療養 病棟面積のうち１床当たり:17.
     　　療養   120 4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.81ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:56床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月26日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    524,1079,3 医療法人三星会　茨城〒302-0112 一般 （回１）第8号             平成30年 2月 1日
     リハビリテーション病守谷市同地字仲山３６０ 　　一般   106 体制強化加算:加算１
     院 0297-48-6111  (0297-48-6116) 療養 病棟面積のうち１床当たり:41.
     　　療養    72 1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7㎡
     病室に隣接する廊下幅:4.5ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:47床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:23
     ㎡
     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
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:36床
     病棟面積のうち１床当たり:23
     ㎡
     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
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:36床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月26日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    625,1006,3 医療法人　博仁会　志〒319-2261 一般 （回１）第2号             平成26年10月 1日
     (25,3025,7) 村大宮病院 常陸大宮市上町３１３ 　　一般   130 体制強化加算:加算１
     0295-53-1111  療養 病棟面積のうち１床当たり:25.
     　　療養    48 05㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.86㎡
     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
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月26日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1075,9 城南病院 〒310-0803 一般 （回２）第14号            平成22年 4月 1日
     水戸市城南３－１５－１７ 　　一般    47 病棟面積のうち１床当たり:29.
     029-226-3021  療養 2㎡
     　　療養    66 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
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:36床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1123,7 医療法人社団協栄会　〒310-0905 一般 （回２）第21号            平成26年 5月 1日
     (01,3295,7) 大久保病院 水戸市石川４－４０４０－３２ 　　一般    99 病棟面積のうち１床当たり:31.
     029-254-4555  (029-252-0809) 療養 8㎡
     　　療養    95 病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.9㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.3ｍ
     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:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:33床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303,1011,0 医療法人財団　県南病〒300-0841 一般 （回２）第19号            平成26年 8月 1日
     院 土浦市中１０８７ 　　一般    83 病棟面積のうち１床当たり:8.7
     029-841-1148  (029-843-5888) 8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.08㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     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
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:43床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月26日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    403,1059,9 医療法人社団青洲会　〒300-0011 一般 （回２）第12号            平成26年 8月 1日
     神立病院 土浦市神立中央５－１１－２ 　　一般    60 病棟面積のうち１床当たり:20.
     029-831-9711  療養 92㎡
     　　療養   100 病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.84㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.78ｍ
     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
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:47床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    504,1167,8 医療法人徳洲会　古河〒306-0041 一般 （回２）第26号            平成30年 2月 1日
     (04,3140,9) 総合病院 古河市鴻巣字茶屋下１５５５番地　　一般   180 病棟面積のうち１床当たり:9㎡
     0280-47-1010  (0280-47-0050) 療養 病室部分の面積のうち１床当た
     　　療養    54 り:9㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.92ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:36床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    607,1056,6 医療法人社団同樹会結〒307-0001 一般 （回２）第11号            平成22年 6月 1日
     城病院 結城市大字結城字西繁昌塚９６２　　一般    88 病棟面積のうち１床当たり:28.
     ９番１ 療養 4㎡
     0296-33-4161  　　療養   106 病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.38㎡
     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：無
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:47床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月26日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    710,1027,1 湖南病院 〒304-0056 一般 （回２）第20号            平成28年11月 1日
     下妻市長塚４８－１ 　　一般    96 病棟面積のうち１床当たり:17.
     0296-44-2556  (0296-44-2987) 療養 1㎡
     　　療養    30 病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.45㎡
     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：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:30床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    817,1010,2 ＪＡとりで総合医療セ〒302-0022 一般       406（回２）第23号            平成26年10月 1日
     (17,3067,6) ンター 取手市本郷２－１－１ 一般（感染） 病棟面積のうち１床当たり:30.
     0297-74-5551  (0297-74-2721) 　　感染     8 1㎡
     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:2.71ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    920,1121,1 いちはら病院 〒300-3253 一般 （回２）第4号             平成22年10月 1日
     (20,3223,9) つくば市大曽根３６８１ 　　一般    79 病棟面積のうち１床当たり:17.
     029-864-0303  療養 4㎡
     　　療養   120 病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.81ｍ
     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
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月26日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1021,1017,9 株式会社日立製作所　〒312-0057 一般       300（回２）第18号            平成25年 8月 1日
     (21,3001,7) ひたちなか総合病院 ひたちなか市石川町２０番１ 一般（感染） 病棟面積のうち１床当たり:42.
     029-354-5111  (029-276-7030)              2 1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.74ｍ
     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
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1122,1001,1 公益財団法人　鹿島病〒314-0012 一般        77（回２）第13号            平成22年 4月 1日
     (22,3045,2) 院 鹿嶋市平井１１２９－２ 結核         2 病棟面積のうち１床当たり:36.
     0299-82-1271  (0299-82-1824) 精神       178 5㎡
     一般（感染） 病室部分の面積のうち１床当た
                  4 り:9.9㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.82ｍ
     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
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:38床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1226,1005,3 西山堂慶和病院 〒311-0133 一般 （回２）第22号            平成26年 7月 1日
     那珂市鴻巣３２４７－１ 　　一般    93 病棟面積のうち１床当たり:51.
     029-295-5121  (029-295-5125) 療養 9㎡
     　　療養    88 病室部分の面積のうち１床当た
     療養 り:8㎡
     　　療養    18 病室に隣接する廊下幅:3.1ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:25床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月26日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1330,1011,3 土浦協同病院なめがた〒311-3516 一般       199（回２）第25号            平成29年 5月 1日
     地域医療センター 行方市井上藤井９８－８ 病棟面積のうち１床当たり:14.
     0299-56-0600  (0299-37-4111) 61㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.09㎡
     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：
     無
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:36床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1438,1064,5 茨城県立医療大学付属〒300-0331 一般       120（回２）第7号             平成27年 6月 1日
     (38,3096,1) 病院 稲敷郡阿見町阿見原４７３３ 病棟面積のうち１床当たり:20
     029-888-9200  (029-840-2418) ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.4ｍ
     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
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:47床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 3月26日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    102,1004,7 株式会社　日立製作所〒317-0077 一般       647（回３）第19号            平成29年12月 1日
     (02,3062,9) 　日立総合病院 日立市城南町２－１－１ 一般（感染） 病棟面積のうち１床当たり:28.
     0294-23-1111  (0294-23-8317)              4 2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    207,1015,2 医療法人　達生堂　城〒307-0001 一般 （回３）第13号            平成25年 5月 1日
     (07,3052,9) 西病院 結城市結城１０７４５－２４ 　　一般   113 病棟面積のうち１床当たり:18.
     0296-33-2111  療養 59㎡
     　　療養   148 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.19㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.92ｍ
     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:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:32床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    314,1002,6 やすらぎの丘温泉病院〒318-0003 一般 （回３）第18号            平成29年11月 1日
     高萩市大字下手綱１９５１－６ 　　一般    68 病棟面積のうち１床当たり:35.
     0293-24-1212  療養 78㎡
     　　療養   104 病室部分の面積のうち１床当た
     り:10.8㎡
     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:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:27床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月26日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1005,6 水戸赤十字病院 〒310-0011 一般       473（地包ケア１）第24号      平成28年 4月 1日
     水戸市三の丸３－１２－４８ 一般（感染） 地域包括ケア病棟入院料１
     029-221-5177  (029-227-0819) 　　感染    10 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:46床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1020,5 社会福祉法人恩賜財団〒311-4198 一般       472（地包ケア１）第25号      平成28年 6月 1日
     (01,3201,5) 済生会支部　茨城県済水戸市双葉台３－３－１０ 地域包括ケア病棟入院料１
     生会　水戸済生会総合029-254-5151  (029-254-0502) 当該病棟区分:一般
     病院 病棟入院料病床数:30床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1047,8 総合病院水戸協同病院〒310-0015 一般       389（地包ケア１）第37号      平成30年 1月 1日
     (01,3196,7) 水戸市宮町３－２－７ 地域包括ケア病棟入院料１
     029-231-2371  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:40床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1059,3 医療法人社団青潤会　〒310-0817 一般 （地包ケア１）第38号      平成30年 1月 1日
     青柳病院 水戸市柳町２－１０－１１ 　　一般    60 地域包括ケア入院医療管理料１
     029-231-2341  療養 当該病床届出病棟区分:一般
     　　療養    30 入院医療管理料病床数:21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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1123,7 医療法人社団協栄会　〒310-0905 一般 （地包ケア１）第19号      平成27年 4月 1日
     (01,3295,7) 大久保病院 水戸市石川４－４０４０－３２ 　　一般    99 地域包括ケア入院医療管理料１
     029-254-4555  (029-252-0809) 療養 当該病床届出病棟区分:一般
     　　療養    95 入院医療管理料病床数:17床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月26日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    601,1339,9 国家公務員共済組合連〒311-4141 一般       131（地包ケア１）第23号      平成28年 7月 1日
     合会　水府病院 水戸市赤塚一丁目一番地 地域包括ケア病棟入院料１
     029-309-5000  (029-309-5550) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:37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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    704,1089,4 総和中央病院 〒306-0221 一般 （地包ケア１）第15号      平成28年 5月 1日
     古河市駒羽根８２５－１ 　　一般    53 地域包括ケア入院医療管理料１
     0280-92-7055  療養 当該病床届出病棟区分:一般
     　　療養    60 入院医療管理料病床数:31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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    804,1128,0 友愛記念病院 〒306-0232 一般 （地包ケア１）第5号       平成30年 2月 1日
     古河市東牛谷７０７ 　　一般   325 地域包括ケア病棟入院料１
     0280-97-3000  (0280-97-3001) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    904,1148,8 古河赤十字病院 〒306-0014 一般 （地包ケア１）第14号      平成27年 4月 1日
     古河市下山町１１５０ 　　一般   198 地域包括ケア病棟入院料１
     0280-23-7111  (0280-23-7120) 一般（感染） 当該病棟区分:一般
     　　感染     2 病棟入院料病床数:50床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1005,1087,5 公益社団法人　地域医〒315-0023 一般 （地包ケア１）第21号      平成29年10月 1日
     (05,3076,2) 療振興協会　石岡第一石岡市東府中１番７号 　　一般   126 地域包括ケア病棟入院料１
     病院 0299-22-5151  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:40床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月26日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1106,1115,2 医療法人恒貴会　協和〒309-1195 一般       199（地包ケア１）第6号       平成28年 2月 1日
     (06,3101,6) 中央病院 筑西市門井１６７６－１ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0296-57-6131  (0296-57-4676) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:24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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1206,1129,3 筑西市民病院 〒308-0847 一般       173（地包ケア１）第32号      平成29年 9月 1日
     筑西市玉戸１６５８番地 地域包括ケア入院医療管理料１
     0296-28-2261  (0296-28-4471) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:8床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1307,1056,6 医療法人社団同樹会結〒307-0001 一般 （地包ケア１）第35号      平成29年11月 1日
     城病院 結城市大字結城字西繁昌塚９６２　　一般    88 地域包括ケア入院医療管理料１
     ９番１ 療養 当該病床届出病棟区分:療養
     0296-33-4161  　　療養   106 入院医療管理料病床数:9床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1408,1056,4 牛尾病院 〒301-0007 一般 （地包ケア１）第4号       平成26年 5月 1日
     龍ケ崎市馴柴町１－１５－１ 　　一般    51 地域包括ケア入院医療管理料１
     0297-66-6111  (0297-66-6128) 療養 当該病床届出病棟区分:一般
     　　療養    60 入院医療管理料病床数:32床
     療養 当該病床届出病棟の看護職員配
     　　療養    60 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1511,1035,2 水海道さくら病院 〒303-0005 一般 （地包ケア１）第36号      平成29年12月 1日
     常総市水海道森下町４４４７ 　　一般    65 地域包括ケア入院医療管理料１
     0297-23-2223  (0297-23-0088) 療養 当該病床届出病棟区分:一般
     　　療養    28 入院医療管理料病床数:17床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月26日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1612,1003,8 西山堂病院 〒313-0014 一般 （地包ケア１）第31号      平成29年 6月 1日
     常陸太田市木崎二町９３１－２ 　　一般    60 地域包括ケア入院医療管理料１
     0294-72-5121  療養 当該病床届出病棟区分:一般
     　　療養    55 入院医療管理料病床数:8床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1714,1033,1 県北医療センター高萩〒318-0004 一般 （地包ケア１）第18号      平成27年 3月 1日
     (14,3031,9) 協同病院 高萩市大字上手綱上ヶ穂町１００　　一般   220 地域包括ケア病棟入院料１
     ６－９ 当該病棟区分:一般
     0293-23-1122  (0293-24-1063) 病棟入院料病床数:55床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1817,1002,9 取手北相馬保健医療セ〒302-0032 一般 （地包ケア１）第30号      平成29年 2月 1日
     ンター医師会病院 取手市野々井１９２６ 　　一般   165 地域包括ケア病棟入院料１
     0297-78-6111  療養 当該病棟区分:一般
     　　療養    50 病棟入院料病床数:50床
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1917,1035,9 西間木病院 〒302-0034 一般 （地包ケア１）第16号      平成26年12月 1日
     取手市戸頭１－８－２１ 　　一般    46 地域包括ケア入院医療管理料１
     0297-78-1101  療養 当該病床届出病棟区分:一般
     　　療養    27 入院医療管理料病床数:14床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月26日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2017,1144,9 東取手病院 〒302-0011 一般 （地包ケア１）第39号      平成30年 2月 1日
     取手市井野２６８番地 　　一般    77 地域包括ケア入院医療管理料１
     0297-74-3333  (0297-74-3338) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:24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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2119,1002,5 医療法人社団　常仁会〒300-1296 一般 （地包ケア１）第10号      平成26年10月 1日
     (19,3006,0) 　牛久愛和総合病院 牛久市猪子町８９６ 　　一般   434 地域包括ケア病棟入院料１
     029-873-3111  (029-874-1031) 療養 当該病棟区分:一般
     　　療養    55 病棟入院料病床数:43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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2219,1023,1 社会医療法人若竹会　〒300-1211 一般 （地包ケア１）第22号      平成28年12月 1日
     (19,3047,4) つくばセントラル病院牛久市柏田町１５８９－３ 　　一般   313 地域包括ケア病棟入院料１
     029-872-1771  (029-874-4763) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:30床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2320,1017,1 筑波記念病院 〒300-2622 一般 （地包ケア１）第33号      平成29年 9月 1日
     つくば市要１１８７－２９９ 　　一般   387 地域包括ケア病棟入院料１
     029-864-1212  (029-864-8135) 療養 当該病棟区分:療養
     　　療養   100 病棟入院料病床数:49床
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2420,1172,4 医療法人社団双愛会　〒300-1245 一般 （地包ケア１）第2号       平成26年 4月 1日
     つくば双愛病院 つくば市高崎１００８ 　　一般    50 地域包括ケア入院医療管理料１
     029-873-2511  (029-872-3820) 一般 当該病床届出病棟区分:一般
     　　一般    51 入院医療管理料病床数:10床
     一般 当該病床届出病棟の看護職員配
     　　一般    14 置加算:看護職員配置加算に係
     療養 る届出
     　　療養    61 当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月26日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2522,1039,1 医療法人社団　善仁会〒314-0030 一般 （地包ケア１）第27号      平成28年 9月 1日
     (22,3031,2) 　小山記念病院 鹿嶋市厨５－１－２ 　　一般   194 地域包括ケア病棟入院料１
     0299-85-1111  (0299-85-1112) 療養 当該病棟区分:療養
     　　療養    30 病棟入院料病床数:30床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2624,1002,5 社会医療法人社団　光〒302-0102 一般       199（地包ケア１）第40号      平成30年 3月 1日
     仁会　総合守谷第一病守谷市松前台１－１７ 地域包括ケア入院医療管理料１
     院 0297-45-5111  (0297-45-5050) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2724,1013,2 守谷慶友病院 〒302-0118 一般 （地包ケア１）第13号      平成28年 5月 1日
     守谷市立沢９８０－１ 　　一般   178 地域包括ケア病棟入院料１
     0297-45-3311  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:46床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2825,1006,3 医療法人　博仁会　志〒319-2261 一般 （地包ケア１）第8号       平成27年 5月 1日
     (25,3025,7) 村大宮病院 常陸大宮市上町３１３ 　　一般   130 地域包括ケア入院医療管理料１
     0295-53-1111  療養 当該病床届出病棟区分:一般
     　　療養    48 入院医療管理料病床数:4床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月26日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2925,1025,3 常陸大宮済生会病院 〒319-2256 一般 （地包ケア１）第9号       平成29年10月 1日
     常陸大宮市田子内町３０３３番３　　一般   156 地域包括ケア病棟入院料１
     0295-52-5151  (0295-52-5725) 一般（感染） 当該病棟区分:一般
     　　感染     4 病棟入院料病床数:30床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3027,1015,0 医療法人盡誠会　宮本〒300-0605 療養 （地包ケア１）第3号       平成28年 7月 1日
     病院 稲敷市幸田１２４７ 　　療養   143 地域包括ケア病棟入院料１
     0299-79-2114  (0299-79-2116) 精神 当該病棟区分:療養
     　　精神   274 病棟入院料病床数:32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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3129,1001,6 社会福祉法人白十字会〒314-0134 一般 （地包ケア１）第28号      平成28年12月 1日
     (29,3037,4) 　白十字総合病院 神栖市賀２１４８ 　　一般   214 地域包括ケア病棟入院料１
     0299-92-3311  (0299-93-4797) 療養 当該病棟区分:一般
     　　療養    90 病棟入院料病床数:40床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3229,1023,0 独立行政法人　労働者〒314-0343 一般       199（地包ケア１）第26号      平成29年 2月 1日
     (29,3039,0) 健康安全機構　鹿島労神栖市土合本町１－９１０８－２ 地域包括ケア入院医療管理料１
     災病院 0479-48-4111  (0479-48-3012) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:18床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3330,1011,3 土浦協同病院なめがた〒311-3516 一般       199（地包ケア１）第34号      平成30年 3月 1日
     地域医療センター 行方市井上藤井９８－８ 地域包括ケア病棟入院料１
     0299-56-0600  (0299-37-4111) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:49床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月26日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3433,1108,1 村立東海病院 〒319-1112 一般        40（地包ケア１）第20号      平成28年 4月 1日
     (33,3112,7) 那珂郡東海村村松２０８１番地２療養        40 地域包括ケア病棟入院料１
     029-282-2188  (029-306-2811) 当該病棟区分:療養
     病棟入院料病床数:40床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3538,1117,1 東京医科大学茨城医療〒300-0395 一般 （地包ケア１）第7号       平成26年10月 1日
     (38,3137,3) センター 稲敷郡阿見町中央３－２０－１ 　　一般   389 地域包括ケア病棟入院料１
     029-887-1161  (029-887-6266) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:40床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3651,1002,8 独立行政法人国立病院〒300-8585 一般       250（地包ケア１）第29号      平成29年 1月 1日
     (51,3002,2) 機構　霞ヶ浦医療セン土浦市下高津２－７－１４ 地域包括ケア病棟入院料１
     ター 029-822-5050  (029-824-0494) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:38床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3771,1003,4 医療法人隆仁会　山王〒309-1211 一般        43（地包ケア１）第17号      平成26年12月 1日
     (71,3023,6) 病院 桜川市岩瀬４２ 療養        36 地域包括ケア入院医療管理料１
     0296-75-0600  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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


