
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 認知症治療病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月28日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1020,709,2 川口さくら病院 〒333-0832 精神       240（認治１）第31号          平成29年11月 1日
     川口市神戸２５８－１ 一般        50 病棟種別:精神
     048-283-1200  (048-283-1337) 病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2040,055,6 医療法人　山口病院 〒350-1122 精神       288（認治１）第30号          平成28年 5月 1日
     (041,055,5) 川越市脇田町１６－１３ 病棟種別:精神
     049-222-0371  (049-226-2928) 病棟数:1
     病床数:37
     基本料区分:特定入院
     退院調整加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3040,464,0 川越セントノア病院 〒350-1155 精神       168（認治１）第20号          平成28年 7月 1日
     川越市下赤坂２９０番地２ 病棟種別:精神
     049-238-1160  (049-238-1162) 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
     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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4040,507,6 医療法人社団　松弘会〒350-0848 精神       200（認治１）第23号          平成29年 6月 1日
     　トワーム小江戸病院川越市大字下老袋４９０番地９ 病棟種別:精神
     049-222-8111  病棟数:1
     病床数:50
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:50
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 認知症治療病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月28日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    5050,188,2 医療法人社団　白桜会〒349-0221 精神       120（認治１）第24号          平成29年10月 1日
     　新しらおか病院 白岡市上野田１２６７番地１ 病棟種別:精神
     0480-90-5550  (0480-90-5551) 病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6060,212,8 武里病院 〒344-0036 精神       154（認治１）第2号           平成30年 3月 1日
     春日部市下大増新田９番地３ 病棟種別:精神
     048-733-5111  (048-733-5177) 病棟数:1
     病床数:52
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:56
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7060,277,1 春日部セントノア病院〒344-0001 精神       168（認治１）第21号          平成24年 4月 1日
     春日部市不動院野字掃部１１１２ 病棟種別:精神
     番１ 病棟数:1
     048-760-1200  (048-760-1201) 病床数:56
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
     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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 認知症治療病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月28日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    8100,020,7 医療法人社団　慶榮会〒340-0802 精神       454（認治１）第14号          平成28年 7月 1日
     (101,020,6) 　八潮病院 八潮市鶴ケ曽根１０８９ 病棟種別:精神
     048-996-3034  (048-996-3100) 病棟数:1
     病床数:46
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:無
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:45
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9170,036,8 社会福祉法人恩賜財団〒365-0073 精神       379（認治１）第3号           平成28年12月 1日
     　済生会支部　埼玉県鴻巣市八幡田８４９ 病棟種別:精神
     済生会　鴻巣病院 048-596-2221  (048-596-6786) 病棟数:1
     病床数:48
     基本料区分:精神入院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10230,076,2 医療法人社団　翠会　〒351-0111 精神       285（認治１）第27号          平成25年 3月 1日
     和光病院 和光市下新倉５－１９－７ 病棟種別:精神
     048-450-3311  (048-466-0811) 病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:59
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:59
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:47
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 認知症治療病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月28日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   11240,249,3 医療法人財団　明理会〒354-0045 療養       202（認治１）第32号          平成29年10月 1日
     　埼玉セントラル病院入間郡三芳町大字上富字東永久保精神       200 病棟種別:精神
     ２１７７番地２ 一般        48 病棟数:1
     049-259-0161  (049-259-5507) 病床数:52
     退院調整加算:無
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:52
     退院調整加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12240,353,3 医療法人社団　明雄会〒354-0045 精神       240（認治１）第22号          平成29年 3月 1日
     　三芳の森病院 入間郡三芳町上富１６８６ 病棟種別:精神
     049-274-7911  (049-274-7912) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
     病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
     病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13250,177,3 医療法人社団　東光会〒359-0013 療養       191（認治１）第15号          平成29年 5月 1日
     　東所沢病院 所沢市大字城４３５－１ 精神        60 病棟種別:精神
     04-2944-2390  (04-2944-5236) 病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14250,261,5 医療法人　清和会　新〒359-0005 療養       220（認治１）第6号           平成24年10月 1日
     (251,261,4) 所沢清和病院 所沢市神米金１４１－３ 精神       240 病棟種別:精神
     04-2943-1101  (04-2943-5226) 病棟数:1
     病床数:60
     認知症夜間対応加算:有
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     認知症夜間対応加算:有



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 認知症治療病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月28日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   15250,456,1 医療法人　啓仁会　平〒359-1152 精神       177（認治１）第7号           平成29年 7月 1日
     沢記念病院 所沢市北野３－２０－１ 病棟種別:精神
     04-2947-2466  (04-2947-2482) 病棟数:1
     病床数:48
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:48
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16260,134,2 医療法人　靖和会　飯〒357-0016 一般       154（認治１）第17号          平成28年 9月 1日
     能靖和病院 飯能市下加治１３７番地２ 療養       266 病棟種別:精神
     0429-74-2311  (0429-73-7209) 精神        60 病棟数:1
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17260,139,1 武蔵の森病院 〒357-0063 精神       180（認治１）第26号          平成28年 7月 1日
     飯能市大字飯能９４９番地１５ 病棟種別:精神
     042-983-1221  (042-983-1177) 病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18260,160,7 飯能老年病センター 〒357-0016 精神       380（認治１）第33号          平成29年 5月 1日
     飯能市下加治１４７番地 病棟種別:精神
     042-974-2500  (042-974-7511) 病棟数:4
     病床数:220
     退院調整加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19270,177,9 医療法人　尚寿会　あ〒350-1317 精神       300（認治１）第10号          平成29年 8月 1日
     さひ病院 狭山市大字水野５９２番地 病棟種別:精神
     04-2957-1010  (04-2957-1600) 病棟数:1
     病床数:50
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 認知症治療病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月28日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   20310,062,5 西熊谷病院 〒360-0816 精神       528（認治１）第16号          平成24年 5月 1日
     熊谷市石原５７２ 病棟種別:精神
     048-522-0200  (048-525-8384) 病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21330,038,1 医療法人　緑光会　東〒355-0008 精神       382（認治１）第28号          平成24年 4月 1日
     (331,038,0) 松山病院 東松山市大字大谷４１６０－２ 病棟種別:精神
     0493-39-0303  (0493-39-3739) 病棟数:1
     病床数:48
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22430,162,8 医療法人社団　明雄会〒367-0212 精神       120（認治１）第29号          平成24年 4月 1日
     　本庄児玉病院 本庄市児玉町児玉７２０ 病棟種別:精神
     0495-73-1611  (0495-73-1616) 病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23490,108,8 秩父中央病院 〒368-0056 精神       123（認治１）第11号          平成27年11月 1日
     (491,108,7) 秩父市寺尾１４０４ 病棟種別:精神
     0494-24-5551  (0494-24-5552) 病棟数:1
     病床数:41
     基本料区分:精神入院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24570,077,8 医療法人社団　心の絆〒349-0114 精神       120（認治１）第25号          平成30年 2月 1日
     　蓮田よつば病院 蓮田市馬込２１６３番地 病棟種別:精神
     048-765-7777  (048-765-7776) 病棟数:1
     病床数:60
     認知症夜間対応加算:有
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     認知症夜間対応加算:有



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 地域移行機能強化病棟入院料　医科］ 平成30年 3月28日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1330,038,1 医療法人　緑光会　東〒355-0008 精神       382（移機強）第1号           平成28年10月 1日
     (331,038,0) 松山病院 東松山市大字大谷４１６０－２
     0493-39-0303  (0493-39-3739)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


