
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29日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    105,1577,5 一般財団法人　慈愛病〒113-0033 一般        20（特疾１）第230020号      平成23年 1月 1日
     院 文京区本郷六丁目１２番５号 療養        27 病棟名:３階病棟
     03-3812-7360  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:16㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:20床
     入院患者の比率:90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    218,7087,2 医療法人社団　美誠会〒116-0001 一般        51（特疾１）第212198号      平成21年 7月 1日
     　荒川病院 荒川区町屋八丁目２０番３号 療養       102 病棟名:３階病棟
     03-5901-1171  届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:51床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    346,7002,2 東京都立東大和療育セ〒207-0022 一般       128（特疾１）第259024号      平成26年 2月 1日
     ンター 東大和市桜が丘三丁目４４番地１ 病棟名:第３病棟
     ０ 届出に係る病棟病棟数:1棟
     0425-67-0222  届出に係る病棟病床数:32床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    450,7009,9 天本病院 〒206-0036 一般        95（特疾１）第283598号      平成28年12月 1日
     多摩市中沢二丁目５番１号 療養        48
     042-310-0333  精神        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 特殊疾患病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月29日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    112,1299,2 東京都立松沢病院 〒156-0057 一般        90（特疾２）第293453号      平成29年 6月 1日
     世田谷区上北沢二丁目１番１号 精神       808
     03-3303-7211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    219,1513,1 一般財団法人　精神医〒173-0037 一般        49（特疾２）第276617号      平成27年10月 1日
     学研究所　附属東京武板橋区小茂根四丁目１１番１１号精神       573 病棟名:Ｃ館２階病棟
     蔵野病院 03-5986-3111  病棟面積のうち患者１人当たり
     :16.17㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    320,1515,4 医療法人社団　じうん〒177-0053 一般        30（特疾２）第265370号      平成27年 3月 1日
     どう　慈雲堂病院 練馬区関町南四丁目１４番５３号精神       490 病棟名:Ｃ５病棟
     03-3928-6511  病棟面積のうち患者１人当たり
     :16.04㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    450,7009,9 天本病院 〒206-0036 一般        95（特疾２）第283599号      平成28年12月 1日
     多摩市中沢二丁目５番１号 療養        48
     042-310-0333  精神        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 緩和ケア病棟入院料　医科］ 平成30年 3月29日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    102,7075,1 聖路加国際病院 〒104-8560 一般 （緩）第289456号          平成28年 9月 1日
     中央区明石町９番１号 　　一般   520 当該病棟総数病床数①:23床
     03-3541-5151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    204,1505,9 独立行政法人　地域医〒162-0821 一般       520（緩）第286922号          平成29年 4月 1日
     療機能推進機構　東京新宿区津久戸町５番地１ 当該病棟総数病床数①:19床
     新宿メディカルセンタ03-3269-8111  
     ー
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    305,1482,8 東京都立駒込病院 〒113-0021 一般       785（緩）第274512号          平成27年 8月 1日
     文京区本駒込三丁目１８番２２号その他      30 当該病棟総数病床数①:22床
     03-3823-2101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    406,7060,4 公益財団法人　ライフ〒111-8645 一般       400（緩）第290415号          平成29年 4月 1日
     ・エクステンション研台東区東上野二丁目２３番１６号 当該病棟総数病床数①:16床
     究所　付属　永寿総合03-3833-8381  
     病院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    507,1077,2 社会福祉法人　賛育会〒130-0012 一般       199（緩）第291621号          平成29年 5月 1日
     　賛育会病院 墨田区太平三丁目２０番２号 当該病棟総数病床数①:20床
     03-3622-9191  当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:40％
     当該病棟の面積１床当たり:47.
     71㎡
     病室部分の面積１床当たり:9.3
     8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    608,7092,3 公益財団法人　がん研〒135-0063 一般       700（緩）第291529号          平成30年 2月 1日
     究会　有明病院 江東区有明三丁目８番３１号 当該病棟総数病床数①:25床
     03-3520-0111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    709,1696,5 東芝病院 〒140-0011 一般       308（緩）第299221号          平成29年11月 1日
     品川区東大井六丁目３番２２号 当該病棟総数病床数①:16床
     03-3764-0511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    809,7009,5 ＮＴＴ東日本関東病院〒141-0022 一般       577（緩）第293128号          平成29年 6月 1日
     品川区東五反田五丁目９番２２号精神        50 当該病棟総数病床数①:16床
     03-3448-6181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    911,7107,3 医療法人社団　メドビ〒146-0083 一般        60（緩）第290338号          平成29年12月 1日
     ュー　東京ちどり病院大田区千鳥二丁目３９番１０号 療養        38 当該病棟総数病床数①:14床
     03-3758-2671  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1013,1523,3 日本赤十字社医療セン〒150-0012 一般       708（緩）第288181号          平成28年 8月 1日
     ター 渋谷区広尾四丁目１番２２号
     03-3400-1311  



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29日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1115,7017,5 救世軍ブース記念病院〒166-0012 一般        52（緩）第283755号          平成28年 4月 1日
     杉並区和田一丁目４０番５号 療養       147 当該病棟総数病床数①:20床
     03-3381-7236  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1215,7093,6 医療法人財団　アドベ〒167-0032 一般       186（緩）第290739号          平成30年 1月 1日
     ンチスト会　東京衛生杉並区天沼三丁目１７番３号
     病院 03-3392-6151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1315,7096,9 立正佼成会附属佼成病〒166-0012 一般 （緩）第262648号          平成26年 9月15日
     院 杉並区和田二丁目２５番１号 　　一般   320 当該病棟総数病床数①:20床
     03-3383-1281  療養 当該病棟の特別の療養環境の提
     　　療養    20 供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:41.
     88㎡
     病室部分の面積１床当たり:14.
     14㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1415,7098,5 医療法人社団　杏順会〒167-0023 一般 （緩）第277891号          平成27年11月 1日
     　越川病院 杉並区上井草四丁目４番５号 　　一般    46 当該病棟総数病床数①:34床
     03-3394-1010  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1517,7071,8 王子生協病院 〒114-0003 一般       159（緩）第265565号          平成26年 5月 1日
     北区豊島三丁目４番１５号 当該病棟総数病床数①:25床
     03-3912-2201  当該病棟の面積１床当たり:38.
     73㎡
     病室部分の面積１床当たり:8.7
     ㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1619,7086,2 東京都健康長寿医療セ〒173-0015 一般 （緩）第278494号          平成27年12月 1日
     ンター 板橋区栄町３５番２号 　　一般   520 当該病棟総数病床数①:20床
     03-3964-1141  精神 当該病棟の特別の療養環境の提
     　　精神    30 供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:69.
     4㎡
     病室部分の面積１床当たり:15.
     3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1719,7087,0 公益財団法人　東京都〒173-0015 一般 （緩）第281583号          平成28年11月 1日
     保健医療公社　豊島病板橋区栄町３３番１号 　　一般   418 当該病棟総数病床数①:20床
     院 03-5375-1234  精神 当該病棟の特別の療養環境の提
     　　精神    32 供に係る病床数の割合:50％
     一般（感染） 当該病棟の面積１床当たり:60
     　　感染    20 ㎡
     病室部分の面積１床当たり:18
     ㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1823,7106,0 医療法人社団　城東桐〒133-0063 一般        78（緩）第291788号          平成30年 2月 1日
     和会　東京さくら病院江戸川区東篠崎一丁目１１番１号療養       180 当該病棟総数病床数①:38床
     03-5664-1701  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1924,1892,9 医療法人社団　崎陽会〒190-0181 一般        56（緩）第230782号          平成23年 4月 1日
     　日の出ヶ丘病院 西多摩郡日の出町大久野３１０番精神        60 当該病棟総数病床数①:20床
     地 療養       147 当該病棟の特別の療養環境の提
     0425-97-0811  供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:33.
     4㎡
     病室部分の面積１床当たり:8.4
     2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2032,1416,0 町田市民病院 〒194-0023 一般       447（緩）第270979号          平成27年 5月 1日
     町田市旭町二丁目１５番４１号 当該病棟総数病床数①:18床
     0427-22-2230  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％
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2136,1386,6 医療法人財団　慈生会〒181-0013 一般        89（緩）第250190号          平成26年 4月 1日
     　野村病院 三鷹市下連雀八丁目３番６号 療養        44 当該病棟総数病床数①:12床
     0422-47-4848  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:30.
     32㎡
     病室部分の面積１床当たり:9.8
     7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2241,1400,5 社会福祉法人　聖ヨハ〒184-0005 一般       155（緩）第225447号          平成22年 6月 1日
     ネ会　桜町病院 小金井市桜町一丁目２番２０号 療養        44 当該病棟総数病床数①:20床
     0423-83-4111  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:38.
     86㎡
     病室部分の面積１床当たり:9.8
     7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2347,1444,0 社会福祉法人　信愛報〒204-0024 一般        63（緩）第244002号          平成24年 4月 1日
     恩会　信愛病院 清瀬市梅園二丁目５番９号 療養       136 当該病棟総数病床数①:20床
     0424-91-3211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2447,7004,6 救世軍　清瀬病院 〒204-0023 一般        25（緩）第230378号          平成23年 3月 1日
     清瀬市竹丘一丁目１７番９号 療養       117 当該病棟総数病床数①:25床
     0424-91-1411  当該病棟の面積１床当たり:41
     ㎡
     病室部分の面積１床当たり:14.
     88㎡



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29日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2550,7004,0 聖ヶ丘病院 〒206-0021 一般        48（緩）第271171号          平成28年 4月 1日
     多摩市連光寺二丁目６９番地６ 当該病棟総数病床数①:11床
     0423-38-8111  当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:45％
     当該病棟の面積１床当たり:57.
     6㎡
     病室部分の面積１床当たり:26.
     9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2650,7006,5 公益財団法人　東京都〒206-0036 一般       287（緩）第254628号          平成25年 7月 1日
     保健医療公社　多摩南多摩市中沢二丁目１番２号 当該病棟総数病床数①:16床
     部地域病院 0423-38-5111  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:32.
     53㎡
     病室部分の面積１床当たり:10.
     96㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2752,1986,0 公立阿伎留医療センタ〒197-0834 一般       310（緩）第274411号          平成27年 8月 1日
     ー あきる野市引田７８番地１ 当該病棟総数病床数①:16床
     0425-58-0321  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2887,1556,7 独立行政法人　国立病〒204-0023 一般       460（緩）第231392号          平成23年 5月 1日
     院機構　東京病院 清瀬市竹丘三丁目１番１号 結核       100 当該病棟総数病床数①:20床
     0424-91-2111  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:37.
     42㎡
     病室部分の面積１床当たり:14.
     07㎡
     看護配置加算：無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2988,1477,4 東京医科歯科大学医学〒113-0034 一般       712（緩）第292251号          平成29年 5月 1日
     部附属病院 文京区湯島一丁目５番４５号 精神        41 当該病棟総数病床数①:15床
     03-3813-6111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3095,1682,4 東京逓信病院 〒102-0071 一般       477（緩）第298972号          平成29年10月 1日
     千代田区富士見二丁目１４番２３ 当該病棟総数病床数①:18床
     号
     03-5214-7111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    112,1299,2 東京都立松沢病院 〒156-0057 一般        90（精救１）第293455号      平成29年 6月 1日
     世田谷区上北沢二丁目１番１号 精神       808 病棟数:1棟
     03-3303-7211  病床数:34床
     病棟数:1棟
     病床数:38床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    212,1534,2 昭和大学附属烏山病院〒157-0061 一般        44（精救１）第291807号      平成29年 5月 1日
     世田谷区北烏山六丁目１１番１１精神       296 病棟数:1棟
     号 病床数:46床
     03-3300-5231  病棟数:1棟
     病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    319,1171,8 医療法人社団　翠会　〒175-0091 一般        48（精救１）第296831号      平成29年 8月 1日
     成増厚生病院 板橋区三園一丁目１９番１号 精神       482 病棟数:2棟
     03-3939-1191  病床数:100床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    419,1513,1 一般財団法人　精神医〒173-0037 一般        49（精救１）第287055号      平成28年 7月 1日
     学研究所　附属東京武板橋区小茂根四丁目１１番１１号精神       573 病棟数:1棟
     蔵野病院 03-5986-3111  病床数:44床
     病棟数:1棟
     病床数:43床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    519,7087,0 公益財団法人　東京都〒173-0015 一般 （精救１）第293541号      平成29年 6月 1日
     保健医療公社　豊島病板橋区栄町３３番１号 　　一般   418 病床数:32床
     院 03-5375-1234  精神
     　　精神    32
     一般（感染）
     　　感染    20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    620,1172,4 医療法人財団　厚生協〒178-0061 精神       240（精救１）第264220号      平成26年 4月 1日
     会　大泉病院 練馬区大泉学園町六丁目９番１号 病棟数:1棟
     03-3924-2111  病床数:48床
     病棟数:1棟
     病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    720,7097,7 医療法人社団　翠会　〒178-0062 精神       270（精救１）第284782号      平成28年 4月 1日
     陽和病院 練馬区大泉町二丁目１７番１号 病棟数:1棟
     03-3923-0221  病床数:48床
     病棟数:1棟
     病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    821,1223,3 医療法人財団　厚生協〒121-0064 精神       377（精救１）第261057号      平成26年 4月 1日
     会　東京足立病院 足立区保木間五丁目２３番２０号 病棟数:1棟
     03-3883-6331  病床数:48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29日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    921,7125,4 医療法人社団　成仁病〒121-0815 精神       114（精救１）第267777号      平成26年 7月 1日
     院 足立区島根三丁目２番１号 病棟数:1棟
     050-37345041  病床数:44床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1027,7006,3 医療法人社団　新新会〒189-0002 精神       206（精救１）第265212号      平成26年 5月 1日
     　多摩あおば病院 東村山市青葉町二丁目２７番１号 病棟数:1棟
     0423-93-2881  病床数:52床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1129,1369,7 医療法人財団　青溪会〒193-0841 精神       475（精救１）第298986号      平成29年10月 1日
     　駒木野病院 八王子市裏高尾町２７３番地 病棟数:1棟
     0426-63-2222  病床数:43床
     病棟数:1棟
     病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1236,1387,4 医療法人社団　碧水会〒181-0015 一般        39（精救１）第276011号      平成27年 9月 1日
     　長谷川病院 三鷹市大沢二丁目２０番３６号 精神       551 病棟数:3棟
     0422-31-8600  病床数:127床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1338,1575,0 東京都立多摩総合医療〒183-0042 一般       705（精救１）第293417号      平成29年 6月 1日
     センター 府中市武蔵台二丁目８番地２９ 結核        48 病棟数:1棟
     0423-23-5111  精神        36 病床数:36床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1439,7086,0 医療法人社団　薫風会〒188-0012 精神       326（精救１）第263026号      平成26年 4月 1日
     　山田病院 西東京市南町三丁目４番１０号 病棟数:1棟
     0424-61-0005  病床数:47床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1542,1405,2 医療法人社団　欣助会〒182-0011 精神       345（精救１）第293045号      平成29年 6月 1日
     　吉祥寺病院 調布市深大寺北町四丁目１７番地 病棟数:1棟
     １ 病床数:53床
     0424-82-9151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1650,1567,2 社会福祉法人　桜ヶ丘〒206-0021 精神       467（精救１）第282618号      平成28年12月 1日
     社会事業協会　桜ヶ丘多摩市連光寺一丁目１番１号 病棟数:1棟
     記念病院 0423-75-6311  病床数:47床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1787,1554,2 国立研究開発法人　国〒187-0031 一般       266（精救１）第291166号      平成30年 1月 1日
     立精神・神経医療研究小平市小川東町四丁目１番１号 精神       208 病棟数:1棟
     センター病院 0423-41-2711  病床数:41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２　医科］ 平成30年 3月29日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    120,1515,4 医療法人社団　じうん〒177-0053 一般        30（精救２）第292442号      平成29年 5月 1日
     どう　慈雲堂病院 練馬区関町南四丁目１４番５３号精神       490 病床数:41床
     03-3928-6511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    236,1387,4 医療法人社団　碧水会〒181-0015 一般        39（精救２）第269103号      平成26年 8月 1日
     　長谷川病院 三鷹市大沢二丁目２０番３６号 精神       551 病棟数:3棟
     0422-31-8600  病床数:127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29日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    112,1299,2 東京都立松沢病院 〒156-0057 一般        90（精急１）第293454号      平成29年 6月 1日
     世田谷区上北沢二丁目１番１号 精神       808 病棟種別:精神
     03-3303-7211  病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:34床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    212,1534,2 昭和大学附属烏山病院〒157-0061 一般        44（精急１）第291808号      平成29年 5月 1日
     世田谷区北烏山六丁目１１番１１精神       296 病棟数:1棟
     号 病床数:34床
     03-3300-5231  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    319,1171,8 医療法人社団　翠会　〒175-0091 一般        48（精急１）第288024号      平成28年 8月 1日
     成増厚生病院 板橋区三園一丁目１９番１号 精神       482 病棟種別:精神
     03-3939-1191  病床区分:精神
     病棟数:2棟
     病床数:96床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    419,1513,1 一般財団法人　精神医〒173-0037 一般        49（精急１）第297678号      平成29年 9月 1日
     学研究所　附属東京武板橋区小茂根四丁目１１番１１号精神       573 病棟種別:精神
     蔵野病院 03-5986-3111  病床区分:精神
     病棟数:2棟
     病床数:120床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    520,7097,7 医療法人社団　翠会　〒178-0062 精神       270（精急１）第292368号      平成30年 3月 1日
     陽和病院 練馬区大泉町二丁目１７番１号 病棟数:1棟
     03-3923-0221  病床数:54床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    621,1223,3 医療法人財団　厚生協〒121-0064 精神       377（精急１）第270142号      平成28年 2月 1日
     会　東京足立病院 足立区保木間五丁目２３番２０号 病棟種別:精神
     03-3883-6331  病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:56床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    721,1684,6 医療法人社団　大和会〒123-0841 精神       362（精急１）第262586号      平成26年 4月 1日
     　大内病院 足立区西新井五丁目４１番１号 病棟種別:精神
     03-3890-1306  病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     精神科急性期医師配置加算: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 精神科急性期治療病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月29日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    827,7006,3 医療法人社団　新新会〒189-0002 精神       206（精急１）第220141号      平成22年 2月 1日
     　多摩あおば病院 東村山市青葉町二丁目２７番１号 病棟種別:精神
     0423-93-2881  病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    928,7079,8 医療法人財団　良心会〒198-0001 精神       270（精急１）第293854号      平成29年 6月 1日
     　青梅成木台病院 青梅市成木一丁目４４７番地　 病棟数:1棟
     0428-74-4111  病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1029,1737,5 医療法人社団　明和会〒192-0151 一般        45（精急１）第257251号      平成25年11月 1日
     　西八王子病院 八王子市上川町２１５０番地 精神       182 病棟数:1棟
     0426-54-4551  病床数:41床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1129,1883,7 医療法人社団　光生会〒192-0152 療養        36（精急１）第270620号      平成28年 3月 1日
     　平川病院 八王子市美山町１０７６番地 精神       307 病棟種別:精神
     0426-51-3131  病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:44床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1229,7015,0 医療法人　永寿会　恩〒192-0153 一般        85（精急１）第279824号      平成28年 2月 1日
     方病院 八王子市西寺方町１０５番地 精神       385 病棟種別:精神
     0426-51-3411  病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1332,7012,1 医療法人社団　鶴永会〒195-0055 精神       200（精急１）第210029号      平成21年 1月 1日
     　鶴が丘ガーデンホス町田市三輪緑山二丁目２１３３番 病棟種別:精神
     ピタル 地１ 病床区分:精神
     044-988-3121  病棟数:1棟
     病床数:44床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1436,1379,1 公益財団法人　井之頭〒181-0012 精神       640（精急１）第277251号      平成27年11月 1日
     病院 三鷹市上連雀四丁目１４番１号 病棟種別:精神
     0422-44-5331  病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:128床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1536,1387,4 医療法人社団　碧水会〒181-0015 一般        39（精急１）第263209号      平成26年12月 1日
     　長谷川病院 三鷹市大沢二丁目２０番３６号 精神       551 精神科急性期医師配置加算:加
     0422-31-8600  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 精神科急性期治療病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月29日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1638,1406,8 医療法人社団　根岸病〒183-0042 精神       434（精急１）第274404号      平成27年 8月 1日
     院 府中市武蔵台二丁目１２番地２ 病棟種別:精神
     0425-72-4121  病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:59床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1750,1567,2 社会福祉法人　桜ヶ丘〒206-0021 精神       467（精急１）第282617号      平成28年12月 1日
     社会事業協会　桜ヶ丘多摩市連光寺一丁目１番１号 病棟数:1棟
     記念病院 0423-75-6311  病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1851,1961,5 特定医療法人社団　研〒206-0824 療養        79（精急１）第284999号      平成29年 3月 1日
     精会　稲城台病院 稲城市若葉台三丁目７番地１ 精神       318 病棟数:1棟
     0423-31-5531  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 精神科急性期治療病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月29日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    132,7014,7 医療法人社団　正心会〒194-0203 精神       166（精急２）第161665号      平成16年 8月 1日
     　よしの病院 町田市図師町２２５２番地 病棟数:1棟
     0427-91-0734  病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    242,1670,1 医療法人社団　青山会〒182-0035 精神       270（精急２）第296494号      平成29年 7月 1日
     　青木病院 調布市上石原三丁目３３番地１７一般        50 病棟数:1棟
     0424-83-1355  病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    350,7002,4 医療法人社団　聖美会〒206-0021 精神       349（精急２）第225001号      平成22年 5月 1日
     　多摩中央病院 多摩市連光寺二丁目６２番２号 看護配置加算:無
     0423-74-2111  看護補助加算:看護補助加算２
     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 児童・思春期精神科入院医療管理料　医科］ 平成30年 3月29日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    112,1533,4 公立学校共済組合　関〒158-0098 一般       353（児春入）第243350号      平成24年 4月 1日
     東中央病院 世田谷区上用賀六丁目２５番１号精神        50
     03-3429-1171  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    229,1369,7 医療法人財団　青溪会〒193-0841 精神       475（児春入）第290423号      平成29年12月 1日
     　駒木野病院 八王子市裏高尾町２７３番地
     0426-63-2222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    338,7012,8 東京都立小児総合医療〒183-8561 一般       347（児春入）第299811号      平成29年11月 1日
     センター 府中市武蔵台二丁目８番地２９ 精神       202
     042-300-5111  結核        12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    117,1192,8 医療法人社団　三恵会〒114-0024 精神       110（精療）第297223号        平成29年 8月 1日
     　西ヶ原病院 北区西ヶ原二丁目４６番９号 退院調整加算:有
     03-3917-6561  届出に係る病棟:療養
     病棟名:３Ｆ病棟
     病床数:43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220,1515,4 医療法人社団　じうん〒177-0053 一般        30（精療）第291088号        平成30年 1月 1日
     どう　慈雲堂病院 練馬区関町南四丁目１４番５３号精神       490 重症者加算１:有
     03-3928-6511  病床数:54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    321,1223,3 医療法人財団　厚生協〒121-0064 精神       377（精療）第261056号        平成26年 4月 1日
     会　東京足立病院 足立区保木間五丁目２３番２０号 重症者加算１:有
     03-3883-6331  病床数:163
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    421,1684,6 医療法人社団　大和会〒123-0841 精神       362（精療）第262587号        平成26年 4月 1日
     　大内病院 足立区西新井五丁目４１番１号 重症者加算１:有
     03-3890-1306  退院調整加算:有
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    527,1435,0 医療法人社団　恵友会〒189-0002 精神       315（精療）第291911号        平成30年 3月 1日
     　三恵病院 東村山市青葉町三丁目２９番地１ 重症者加算１:有
     0423-91-3035  病棟名:１-２病棟
     病床数:55
     重症者加算１:有
     病棟名:２-２病棟
     病床数:55
     重症者加算１:有
     病棟名:２-３病棟
     病床数:55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    627,7006,3 医療法人社団　新新会〒189-0002 精神       206（精療）第265211号        平成26年 5月 1日
     　多摩あおば病院 東村山市青葉町二丁目２７番１号 重症者加算１:有
     0423-93-2881  病床数:49
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    728,7011,1 医療法人財団　岩尾会〒198-0002 精神       429（精療）第263881号        平成27年 1月 1日
     　東京青梅病院 青梅市富岡三丁目１２５４番地 重症者加算１:有
     0428-74-5365  病床数:120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    828,7075,6 医療法人社団　幸悠会〒198-0052 精神       298（精療）第284493号        平成29年 3月 1日
     　鈴木慈光病院 青梅市長淵五丁目１０８６番地 病棟名:５病棟
     0428-22-3126  病床数:50
     病棟名:６病棟
     病床数:50
     病棟名:７病棟
     病床数:50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    928,7079,8 医療法人財団　良心会〒198-0001 精神       270（精療）第293855号        平成29年 6月 1日
     　青梅成木台病院 青梅市成木一丁目４４７番地　 重症者加算１:有
     0428-74-4111  精神保健福祉士配置加算:無
     退院調整加算:無
     病床数:174
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1028,7083,0 医療法人社団　三ッ葉〒198-0001 精神       130（精療）第286351号        平成28年 6月 1日
     葵会　西東京病院 青梅市成木一丁目１２２番地 重症者加算１:無
     0428-74-5228  精神保健福祉士配置加算:無
     退院調整加算:無
     病棟名:２病棟
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1129,1183,2 医療法人社団　東京愛〒192-0005 精神       516（精療）第261394号        平成26年 4月 1日
     成会　高月病院 八王子市宮下町１７８番地４ 重症者加算１:有
     0426-91-1131  病床数:180
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1229,1369,7 医療法人財団　青溪会〒193-0841 精神       475（精療）第298987号        平成29年10月 1日
     　駒木野病院 八王子市裏高尾町２７３番地 重症者加算１:有
     0426-63-2222  病棟名:Ｅ３病棟
     病床数:52
     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:6.3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1329,1372,1 一般財団法人　高尾保〒193-0844 精神       331（精療）第262093号        平成26年 4月 1日
     養院　東京高尾病院 八王子市高尾町２１８７番地 重症者加算１:有
     0426-61-6652  退院調整加算:無
     病床数:170
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1429,1373,9 医療法人財団　緑雲会〒192-0015 精神       384（精療）第286843号        平成29年 4月 1日
     　多摩病院 八王子市中野町２０８２番地 重症者加算１:有
     0426-23-5308  退院調整加算:無
     病床数:120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1529,1737,5 医療法人社団　明和会〒192-0151 一般        45（精療）第290217号        平成29年 4月 1日
     　西八王子病院 八王子市上川町２１５０番地 精神       182 重症者加算１:有
     0426-54-4551  届出に係る病棟:精神
     病床数:42
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1629,1883,7 医療法人社団　光生会〒192-0152 療養        36（精療）第296262号        平成29年 7月 1日
     　平川病院 八王子市美山町１０７６番地 精神       307 重症者加算１:有
     0426-51-3131  退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:東３・東４・東５
     病床数:133



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29日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1729,7009,3 医療法人社団　青雲会〒192-0911 一般        40（精療）第296823号        平成29年 8月 1日
     　北野台病院 八王子市打越町１０６８番地 精神       212 重症者加算１:有
     0426-37-1001  病床数:120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1829,7015,0 医療法人　永寿会　恩〒192-0153 一般        85（精療）第267601号        平成26年 7月 1日
     方病院 八王子市西寺方町１０５番地 精神       385 重症者加算１:有
     0426-51-3411  病床数:215
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1932,7002,2 医療法人財団　明理会〒195-0051 一般        81（精療）第293107号        平成29年 6月 1日
     　鶴川サナトリウム病町田市真光寺町１９７番地 精神       379 退院調整加算:有
     院 0427-35-2222  療養       127 病床数:57
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2032,7005,5 医療法人社団　鶴川さ〒195-0064 精神       118（精療）第285393号        平成29年 3月 1日
     くら会　鶴川さくら病町田市小野路町１６３２番地 病床数:60
     院 0427-35-2621  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2132,7012,1 医療法人社団　鶴永会〒195-0055 精神       200（精療）第284331号        平成28年 5月 1日
     　鶴が丘ガーデンホス町田市三輪緑山二丁目２１３３番 重症者加算１:有
     ピタル 地１ 退院調整加算:有
     044-988-3121  病床数:56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2232,7014,7 医療法人社団　正心会〒194-0203 精神       166（精療）第265788号        平成26年 4月 1日
     　よしの病院 町田市図師町２２５２番地 重症者加算１:無
     0427-91-0734  精神保健福祉士配置加算:無
     退院調整加算:無
     病床数:116
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2336,1379,1 公益財団法人　井之頭〒181-0012 精神       640（精療）第280188号        平成28年10月 1日
     病院 三鷹市上連雀四丁目１４番１号 重症者加算１:有
     0422-44-5331  病床数:60
     重症者加算１:有
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2438,1406,8 医療法人社団　根岸病〒183-0042 精神       434（精療）第285874号        平成29年 4月 1日
     院 府中市武蔵台二丁目１２番地２ 重症者加算１:有
     0425-72-4121  病床数:58
     重症者加算１:有
     病床数:50
     重症者加算１:有
     病床数:57
     重症者加算１:有
     病床数:58
     重症者加算１:有
     病床数:58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2541,1399,9 医療法人財団　美生会〒184-0013 精神       300（精療）第262333号        平成26年 4月 1日
     　小金井病院 小金井市前原町四丁目４番４７号 重症者加算１:有
     0423-81-1658  退院調整加算:無
     病床数:180
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2642,1670,1 医療法人社団　青山会〒182-0035 精神       270（精療）第285584号        平成28年 6月 1日
     　青木病院 調布市上石原三丁目３３番地１７一般        50 退院調整加算:有
     0424-83-1355  病床数:160
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2747,7010,3 医療法人社団　雄心会〒204-0023 精神       135（精療）第265789号        平成26年 4月 1日
     　山崎病院 清瀬市竹丘三丁目４番２５号 重症者加算１:無
     0424-91-2711  精神保健福祉士配置加算:無
     退院調整加算:無
     病棟名:第２病棟
     病床数:53
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2847,7011,1 医療法人社団　弘善会〒204-0012 精神       120（精療）第260802号        平成26年 4月 1日
     　清瀬富士見病院 清瀬市中清戸五丁目２７番地 重症者加算１:有
     0424-92-0311  退院調整加算:無
     病床数:120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2950,1567,2 社会福祉法人　桜ヶ丘〒206-0021 精神       467（精療）第290414号        平成29年 4月 1日
     社会事業協会　桜ヶ丘多摩市連光寺一丁目１番１号 重症者加算１:有
     記念病院 0423-75-6311  退院調整加算:有
     病棟名:１－３
     病床数:60
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     病棟名:３－１
     病床数:60
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     病棟名:３－３
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3051,1961,5 特定医療法人社団　研〒206-0824 療養        79（精療）第290064号        平成29年 4月 1日
     精会　稲城台病院 稲城市若葉台三丁目７番地１ 精神       318 重症者加算１:有
     0423-31-5531  精神保健福祉士配置加算:無
     退院調整加算:無
     病床数:120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


