
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 特殊疾患病棟入院料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)

    10113654  医療法人社団誠馨会　〒265-0073 療養       353（特疾１）第11号          平成26年 9月 1日
     総泉病院 千葉市若葉区更科町２５９２ 病棟名:Ａ４病棟
     043-237-5001  (043-239-0161) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :17.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.6㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:48床
     入院患者の比率:87.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20710707  医療法人社団慈優会　〒283-0104 一般        99（特疾１）第6号           平成21年 6月 1日
     九十九里病院 山武郡九十九里町片貝２７００ 療養       100 病棟名:Ｃ－２病棟
     0475-76-8282  (0475-76-8764) 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:8㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:50床
     入院患者の比率:88.1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30711358  髙根病院 〒289-1608 一般       158（特疾１）第9号           平成23年 6月 1日
     (0731083  ) 山武郡芝山町岩山２３０８ 療養        91 病棟名:東館２階
     0479-77-1133  (0479-77-2018) 一般（感染） 病棟面積のうち患者１人当たり
                  4 :17.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.4㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:58床
     入院患者の比率:104.9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    42114114  医療法人社団葵会　千〒277-0902 療養       169（特疾１）第7号           平成20年10月 1日
     葉・柏リハビリテーシ柏市大井２６５１ 精神       120 病棟名:２階南病棟
     ョン病院 04-7160-8300  (04-7160-8301) 一般       147 届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:30床
     入院患者の比率:80.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特殊疾患病棟入院料２　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)

    10120154  千葉市桜木園 〒264-0028 一般        55（特疾２）第14号          平成24年 4月 1日
     千葉市若葉区桜木８－３１－１５ 病棟名:特殊疾患療養病棟
     043-231-5865  (043-231-7862) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :28.93㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:10㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:55床
     入院患者の比率:100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20410464  医療法人社団心和会　〒276-0021 精神       422（特疾２）第9号           平成24年 4月 1日
     (0430546  ) 八千代病院 八千代市下高野５４９ 病棟名:１－１
     047-488-1511  (047-488-7162) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :27.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.3㎡
     届出に係る病棟病棟数:2棟
     届出に係る病棟病床数:91床
     入院患者の比率:84.6
     病棟名:２－２病棟
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
     届出に係る病棟病棟数:2棟
     届出に係る病棟病床数:91床
     入院患者の比率:84.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    31410182  社会福祉法人ロザリオ〒289-2513 一般        50（特疾２）第3号           平成24年 4月 1日
     (1430495  ) の聖母会　重症心身障旭市野中３８３１ 病棟名:１病棟
     害児施設　聖母療育園0479-60-0602  (0479-60-0662) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:20.6㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:50床
     入院患者の比率:100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 緩和ケア病棟入院料　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)

    10110684  千葉県がんセンター 〒260-0801 一般       341（緩）第9号               平成23年 4月 1日
     (0110106  ) 千葉市中央区仁戸名町６６６－２ 当該病棟総数病床数①:25床
     043-264-5431  (043-262-8680) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:48％
     当該病棟の面積１床当たり:59.
     5㎡
     病室部分の面積１床当たり:8.3
     2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20113241  医療法人社団翠明会　〒263-0002 一般       318（緩）第3号               平成23年 4月 1日
     (0133272  ) 山王病院 千葉市稲毛区山王町１６６‐２ 当該病棟総数病床数①:23床
     043-421-2221  (043-421-3072) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:26％
     当該病棟の面積１床当たり:8.8
     2㎡
     病室部分の面積１床当たり:8.8
     2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    31010149  国保直営総合病院　君〒292-0822 一般       637（緩）第6号               平成23年 4月 1日
     (1010149  ) 津中央病院 木更津市桜井１０１０ 結核        18 当該病棟総数病床数①:20床
     0438-36-1071  一般（感染） 当該病棟の特別の療養環境の提
                  6 供に係る病床数の割合:20％
     当該病棟の面積１床当たり:35.
     64㎡
     病室部分の面積１床当たり:12.
     96㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    41411255  総合病院国保旭中央病〒289-2511 一般       763（緩）第18号              平成28年 4月 1日
     (1431196  ) 院 旭市イの１３２６ 精神       220 当該病棟総数病床数①:20床
     0479-63-8111  (0479-62-5899) 一般（感染） 当該病棟の特別の療養環境の提
                  6 供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:59.
     2㎡
     病室部分の面積１床当たり:15.
     86㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    52114957  医療法人社団康喜会　〒277-0871 一般       176（緩）第16号              平成27年 5月 1日
     辻仲病院柏の葉 柏市若柴１７８－２柏の葉キャン 当該病棟総数病床数①:24床
     パス１４８街区６ 当該病棟の特別の療養環境の提
     04-7137-3737  (04-7137-3738) 供に係る病床数の割合:45.8％
     当該病棟の面積１床当たり:35.
     62㎡
     病室部分の面積１床当たり:11.
     76㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 緩和ケア病棟入院料　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)

    62311603  医療法人財団　東京勤〒270-0153 一般       330（緩）第19号              平成28年 6月 1日
     労者医療会　東葛病院流山市中１０２－１（運Ｂ１４０療養        36 当該病棟総数病床数①:20床
     街区９） 当該病棟の面積１床当たり:46.
     04-7159-1011  (04-7158-9202) 64㎡
     病室部分の面積１床当たり:10.
     08㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    72411924  松戸市立福祉医療セン〒270-2222 一般       198（緩）第17号              平成27年10月 1日
     ター　東松戸病院 松戸市高塚新田１２３－１３ 当該病棟総数病床数①:20床
     047-391-5500  (047-391-7566) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:25％
     当該病棟の面積１床当たり:33.
     13㎡
     病室部分の面積１床当たり:10.
     8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    82510758  医療法人社団　創造会〒270-1101 一般       144（緩）第13号              平成26年 5月 1日
     　平和台病院 我孫子市布佐８３４－２８ 療養        80 当該病棟総数病床数①:20床
     04-7189-1111  (04-7189-5079) 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:39.
     08㎡
     病室部分の面積１床当たり:14.
     98㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    92511087  医療法人社団聖仁会　〒270-1177 一般        70（緩）第11号              平成24年 7月 1日
     (2531374  ) 我孫子聖仁会病院 我孫子市柴崎１３００ 療養        98 当該病棟総数病床数①:20床
     04-7181-1100  (04-7181-2256) 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:45.
     03㎡
     病室部分の面積１床当たり:12.
     21㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   102610889  社会医療法人社団木下〒273-0121 一般       306（緩）第15号              平成27年 3月 1日
     (2631323  ) 会鎌ケ谷総合病院 鎌ケ谷市初富９２９－６ 当該病棟総数病床数①:19床
     047-498-8111  (047-498-5050) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:31.5％
     当該病棟の面積１床当たり:58.
     8㎡
     病室部分の面積１床当たり:13.
     41㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 緩和ケア病棟入院料　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)

   112811214  船橋市立医療センター〒273-0853 一般       449（緩）第10号              平成22年 4月 1日
     (2836252  ) 船橋市金杉１‐２１‐１ 当該病棟総数病床数①:20床
     0474-38-3321  (047-438-7323) 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:51.
     13㎡
     病室部分の面積１床当たり:12.
     18㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   122817187  医療法人沖縄徳洲会　〒274-8503 一般 （緩）第14号              平成26年 8月 1日
     千葉徳洲会病院 船橋市高根台２－１１－１ 　　一般   391 当該病棟総数病床数①:24床
     047-466-7111  (047-464-6322) 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:58.
     1㎡
     病室部分の面積１床当たり:14.
     2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   134211363  社会福祉法人　聖隷福〒285-8765 一般       400（緩）第8号               平成23年 4月 1日
     祉事業団　聖隷佐倉市佐倉市江原台２－３６－２ 当該病棟総数病床数①:18床
     民病院 043-486-1151  (043-486-8696) 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:34.
     96㎡
     病室部分の面積１床当たり:10.
     74㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   144710422  医療法人社団聖仁会　〒270-1426 一般 （緩）第20号              平成29年 6月 1日
     白井聖仁会病院 白井市笹塚３－２５－２ 　　一般    69 当該病棟総数病床数①:20床
     047-491-3111  (047-491-3128) 療養 当該病棟の特別の療養環境の提
     　　療養   124 供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:65.
     8㎡
     病室部分の面積１床当たり:14.
     11㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   155310354  さんむ医療センター 〒289-1326 一般       190（緩）第12号              平成26年 1月 1日
     (5330238  ) 山武市成東１６７番地 一般        40 当該病棟総数病床数①:20床
     0475-82-2521  (0475-82-3354) 一般        26 当該病棟の特別の療養環境の提
     一般        10 供に係る病床数の割合:40％
     一般        46 当該病棟の面積１床当たり:30.
     72㎡
     病室部分の面積１床当たり:10.
     4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 緩和ケア病棟入院料　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)

   169110057  国立研究開発法人国立〒277-8577 一般       425（緩）第4号               平成22年 6月 1日
     (9130055  ) がん研究センター東病柏市柏の葉６－５－１ 当該病棟総数病床数①:25床
     院 04-7133-1111  (04-7131-9960) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:48％
     当該病棟の面積１床当たり:56.
     78㎡
     病室部分の面積１床当たり:16.
     96㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科救急入院料１　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)

    10110304  医療法人学而会　木村〒260-0004 精神       197（精救１）第13号          平成29年 4月 1日
     病院 千葉市中央区東本町６－１９ 病棟数:1棟
     043-227-0547  (043-225-0751) 病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20112672  千葉県精神科医療セン〒261-0024 精神        50（精救１）第1号           平成26年 4月 1日
     ター 千葉市美浜区豊砂５ 病棟数:1棟
     043-276-1361  (043-276-1367) 病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30610188  医療法人社団直樹会　〒290-0204 精神       164（精救１）第7号           平成26年 4月 1日
     磯ケ谷病院 市原市磯ケ谷３５ 病棟数:1棟
     0436-36-1121  (0436-36-0103) 病床数:44床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40810036  医療法人静和会　浅井〒283-0062 一般        51（精救１）第9号           平成26年 4月 1日
     (0830026  ) 病院 東金市家徳３８‐１ 精神       374 病棟数:1棟
     0475-58-5000  (0475-58-5549) 療養        36 病床数:60床
     病棟数:1棟
     病床数:36床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50910307  袖ヶ浦さつき台病院 〒299-0246 一般       191（精救１）第8号           平成26年 4月 1日
     袖ケ浦市長浦駅前５－２１ 精神       218 病棟数:1棟
     0438-62-1113  (0438-63-6213) 病床数:52床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    61010107  社会医療法人社団同仁〒292-0061 精神       388（精救１）第10号          平成26年 6月 1日
     会　木更津病院 木更津市岩根２－３－１ 病棟数:1棟
     0438-41-1551  (0438-41-1553) 病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    71411255  総合病院国保旭中央病〒289-2511 一般       763（精救１）第12号          平成28年 4月 1日
     (1431196  ) 院 旭市イの１３２６ 精神       220 病棟数:1棟
     0479-63-8111  (0479-62-5899) 一般（感染） 病床数:50床
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    82110062  医療法人社団柏水会　〒277-0885 精神       806（精救１）第11号          平成28年 4月 1日
     (2130250  ) 初石病院 柏市西原７－６－１ 病棟数:1棟
     04-7152-2251  (04-7153-7125) 病床数:45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    92810067  公益財団法人復光会　〒273-8540 精神       458（精救１）第14号          平成29年 4月 1日
     総武病院 船橋市市場３－３－１ 病棟数:1棟
     047-422-2171  (047-424-3125) 病床数:45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   102810117  医療法人同和会　千葉〒274-0822 精神       331（精救１）第6号           平成26年 4月 1日
     (2810075  ) 病院 船橋市飯山満町２－５０８ 病棟数:1棟
     047-466-2176  (047-466-7503) 病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   119110024  国立研究開発法人国立〒272-8516 一般       300（精救１）第5号           平成26年 4月 1日
     (9110024  ) 国際医療研究センター市川市国府台１‐７‐１ 精神       142 病棟数:1棟
     国府台病院 047-372-3501  (047-372-1858) 病床数:42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 精神科救急入院料１　医科］ 平成30年 3月28日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   129510066  独立行政法人国立病院〒266-0007 精神       435（精救１）第4号           平成27年 5月 1日
     (9510066  ) 機構　下総精神医療セ千葉市緑区辺田町５７８ 病棟数:1棟
     ンター 043-291-1221  (043-291-2602) 病床数:55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 精神科急性期治療病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月28日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10410217  医療法人社団心癒会　〒276-0004 精神       198（精急１）第18号          平成27年 1月 1日
     しのだの森ホスピタル八千代市島田台１２１２ 病棟種別:精神
     047-488-2218  病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:33床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20410464  医療法人社団心和会　〒276-0021 精神       422（精急１）第13号          平成26年 6月 1日
     (0430546  ) 八千代病院 八千代市下高野５４９ 病棟種別:精神
     047-488-1511  (047-488-7162) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:44床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30411850  医療法人社団　踏青会〒276-0001 精神        84（精急１）第15号          平成27年 6月 1日
     　小池病院 八千代市小池３７４－１ 病棟種別:精神
     047-488-2171  (047-488-2175) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:26床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40610196  医療法人白百合会　市〒290-0206 精神        40（精急１）第16号          平成26年 4月 1日
     原鶴岡病院 市原市新堀９５５ 精神        45 病棟種別:精神
     0436-36-1511  (0436-36-2484) 精神        60 病床区分:精神
     精神        60 病棟数:1棟
     病床数:40床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50910307  袖ヶ浦さつき台病院 〒299-0246 一般       191（精急１）第22号          平成28年 4月 1日
     袖ケ浦市長浦駅前５－２１ 精神       218 病棟種別:精神
     0438-62-1113  (0438-63-6213) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:44床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    62114148  手賀沼病院 〒277-0912 精神       294（精急１）第17号          平成27年 3月 1日
     柏市箕輪７００ 病棟種別:精神
     04-7193-3050  (04-7193-3120) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:54床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    72410108  医療法人明柳会　恩田〒270-2251 精神       268（精急１）第23号          平成28年10月 1日
     第二病院 松戸市金ケ作３０２ その他      40 病棟種別:精神
     047-387-3761  (047-388-4121) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:40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 精神科急性期治療病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月28日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    82811768  医療法人社団　健仁会〒274-0054 精神       458（精急１）第14号          平成27年 6月 1日
     　船橋北病院 船橋市金堀町５２１－３６ 病棟種別:精神
     047-457-7151  (047-457-7161) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:54床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    99110024  国立研究開発法人国立〒272-8516 一般       300（精急１）第24号          平成28年11月 1日
     (9110024  ) 国際医療研究センター市川市国府台１‐７‐１ 精神       142 病棟種別:精神
     国府台病院 047-372-3501  (047-372-1858) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   109510066  独立行政法人国立病院〒266-0007 精神       435（精急１）第4号           平成27年 2月 1日
     (9510066  ) 機構　下総精神医療セ千葉市緑区辺田町５７８ 病棟種別:精神
     ンター 043-291-1221  (043-291-2602) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:40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 精神科救急・合併症入院料　医科］ 平成30年 3月28日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    14310041  日本赤十字社　成田赤〒286-8523 一般       666（精合併）第1号           平成26年 4月 1日
     (4330890  ) 十字病院 成田市飯田町９０－１ 精神        50
     0476-22-2311  (0476-22-2853)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 児童・思春期精神科入院医療管理料　医科］ 平成30年 3月28日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10118687  千葉市　千葉市立青葉〒260-0852 一般       314（児春入）第2号           平成24年 4月 1日
     (0138107  ) 病院 千葉市中央区青葉町１２７３－２精神        60
     043-227-1131  一般（感染）
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    29110024  国立研究開発法人国立〒272-8516 一般       300（児春入）第1号           平成24年 4月 1日
     (9110024  ) 国際医療研究センター市川市国府台１‐７‐１ 精神       142
     国府台病院 047-372-3501  (047-372-1858)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 3月28日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10110163  医療法人グリーンエミ〒260-0844 精神       240（精療）第13号            平成26年 4月 1日
     ネンス　中村古峡記念千葉市中央区千葉寺町１８８ 重症者加算１:有
     病院 043-261-3336  (043-261-0771) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:琴記念館
     病床数:60
     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:古峡記念館３階
     病床数:60
     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:古峡記念館４階
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20110304  医療法人学而会　木村〒260-0004 精神       197（精療）第28号            平成29年 9月 1日
     病院 千葉市中央区東本町６－１９ 重症者加算１:有
     043-227-0547  (043-225-0751) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｃ棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ａ棟
     病床数:60
     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:6.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30110502  医療法人　石郷岡病院〒260-0824 精神       180（精療）第60号            平成26年 4月 1日
     千葉市中央区浜野町９１５ 重症者加算１:有
     043-264-6161  (043-263-2618) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:５階病棟
     病床数:45
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.03㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.28㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 3月28日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    40211219  医療法人社団和康会　〒275-0002 精神       108（精療）第49号            平成26年 4月 1日
     三橋病院 習志野市実籾２－２１－１ 重症者加算１:有
     047-472-8121  (047-477-5157) 精神保健福祉士配置加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第２病棟
     病床数:48
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.52㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.68㎡
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第一病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.16㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.71㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50410043  医療法人社団踏青会　〒276-0015 精神       360（精療）第32号            平成26年 4月 1日
     下総病院 八千代市米本２４７２－２ 重症者加算１:有
     047-488-2135  (047-488-2136) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:第１～６病棟
     病床数:360
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60410217  医療法人社団心癒会　〒276-0004 精神       198（精療）第20号            平成29年 2月 1日
     しのだの森ホスピタル八千代市島田台１２１２ 重症者加算１:有
     047-488-2218  退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第１病棟
     病床数:58
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.82㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.8㎡
     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:むつみ病棟
     病床数:56
     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:5.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 3月28日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    70410464  医療法人社団心和会　〒276-0021 精神       422（精療）第9号             平成26年 4月 1日
     (0430546  ) 八千代病院 八千代市下高野５４９ 重症者加算１:有
     047-488-1511  (047-488-7162) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１－３
     病床数:57
     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:6.4㎡
     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:２－１病棟
     病床数:51
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.7㎡
     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:２－３病棟
     病床数:57
     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:6.5㎡
     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:３－１病棟
     病床数:68
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :32.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80411850  医療法人社団　踏青会〒276-0001 精神        84（精療）第58号            平成26年 4月 1日
     　小池病院 八千代市小池３７４－１ 重症者加算１:有
     047-488-2171  (047-488-2175) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:第一病棟
     病床数:58
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.36㎡



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 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 3月28日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    90610188  医療法人社団直樹会　〒290-0204 精神       164（精療）第26号            平成27年 4月 1日
     磯ケ谷病院 市原市磯ケ谷３５ 重症者加算１:有
     0436-36-1121  (0436-36-0103) 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:本館１階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7㎡
     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:本館２階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :30㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   100610196  医療法人白百合会　市〒290-0206 精神        40（精療）第19号            平成26年 4月 1日
     原鶴岡病院 市原市新堀９５５ 精神        45 重症者加算１:有
     0436-36-1511  (0436-36-2484) 精神        60 届出に係る病棟:精神
     精神        60 病棟名:３病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.3㎡
     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:４病棟
     病床数:60
     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:7.5㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:２病棟
     病床数:45
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :29.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.9㎡



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 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 3月28日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   110810036  医療法人静和会　浅井〒283-0062 一般        51（精療）第18号            平成26年 4月 1日
     (0830026  ) 病院 東金市家徳３８‐１ 精神       374 重症者加算１:有
     0475-58-5000  (0475-58-5549) 療養        36 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Aー４病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.3㎡
     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:C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:8.2㎡
     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:E－１病棟
     病床数:42
     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:8.2㎡
     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:E－２病棟
     病床数:42
     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:8.3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   121010107  社会医療法人社団同仁〒292-0061 精神       388（精療）第15号            平成26年 4月 1日
     会　木更津病院 木更津市岩根２－３－１ 重症者加算１:有
     0438-41-1551  (0438-41-1553) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:５病棟
     病床数:267
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   131410067  海上寮療養所 〒289-2513 精神       189（精療）第38号            平成26年 4月 1日
     旭市野中４０１７ 重症者加算１:有
     0479-60-0601  (0479-60-0661) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:海の星病棟
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :34.16㎡
     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
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:マリア病棟
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :29.25㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.27㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:暁の星病棟
     病床数:52
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :38.49㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.71㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   141410075  医療法人京友会　京友〒289-2525 精神       190（精療）第54号            平成26年 4月 1日
     会病院 旭市仁玉２０９９ 重症者加算１:有
     0479-62-0421  (0479-62-0318) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｃ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.01㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.72㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｂ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :27.79㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.02㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   152010155  医療法人社団啓心会　〒278-0006 精神       256（精療）第51号            平成26年 4月 1日
     岡田病院 野田市柳沢２２１ 重症者加算１:有
     0471-24-6151  退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ａー１
     病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.25㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.23㎡
     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:Ａ－３
     病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.43㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.23㎡
     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:Ｂ-２
     病床数:54
     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:6.6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   162010718  木野崎病院 〒278-0002 精神       202（精療）第39号            平成26年 4月 1日
     野田市木野崎１５６１－１ 重症者加算１:有
     04-7138-0321  (04-7138-0322) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:C２病棟
     病床数:48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   172110062  医療法人社団柏水会　〒277-0885 精神       806（精療）第43号            平成26年 4月 1日
     (2130250  ) 初石病院 柏市西原７－６－１ 重症者加算１:有
     04-7152-2251  (04-7153-7125) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｂ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :27.38㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.53㎡
     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:Ｃ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :27.38㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.53㎡
     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:Ｄ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :27.42㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.53㎡
     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:８病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   182114114  医療法人社団葵会　千〒277-0902 療養       169（精療）第40号            平成26年 4月 1日
     葉・柏リハビリテーシ柏市大井２６５１ 精神       120 退院調整加算:有
     ョン病院 04-7160-8300  (04-7160-8301) 一般       147 届出に係る病棟:精神
     病棟名:４階南病棟
     病床数:60
     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:8.3㎡
     （精療）第59号            平成26年 4月 1日
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３Ｆ南
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.01㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   192114148  手賀沼病院 〒277-0912 精神       294（精療）第24号            平成26年12月 1日
     柏市箕輪７００ 重症者加算１:有
     04-7193-3050  (04-7193-3120) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:第１病棟
     病床数:60
     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:7.3㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第２病棟
     病床数:60
     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:7.3㎡
     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:60
     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:7.3㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第５病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :27.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:10.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 3月28日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   202710036  医療法人静和会　中山〒272-0813 精神       337（精療）第42号            平成26年 4月 1日
     病院 市川市中山２‐１０‐２ 重症者加算１:有
     047-334-3480  (047-334-0505) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第一病棟
     病床数:55
     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:5.8㎡
     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:２階東
     病床数:56
     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㎡
     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:第３病棟
     病床数:32
     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:6.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   212710176  医療法人　式場病院 〒272-0827 精神       338（精療）第33号            平成26年 4月 1日
     市川市国府台６－１－１４ 重症者加算１:有
     047-372-3567  (047-372-3569) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ａ病棟
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.02㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.4㎡
     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:Ｆ病棟
     病床数:55
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.08㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.93㎡
     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:ＨＩ病棟
     病床数:44
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.01㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.15㎡
     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:ＪＫ病棟
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.66㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.34㎡
     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:ＬＭ病棟
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :31.92㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.63㎡



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
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   222810067  公益財団法人復光会　〒273-8540 精神       458（精療）第36号            平成26年 4月 1日
     総武病院 船橋市市場３－３－１ 重症者加算１:有
     047-422-2171  (047-424-3125) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４Ａ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.6㎡
     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:４Ｂ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.6㎡
     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:５Ａ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.6㎡
     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:５Ｂ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.6㎡
     （精療）第61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:６Ａ病棟
     病床数:57
     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:7.7㎡



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:6B病棟
     病床数:58
     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:7.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   232810117  医療法人同和会　千葉〒274-0822 精神       331（精療）第16号            平成26年 4月 1日
     (2810075  ) 病院 船橋市飯山満町２－５０８ 重症者加算１:有
     047-466-2176  (047-466-7503) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:１・２・５・６・７病
     棟
     病床数:291
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   242811768  医療法人社団　健仁会〒274-0054 精神       458（精療）第21号            平成26年 4月 1日
     　船橋北病院 船橋市金堀町５２１－３６ 重症者加算１:有
     047-457-7151  (047-457-7161) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:６病棟
     病床数:350
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   253110509  医療法人社団優仁会　〒297-0029 精神        92（精療）第52号            平成29年 9月 1日
     鈴木神経科病院 茂原市高師８２ 療養        45 精神保健福祉士配置加算:有
     0475-22-2211  (0475-23-0684) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:精神療養病棟
     病床数:47
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   263610110  医療法人南陽会　田村〒294-0036 精神       267（精療）第44号            平成26年 4月 1日
     病院 館山市館山１８３ 重症者加算１:有
     0470-22-1370  退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｂ－１
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.13㎡
     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:Ｂ－２
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 3月28日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   273710118  医療法人白百合会　大〒298-0223 療養        58（精療）第37号            平成27年 4月 1日
     多喜病院 夷隅郡大多喜町上原７８６ 精神       305 重症者加算１:有
     0470-82-2714  (0470-82-3830) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:A２病棟
     病床数:55
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:A３病棟
     病床数:55
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.28㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:A４病棟
     病床数:55
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.25㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｂ４病棟
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.54㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｃ１
     病床数:48
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.32㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 3月28日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   283910254  医療法人明星会　東条〒296-0044 精神       157（精療）第5号             平成28年 1月 1日
     メンタルホスピタル 鴨川市広場１３３８ 重症者加算１:有
     04-7092-2138  (04-7092-0560) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病床数:35
     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:7.76㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   294110466  医療法人社団愛慈会　〒270-1616 精神       335（精療）第46号            平成26年 4月 1日
     西佐倉印西病院 印西市岩戸１８４４‐１０ 重症者加算１:有
     0476-99-0261  (0476-99-1705) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:西館１階
     病床数:50
     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:西館２階
     病床数:50
     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:西西館１階
     病床数:60
     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: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:西西館２階
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.3㎡



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 3月28日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   304310058  成田病院 〒286-0845 精神       296（精療）第45号            平成26年 4月 1日
     (4330940  ) 成田市押畑８９６ 一般       180 重症者加算１:有
     0476-22-1500  (0476-22-2300) 療養       240 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:S棟１階　精神療養
     病床数:58
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.57㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.86㎡
     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:S棟３階精神療養
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.52㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 3月28日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   314310322  医療法人社団聖母会　〒286-0106 精神       385（精療）第57号            平成26年 4月 1日
     (4330551  ) 聖マリア記念病院 成田市取香４４６ 重症者加算１:有
     0476-32-0711  (0476-33-1256) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｅ病棟
     病床数:54
     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:6.7㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｈ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.7㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:２－１病棟
     病床数:46
     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:6.4㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:２－２病棟
     病床数:53
     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:6.7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   324312054  医療法人社団透光会　〒287-0217 精神       274（精療）第29号            平成28年 9月 1日
     大栄病院 成田市桜田１１３７ 療養       120 重症者加算１:有
     0476-73-2311  届出に係る病棟:精神
     病棟名:４病棟
     病床数:232
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 3月28日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   334510137  医療法人社団わかさ会〒289-1122 精神       180（精療）第31号            平成26年 5月 1日
     　南八街病院 八街市四木１２４１－２ 届出に係る病棟:精神
     043-445-3421  (043-445-3203) 病棟名:２階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.9㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.9㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１階病棟
     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
     ち患者１人当たり:6.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   345010236  医療法人社団松伯会　〒289-2146 精神        60（精療）第47号            平成29年 9月 1日
     藤田病院 匝瑳市八日市場ホ３２９２ 重症者加算１:有
     0479-72-0308  (0479-73-6771) 精神保健福祉士配置加算:有
     退院調整加算:無
     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
     :18.17㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.84㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　医科］ 平成30年 3月28日     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   355210455  医療法人三省会　本多〒289-0312 一般        30（精療）第53号            平成26年10月 1日
     病院 香取市本郷７７２ 結核        10 重症者加算１:有
     0478-82-3181  (0478-83-0245) 精神       180 退院調整加算:有
     療養        44 届出に係る病棟:精神
     病棟名:精神４階
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :26.07㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.2㎡
     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:精神３階
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.55㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


