
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29日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    108,7089,9 順天堂大学医学部附属〒136-0075 一般       275（認治１）第287133号      平成29年 4月 1日
     　順天堂東京江東高齢江東区新砂三丁目３番２０号 精神       129 病棟数:1
     者医療センター 03-5632-3111  病床数:43
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220,1515,4 医療法人社団　じうん〒177-0053 一般        30（認治１）第265369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 病棟種別:精神
     03-3928-6511  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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    328,7011,1 医療法人財団　岩尾会〒198-0002 精神       429（認治１）第242018号      平成24年 4月 1日
     　東京青梅病院 青梅市富岡三丁目１２５４番地 病棟種別:精神
     0428-74-5365  病床区分:精神
     病棟数:2
     病床数:120
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    428,7072,3 医療法人財団　岩尾会〒198-0025 精神       450（認治１）第241411号      平成24年 4月 1日
     　東京海道病院 青梅市末広町一丁目４番地５ 病棟種別:精神
     0428-32-0111  病棟数:1
     病床数:50
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    528,7084,8 医療法人社団　純正会〒198-0005 精神       180（認治１）第242700号      平成24年 4月 1日
     　青梅東部病院 青梅市黒沢一丁目６１９番地９ 病棟種別:精神
     0428-74-7711  病床区分:精神
     病棟数:3
     病床数:180
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    629,1183,2 医療法人社団　東京愛〒192-0005 精神       516（認治１）第185555号      平成18年10月 1日
     成会　高月病院 八王子市宮下町１７８番地４ 病棟種別:精神
     0426-91-1131  病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    729,1883,7 医療法人社団　光生会〒192-0152 療養        36（認治１）第296263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 病棟種別:精神
     0426-51-3131  病棟数:1
     病床数:45
     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29日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    829,1972,8 医療法人社団　小松会〒193-0934 療養        46（認治１）第203790号      平成20年 5月 1日
     　聖パウロ病院 八王子市小比企町１７１０番地 精神       274 病棟種別:精神
     0426-35-5111  病棟数:5
     病床数:274
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    929,7015,0 医療法人　永寿会　恩〒192-0153 一般        85（認治１）第259428号      平成26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
     病床数:50
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1029,7113,3 医療法人社団　純正会〒193-0801 療養        72（認治１）第278195号      平成27年12月 1日
     　八王子北部病院 八王子市川口町１５４０番地１９精神       100 病棟種別:精神
     0426-59-8811  病棟数:2
     病床数:100
     基本料区分:精神入院
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1129,7123,2 医療法人社団　孝山会〒193-0802 療養        33（認治１）第284398号      平成29年 1月 1日
     　滝山病院 八王子市犬目町６４１番地 精神       300 病棟数:1
     042-654-6131  病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1232,7002,2 医療法人財団　明理会〒195-0051 一般        81（認治１）第293108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 病棟数:3
     院 0427-35-2222  療養       127 病床数:174
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1336,1387,4 医療法人社団　碧水会〒181-0015 一般        39（認治１）第241762号      平成24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 病床数:50
     0422-31-8600  退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1442,1670,1 医療法人社団　青山会〒182-0035 精神       270（認治１）第245432号      平成24年 4月 1日
     　青木病院 調布市上石原三丁目３３番地１７一般        50 病棟種別:精神
     0424-83-1355  病棟数:1
     病床数:50
     退院調整加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1550,1567,2 社会福祉法人　桜ヶ丘〒206-0021 精神       467（認治１）第290413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 病棟種別:精神
     記念病院 0423-75-6311  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29日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1651,1961,5 特定医療法人社団　研〒206-0824 療養        79（認治１）第297734号      平成29年 9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
     0423-31-5531  病床数:60
     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２　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)

    124,1892,9 医療法人社団　崎陽会〒190-0181 一般        56（認治２）第292363号      平成29年 5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 病棟数:1
     地 療養       147 病床数:60
     0425-97-0811  退院調整加算: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29日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    119,1513,1 一般財団法人　精神医〒173-0037 一般        49（移機強）第299902号      平成29年12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 重症者加算１:有
     蔵野病院 03-5986-3111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220,1515,4 医療法人社団　じうん〒177-0053 一般        30（移機強）第291089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  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    338,1406,8 医療法人社団　根岸病〒183-0042 精神       434（移機強）第285875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  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    442,7008,8 特定医療法人社団　研〒182-0005 精神       227（移機強）第283340号      平成29年 1月 1日
     精会　山田病院 調布市東つつじケ丘二丁目３６番
     地１
     03-3308-8281  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


