
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)

    10110163  医療法人グリーンエミ〒260-0844 精神       240（認治１）第13号          平成24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 病棟種別:精神
     病院 043-261-3336  (043-261-0771) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20110502  医療法人　石郷岡病院〒260-0824 精神       180（認治１）第12号          平成24年 4月 1日
     千葉市中央区浜野町９１５ 病棟種別:精神
     043-264-6161  (043-263-2618) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:45
     退院調整加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30410464  医療法人社団心和会　〒276-0021 精神       422（認治１）第10号          平成24年 4月 1日
     (0430546  ) 八千代病院 八千代市下高野５４９ 病棟種別:精神
     047-488-1511  (047-488-7162) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:54
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40610196  医療法人白百合会　市〒290-0206 精神        40（認治１）第18号          平成29年11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
     病床数:45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50910307  袖ヶ浦さつき台病院 〒299-0246 一般       191（認治１）第1号           平成27年12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
     病床数:45
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    62010155  医療法人社団啓心会　〒278-0006 精神       256（認治１）第5号           平成25年 6月 1日
     岡田病院 野田市柳沢２２１ 病棟種別:精神
     0471-24-6151  病床区分: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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    72010163  医療法人社団全生会　〒278-0022 精神       285（認治１）第11号          平成26年 2月 1日
     江戸川病院 野田市山崎２７０２ 病棟種別:精神
     0471-24-5511  病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:58
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    82010718  木野崎病院 〒278-0002 精神       202（認治１）第2号           平成27年 8月 1日
     野田市木野崎１５６１－１ 病棟種別:精神
     04-7138-0321  (04-7138-0322) 病床区分:精神
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    92110062  医療法人社団柏水会　〒277-0885 精神       806（認治１）第15号          平成28年10月 1日
     (2130250  ) 初石病院 柏市西原７－６－１ 病棟種別:精神
     04-7152-2251  (04-7153-7125) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:54
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   102112423  医療法人社団天宣会　〒277-0004 一般       111（認治１）第16号          平成26年 8月 1日
     (2132660  ) 北柏リハビリ総合病院柏市柏下２６５ 精神       100 病棟種別:精神
     04-7169-8000  (04-7169-8004) 療養        36 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   112710036  医療法人静和会　中山〒272-0813 精神       337（認治１）第7号           平成24年 6月 1日
     病院 市川市中山２‐１０‐２ 病棟種別:精神
     047-334-3480  (047-334-0505) 病床区分:精神
     病棟数:3
     病床数:165
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   123110509  医療法人社団優仁会　〒297-0029 精神        92（認治１）第9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 病棟種別:精神
     0475-22-2211  (0475-23-0684) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:45
     退院調整加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   134310058  成田病院 〒286-0845 精神       296（認治１）第17号          平成29年 6月 1日
     (4330940  ) 成田市押畑８９６ 一般       180 病棟種別:精神
     0476-22-1500  (0476-22-2300) 療養       240 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   144312054  医療法人社団透光会　〒287-0217 精神       274（認治１）第3号           平成28年 9月 1日
     大栄病院 成田市桜田１１３７ 療養       120 病棟種別:精神
     0476-73-2311  病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:42
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


