
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)

    1100,274.0 医療法人社団　明芳会〒244-0805 一般        36（特疾１）第19号          平成21年12月 1日
     戸医274 　新戸塚病院 横浜市戸塚区川上町６９０－２ 療養       297 病棟名:Ｃ－１病棟
     045-822-4151  届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:36床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2220,684.5 クローバーホスピタル〒251-0025 療養        28（特疾１）第21号          平成29年 6月 1日
     藤医684 藤沢市鵠沼石上３－３－６ 一般       137 病棟名:特殊疾患病棟
     0466-22-7111  (0466-22-7112) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.47㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.34㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:35床
     入院患者の比率:85
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3240,161.0 茅ケ崎新北陵病院 〒253-0007 一般       180（特疾１）第3号           平成29年 2月 1日
     (246,161.4) 茅ヶ崎市行谷５８３－１ 療養       109 病棟名:３階東病棟
     茅医161 0467-53-4111  (0467-53-4113) 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:8㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:60床
     入院患者の比率:80.7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4280,082.9 医療法人社団三喜会　〒257-0001 一般       145（特疾１）第18号          平成21年10月 1日
     (286,082.3) 鶴巻温泉病院 秦野市鶴巻北１－１６－１ 療養       446 病棟名:２階西病床
     秦医82 0463-78-1311  (0463-78-5955) 届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5310,331.4 医療法人社団　成仁会〒233-0013 一般        97（特疾１）第12号          平成20年10月 1日
     港南医331 　長田病院 横浜市港南区丸山台２－２－１０ 病棟名:特殊疾患療養病棟
     045-842-1121  (045-842-1528) 届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6370,316.2 医療法人社団明芳会　〒225-0012 一般        60（特疾１）第16号          平成20年10月 1日
     青医316 江田記念病院 横浜市青葉区あざみ野南１－１ 療養        57 病棟名:５階病棟
     045-912-0111  (045-910-5646) 精神       112 届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数: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 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)

    1191,004.1 ライフゆう 〒240-0107 一般        58（特疾２）第26号          平成28年 8月 1日
     横須医1004 横須賀市湘南国際村１－４－６ 病棟名:３階病棟
     046-856-6833  (046-856-6834) 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:100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2210,183.0 小さき花の園 〒248-0033 一般        72（特疾２）第25号          平成25年 6月 1日
     鎌医183 鎌倉市腰越１－２－１ 病棟名:第１病棟
     0467-31-6703  届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:52床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3230,317.0 太陽の門 〒250-0032 一般        52（特疾２）第9号           平成20年10月 1日
     小医317 小田原市風祭５６３ 病棟名:特殊疾患病棟
     0465-24-6561  (0465-21-6506) 届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:52床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4320,276.9 横浜療育医療センター〒241-0014 一般       113（特疾２）第11号          平成29年 6月 1日
     (326,276.3) 横浜市旭区市沢町５５７－２ 病棟名:Ｂ棟
     旭医276 045-352-6551  (045-352-9241) 病棟面積のうち患者１人当たり
     :17.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.6㎡
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:68床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5340,315.1 医療法人社団　哺育会〒246-0026 精神       389（特疾２）第24号          平成25年 8月 1日
     瀬医315 　横浜相原病院 横浜市瀬谷区阿久和南２－３－１ 病棟名:３Ａ病棟
     ２ 届出に係る病棟病床数:53床
     045-362-7111  (045-362-7306) 病棟名:３Ｂ病棟
     届出に係る病棟病床数:46床
     病棟名:４Ｂ病棟
     届出に係る病棟病床数:47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 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)

    1010,006.5 平和病院 〒230-0017 一般       106（緩）第13号              平成24年 4月 1日
     鶴医6 横浜市鶴見区東寺尾中台２９－１療養        40 当該病棟総数病床数①:16床
     045-581-2211  (045-581-7651) 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％
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2020,001.4 社会福祉法人恩賜財団〒221-8601 一般       199（緩）第25号              平成30年 2月 1日
     (026,001.8) 済生会支部神奈川県済横浜市神奈川区富家町６－６ 当該病棟総数病床数①:14床
     神医1 生会　神奈川県病院 045-432-1111  (045-432-1119) 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:66.
     61㎡
     病室部分の面積１床当たり:12.
     9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3080,005.2 国家公務員共済組合連〒236-0037 一般       565（緩）第21号              平成28年 5月 1日
     (086,005.6) 合会　横浜南共済病院横浜市金沢区六浦東１－２１－１ 当該病棟総数病床数①:20床
     金医5 045-782-2101  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:53.
     3㎡
     病室部分の面積１床当たり:14.
     8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4140,115.7 日野原記念ピースハウ〒259-0151 一般        22（緩）第1号               平成24年 4月 1日
     足上医115 ス病院 足柄上郡中井町井ノ口１０００－ 当該病棟総数病床数①:22床
     １ 当該病棟の特別の療養環境の提
     0465-81-8900  供に係る病床数の割合:45.4％
     当該病棟の面積１床当たり:97.
     9㎡
     病室部分の面積１床当たり:11.
     9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5190,132.1 社会福祉法人　日本医〒238-0026 一般       251（緩）第3号               平成23年 4月 1日
     横須医132 療伝道会　衣笠病院 横須賀市小矢部２－２３－１ 当該病棟総数病床数①:20床
     0468-52-1182  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:64.
     71㎡
     病室部分の面積１床当たり:15.
     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 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)

    6220,105.1 一般財団法人　同友会〒252-0802 一般       267（緩）第24号              平成29年 4月 1日
     藤医105 　藤沢湘南台病院 藤沢市高倉２３４５ 療養        63 当該病棟総数病床数①:19床
     0466-44-1451  当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:47.4％
     当該病棟の面積１床当たり:30.
     1㎡
     病室部分の面積１床当たり:12.
     06㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7220,168.9 湘南中央病院 〒251-0056 一般       156（緩）第10号              平成23年 4月 1日
     藤医168 藤沢市羽鳥１－３－４３ 療養        43 当該病棟総数病床数①:16床
     0466-36-8151  (0466-35-2886) 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:62.
     6㎡
     病室部分の面積１床当たり:12.
     2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8240,250.1 湘南東部総合病院 〒253-0083 一般       264（緩）第23号              平成29年 2月 1日
     (246,250.5) 茅ケ崎市西久保５００ 精神        44 当該病棟総数病床数①:32床
     茅医250 0467-83-9111  (0467-83-9114) 療養        40 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.
     8㎡
     病室部分の面積１床当たり:17.
     8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9260,040.1 神奈川県厚生農業協同〒252-5188 一般       431（緩）第15号              平成23年10月 1日
     (266,040.5) 組合連合会　相模原協相模原市緑区橋本２－８－１８ その他       6 当該病棟総数病床数①:12床
     相医40 同病院 042-772-4291  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％
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10280,082.9 医療法人社団三喜会　〒257-0001 一般       145（緩）第14号              平成23年 9月 1日
     (286,082.3) 鶴巻温泉病院 秦野市鶴巻北１－１６－１ 療養       446 当該病棟総数病床数①:25床
     秦医82 0463-78-1311  (0463-78-5955) 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:41.
     5㎡
     病室部分の面積１床当たり: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

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)

   11290,114.8 東名厚木病院 〒243-8571 一般       277（緩）第26号              平成29年11月 1日
     厚医114 厚木市船子２３２ 当該病棟総数病床数①:14床
     046-229-1771  当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:14.3％
     当該病棟の面積１床当たり:49.
     33㎡
     病室部分の面積１床当たり:13.
     73㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12320,454.2 神奈川県立がんセンタ〒241-0815 一般       415（緩）第18号              平成25年11月 2日
     (326,454.6) ー 横浜市旭区中尾２－３－２ 当該病棟総数病床数①:20床
     旭医454 045-520-2222  (045-520-2202) 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％
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13340,242.7 横浜甦生病院 〒246-0031 一般        51（緩）第2号               平成23年 4月 1日
     瀬医242 横浜市瀬谷区瀬谷４－３０－３０療養        30 当該病棟総数病床数①:12床
     045-302-5001  (045-303-5736) 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％
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14360,053.3 社会福祉法人　親善福〒245-0006 一般       287（緩）第22号              平成28年 5月 1日
     泉医53 祉協会　国際親善総合横浜市泉区西が岡１－２８－１ 当該病棟総数病床数①:25床
     病院 045-813-0221  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％
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15380,125.5 昭和大学横浜市北部病〒224-8503 一般       597（緩）第6号               平成23年 4月 1日
     (386,125.9) 院 横浜市都筑区茅ケ崎中央３５－１精神        92 当該病棟総数病床数①:25床
     都医125 045-949-7000  (045-949-7117) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:44％
     当該病棟の面積１床当たり:46.
     8㎡
     病室部分の面積１床当たり:15.
     7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16400,020.4 神奈川県厚生農業協同〒259-1187 一般       350（緩）第19号              平成26年 9月 1日
     伊医20 組合連合会　伊勢原協伊勢原市田中３４５ 当該病棟総数病床数①:14床
     同病院 0463-94-2111  (0463-96-1759) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:42.8％
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17500,014.6 医療法人誠医会　宮川〒210-0802 一般       175（緩）第17号              平成29年12月 1日
     川医14 病院 川崎市川崎区大師駅前２－１３－ 当該病棟総数病床数①:12床
     １３ 当該病棟の特別の療養環境の提
     044-222-3255  供に係る病床数の割合:33.3％
     当該病棟の面積１床当たり:49.
     05㎡
     病室部分の面積１床当たり:8.1
     ㎡



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 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)

   18500,415.5 ＡＯＩ国際病院 〒210-0822 一般       148（緩）第20号              平成27年 5月 1日
     (506,415.9) 川崎市川崎区田町２－９－１ 療養       180 当該病棟総数病床数①:28床
     川医415 044-277-5511  (044-277-5568) 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:35.
     09㎡
     病室部分の面積１床当たり:9.8
     6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19520,005.0 川崎市立井田病院 〒211-0035 一般       343（緩）第4号               平成26年 7月 1日
     (526,005.4) 川崎市中原区井田２－２７－１ 結核        40 当該病棟総数病床数①:23床
     中原医5 044-766-2188  当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:17.39％
     当該病棟の面積１床当たり:55.
     46㎡
     病室部分の面積１床当たり:12.
     69㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20980,111.9 横浜市立市民病院 〒240-8555 一般       624（緩）第16号              平成24年 5月 1日
     (986,111.3) 横浜市保土ケ谷区岡沢町５６ 一般（感染） 当該病棟総数病床数①:20床
     保医111 045-331-1961              26 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％
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21980,582.1 横浜市立みなと赤十字〒231-8682 一般       584（緩）第11号              平成23年 4月 1日
     (986,582.5) 病院 横浜市中区新山下３－１２－１ 精神        50 当該病棟総数病床数①:25床
     中区医582 045-628-6100  (045-628-6101) 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％
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

    1230,078.8 公益財団法人積善会　〒250-0203 精神       387（精救１）第7号           平成27年 8月 1日
     (236,078.2) 曽我病院 小田原市曽我岸１４８ 病棟数:1棟
     小医78 0465-42-1630  病床数:52床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2260,332.2 北里大学東病院 〒252-0380 一般       303（精救１）第3号           平成26年 4月 1日
     相医332 相模原市南区麻溝台２－１－１ 精神       110 病棟数:1棟
     042-748-9111  (042-748-9119) 病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3310,565.7 神奈川県立精神医療セ〒233-0006 精神       323（精救１）第6号           平成27年 1月 1日
     (316,565.1) ンター 横浜市港南区芹が谷２－５－１ 病床数:30床
     港南医565 045-822-0241  (045-825-3852) 病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4320,015.1 あさひの丘病院 〒241-0803 精神       240（精救１）第5号           平成26年 4月 1日
     旭医15 横浜市旭区川井本町１２８－１ 病床数:46床
     045-951-5600  (045-955-4389)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5320,125.8 公益財団法人積善会　〒241-0014 精神       299（精救１）第8号           平成27年 9月 1日
     旭医125 日向台病院 横浜市旭区市沢町１０８１ 病棟数:1棟
     045-373-4114  病床数:58床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6380,125.5 昭和大学横浜市北部病〒224-8503 一般       597（精救１）第4号           平成26年 4月 1日
     (386,125.9) 院 横浜市都筑区茅ケ崎中央３５－１精神        92
     都医125 045-949-7000  (045-949-7117)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1020,006.3 公益財団法人紫雲会　〒221-0801 精神       252（精急１）第25号          平成26年 5月 1日
     神医6 横浜病院 横浜市神奈川区神大寺３－１－１ 病床数:48床
     ２
     045-491-2661  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2100,014.0 医療法人積愛会　横浜〒244-0813 精神       600（精急１）第23号          平成27年 5月 1日
     戸医14 舞岡病院 横浜市戸塚区舞岡町３４８２ 病床数:35床
     045-822-2125  精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3100,457.1 横浜丘の上病院 〒244-0802 精神       218（精急１）第12号          平成26年 8月 1日
     戸医457 横浜市戸塚区平戸１－２０－２８ 病棟種別:精神
     045-822-0751  (045-822-0758) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:32床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4120,096.3 医療法人社団朋友会　〒253-0106 精神       184（精急１）第20号          平成22年12月 1日
     高座医96 けやきの森病院 高座郡寒川町宮山３５０５ 病棟種別:精神
     0467-74-5331  病棟数:1棟
     病床数:44床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5200,105.5 医療法人研水会　平塚〒254-0915 精神       298（精急１）第21号          平成23年 1月 1日
     平医105 病院 平塚市出縄４７６ 病棟種別:精神
     0463-32-0380  (0463-34-4993) 病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6220,235.6 藤沢病院 〒251-8530 精神       420（精急１）第11号          平成26年 4月 1日
     (226,235.0) 藤沢市小塚３８３ 病棟種別:精神
     藤医235 0466-23-2343  (0466-24-5050) 病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7230,107.5 医療法人清輝会　国府〒256-0811 精神       260（精急１）第8号           平成24年 4月 1日
     小医107 津病院 小田原市田島１２５ 病棟種別:精神
     0465-47-2225  (0465-48-8125) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8240,250.1 湘南東部総合病院 〒253-0083 一般       264（精急１）第33号          平成29年10月 1日
     (246,250.5) 茅ケ崎市西久保５００ 精神        44 病棟種別:精神
     茅医250 0467-83-9111  (0467-83-9114) 療養        40 病棟数:1棟
     病床数:44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      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    9260,227.4 医療法人社団博奉会　〒252-0335 精神       200（精急１）第32号          平成29年 8月 1日
     相医227 相模ケ丘病院 相模原市南区下溝４３７８ 病棟種別:精神
     042-778-0200  (042-778-3876) 病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10260,332.2 北里大学東病院 〒252-0380 一般       303（精急１）第15号          平成26年 4月 1日
     相医332 相模原市南区麻溝台２－１－１ 精神       110 病棟種別:精神
     042-748-9111  (042-748-9119) 病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11270,035.9 福井記念病院 〒238-0115 精神       448（精急１）第16号          平成22年 6月 1日
     (276,035.3) 三浦市初声町高円坊１０４０－２ 病棟種別:精神
     浦市医35 046-888-2145  病棟数:1棟
     病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12280,034.0 医療法人　丹沢病院 〒259-1304 精神       318（精急１）第27号          平成28年12月 1日
     秦医34 秦野市堀山下５５７ 病棟種別:精神
     0463-88-2455  病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13280,043.1 医療法人社団　厚仁会〒257-0003 精神       160（精急１）第6号           平成18年10月 1日
     秦医43 　秦野厚生病院 秦野市南矢名２－１２－１ 病棟種別:精神
     0463-77-1108  (0463-77-4916) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14290,006.6 医療法人弘徳会　愛光〒243-0005 精神       359（精急１）第17号          平成26年 6月 1日
     (296,006.0) 病院 厚木市松枝２－７－１ 病棟種別:精神
     厚医6 0462-21-1737  病棟数:1棟
     病床数:57床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15290,130.4 相州病院 〒243-0201 精神       263（精急１）第3号           平成26年 8月 1日
     厚医130 厚木市上荻野１６８２－３ 病棟種別:精神
     046-241-3351  (046-241-5490) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16310,565.7 神奈川県立精神医療セ〒233-0006 精神       323（精急１）第18号          平成27年 1月 1日
     (316,565.1) ンター 横浜市港南区芹が谷２－５－１ 病棟種別:精神
     港南医565 045-822-0241  (045-825-3852) 病棟数:1棟
     病床数:30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     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   17320,015.1 あさひの丘病院 〒241-0803 精神       240（精急１）第24号          平成26年 8月 1日
     旭医15 横浜市旭区川井本町１２８－１ 病棟種別:精神
     045-951-5600  (045-955-4389) 病棟数:1棟
     病床数:48床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18320,320.5 神奈川病院 〒241-0803 精神        58（精急１）第2号           平成26年11月 1日
     旭医320 横浜市旭区川井本町１２２－１ 精神        55 病棟種別:精神
     045-951-9811  その他      50 病棟数:1棟
     病床数:57床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19320,443.5 横浜カメリアホスピタ〒241-0003 精神       120（精急１）第29号          平成27年11月 1日
     旭医443 ル 横浜市旭区白根町９２０ 病棟種別:精神
     045-958-0205  (045-958-0206) 病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20370,316.2 医療法人社団明芳会　〒225-0012 一般        60（精急１）第28号          平成27年 9月 1日
     青医316 江田記念病院 横浜市青葉区あざみ野南１－１ 療養        57 病棟種別:精神
     045-912-0111  (045-910-5646) 精神       112 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:52床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21530,163.5 医療法人社団　ハート〒213-0006 精神       320（精急１）第9号           平成24年 4月 1日
     高津医163 フル川崎病院 川崎市高津区下野毛２－１－３ 病棟種別:精神
     044-833-7151  (044-844-6844) 病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22540,040.3 医療法人新光会　生田〒214-0037 精神       300（精急１）第14号          平成29年 1月 1日
     (546,040.7) 病院 川崎市多摩区西生田５－２４－１ 病棟種別:精神
     多医40 044-966-2151  (044-955-4314) 病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23540,126.0 医療法人社団慶神会　〒214-0014 精神       140（精急１）第7号           平成27年11月 1日
     多医126 武田病院 川崎市多摩区登戸３１９３ 病棟種別:精神
     044-911-4050  病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     精神科急性期医師配置加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24990,007.7 独立行政法人国立病院〒239-0841 一般        86（精急１）第30号          平成28年 7月 1日
     (996,007.1) 機構　久里浜医療セン横須賀市野比５－３－１ 精神       246 病棟種別:精神
     横須医7 ター 046-848-1550  病棟数:1棟
     病床数:49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     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1280,131.4 医療法人財団　青山会〒259-1335 精神       276（精急２）第16号          平成29年 8月 1日
     (286,131.8) 　みくるべ病院 秦野市三廻部９４８ 病棟種別:精神
     秦医131 0463-88-0266  (0463-87-3591) 病棟数:1棟
     病床数:56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29日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,512.2 社会福祉法人恩賜財団〒230-0012 一般       510（精合併）第1号           平成26年 4月 1日
     (016,512.6) 済生会支部神奈川県済横浜市鶴見区下末吉３－６－１ 精神        50
     鶴医512 生会　横浜市東部病院045-576-3000  (045-576-3525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2050,444.9 公立大学法人　横浜市〒232-0024 一般       676（精合併）第3号           平成26年 7月 1日
     (056,444.3) 立大学附属市民総合医横浜市南区浦舟町４－５７ 精神        50
     南医444 療センター 045-261-5656  (045-231-1846)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3980,582.1 横浜市立みなと赤十字〒231-8682 一般       584（精合併）第2号           平成26年 4月 1日
     (986,582.5) 病院 横浜市中区新山下３－１２－１ 精神        50
     中区医582 045-628-6100  (045-628-6101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1050,474.6 神奈川県立こども医療〒232-8555 一般       379（児春入）第1号           平成24年 4月 1日
     (056,474.0) センター 横浜市南区六ツ川２－１３８－４精神        40
     南医474 045-711-2351  (045-721-3324)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2290,006.6 医療法人弘徳会　愛光〒243-0005 精神       359（児春入）第3号           平成26年 5月 1日
     (296,006.0) 病院 厚木市松枝２－７－１
     厚医6 0462-21-1737  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3310,565.7 神奈川県立精神医療セ〒233-0006 精神       323（児春入）第5号           平成27年 1月 1日
     (316,565.1) ンター 横浜市港南区芹が谷２－５－１
     港南医565 045-822-0241  (045-825-3852)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4320,443.5 横浜カメリアホスピタ〒241-0003 精神       120（児春入）第4号           平成26年 9月 1日
     旭医443 ル 横浜市旭区白根町９２０
     045-958-0205  (045-958-0206)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5550,023.6 一般財団法人聖マリア〒216-0003 精神       297（児春入）第2号           平成27年 7月 1日
     宮医23 ンナ会　東横惠愛病院川崎市宮前区有馬４－１７－２３
     044-877-5522  (044-852-0703)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1020,006.3 公益財団法人紫雲会　〒221-0801 精神       252（精療）第45号            平成26年 4月 1日
     神医6 横浜病院 横浜市神奈川区神大寺３－１－１ 重症者加算１:有
     ２ 退院調整加算:有
     045-491-2661  届出に係る病棟:精神
     病棟名:３Ａ
     病床数:48
     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:４Ａ
     病床数:48
     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:１Ａ
     病床数:48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2060,234.2 医療法人社団　静心会〒240-0067 精神       182（精療）第51号            平成29年11月 1日
     保医234 　常盤台病院 横浜市保土ケ谷区常盤台７０－２ 重症者加算１:有
     ６ 届出に係る病棟:精神
     045-341-7700  (045-337-2054) 病棟名:２Ｆ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.67㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.44㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３Ｆ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.42㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.44㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3100,014.0 医療法人積愛会　横浜〒244-0813 精神       600（精療）第35号            平成29年 5月 1日
     戸医14 舞岡病院 横浜市戸塚区舞岡町３４８２ 重症者加算１:有
     045-822-2125  届出に係る病棟:精神
     病棟名:１Ａ、１Ｂ、５Ａ、５
     Ｂ、７Ａ、７Ｂ、７Ｃ、７Ｄ
     病床数:461
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4100,170.0 十愛病院 〒244-0801 精神 （精療）第33号            平成26年 4月 1日
     戸医170 横浜市戸塚区品濃町１１４０ 　　一般    48 届出に係る病棟:精神
     045-822-0321  (045-822-0490) 精神 病棟名:精神療養病棟
     　　療養    46 病床数:46



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)

    5100,457.1 横浜丘の上病院 〒244-0802 精神       218（精療）第30号            平成26年 4月 1日
     戸医457 横浜市戸塚区平戸１－２０－２８ 重症者加算１:有
     045-822-0751  (045-822-0758) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病床数:103
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6120,096.3 医療法人社団朋友会　〒253-0106 精神       184（精療）第42号            平成29年 2月 1日
     高座医96 けやきの森病院 高座郡寒川町宮山３５０５ 重症者加算１:有
     0467-74-5331  届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｅ病棟
     病床数:60
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｃ－２病棟
     病床数:40
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｃ－３病棟
     病床数:40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7160,030.3 医療法人社団　増田厚〒243-0112 精神       325（精療）第15号            平成26年 4月 1日
     愛医30 生会　清川遠寿病院 愛甲郡清川村煤ケ谷３４１４ 重症者加算１:有
     046-288-1511  届出に係る病棟:精神
     病棟名:２病棟
     病床数:43
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:東1病棟
     病床数:50
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:東３病棟
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8190,233.7 社会福祉法人湘南福祉〒237-0067 一般       117（精療）第36号            平成26年 4月 1日
     (196,233.1) 協会　総合病院湘南病横須賀市鷹取１－１－１ 精神       120 重症者加算１:有
     横須医233 院 046-865-4105  (046-866-4584) 療養        50 届出に係る病棟:精神
     病棟名:高取病棟
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

    9200,105.5 医療法人研水会　平塚〒254-0915 精神       298（精療）第20号            平成26年 6月 1日
     平医105 病院 平塚市出縄４７６ 重症者加算１:有
     0463-32-0380  (0463-34-4993) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｂ－２病棟
     病床数:56
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     病棟名:Ｂ－３病棟
     病床数:56
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     病棟名:Ｃ－２病棟
     病床数:50
     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－５病棟
     病床数:40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10200,118.8 医療法人社団清風会　〒259-1205 精神 （精療）第37号            平成26年 4月 1日
     平医118 富士見台病院 平塚市土屋１６４５ 　　一般   250 重症者加算１:有
     0463-58-0186  精神 届出に係る病棟:精神
     　　療養    55 病棟名:中央病棟２・３
     病床数:55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11220,235.6 藤沢病院 〒251-8530 精神       420（精療）第9号             平成29年 4月 1日
     (226,235.0) 藤沢市小塚３８３ 重症者加算１:有
     藤医235 0466-23-2343  (0466-24-5050) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:かえで３階病棟
     病床数:60
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:かえで４階病棟
     病床数:60
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:かえで５階病棟
     病床数:60
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:さくら４階病棟、さく
     ら５階病棟
     病床数:120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

   12220,765.2 医療法人社団　いしず〒252-0805 精神       109（精療）第50号            平成26年10月 1日
     (226,765.6) え　湘南敬愛病院 藤沢市円行１－１３－７ 届出に係る病棟:精神
     藤医765 0466-44-5955  (0466-46-3196) 病棟名:３階精神療養病棟
     病床数:49
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13230,078.8 公益財団法人積善会　〒250-0203 精神       387（精療）第3号             平成28年12月 1日
     (236,078.2) 曽我病院 小田原市曽我岸１４８ 重症者加算１:有
     小医78 0465-42-1630  届出に係る病棟:精神
     病棟名:東２
     病床数:60
     重症者加算１:有
     病棟名:南３
     病床数:60
     重症者加算１:有
     病棟名:東３
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14230,107.5 医療法人清輝会　国府〒256-0811 精神       260（精療）第26号            平成26年 4月 1日
     小医107 津病院 小田原市田島１２５ 重症者加算１:有
     0465-47-2225  (0465-48-8125) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:西２・３
     病床数:58
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:北２・３
     病床数:52
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:本館３階
     病床数:50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15240,224.6 湘南さくら病院 〒253-0081 精神       156（精療）第34号            平成26年 4月 1日
     茅医224 茅ケ崎市下寺尾１８３３ 重症者加算１:有
     0467-54-2255  届出に係る病棟:精神
     病棟名:２F
     病床数:52
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３F
     病床数:52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16260,068.2 医療法人寿康会　相模〒252-0334 精神       173（精療）第11号            平成26年 4月 1日
     (266,068.6) 病院 相模原市南区若松１－１２－２５ 重症者加算１:有
     相医68 042-743-0311  (042-743-0312) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:第二病棟
     病床数:60



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)

   17260,227.4 医療法人社団博奉会　〒252-0335 精神       200（精療）第44号            平成26年 4月 1日
     相医227 相模ケ丘病院 相模原市南区下溝４３７８ 重症者加算１:有
     042-778-0200  (042-778-3876) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ａ病棟
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18260,732.3 医療法人社団　清伸会〒252-0186 療養       216（精療）第22号            平成28年 8月 1日
     相医732 　ふじの温泉病院 相模原市緑区牧野８１４７－２ 精神       256 病棟名:本館２病棟
     042-689-2321  (042-689-2325) 病床数:54
     病棟名:本館７病棟
     病床数:50
     病棟名:本館６病棟
     病床数:50
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:本館４病棟
     病床数:52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19270,035.9 福井記念病院 〒238-0115 精神       448（精療）第39号            平成26年 4月 1日
     (276,035.3) 三浦市初声町高円坊１０４０－２ 重症者加算１:有
     浦市医35 046-888-2145  精神保健福祉士配置加算: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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   20280,034.0 医療法人　丹沢病院 〒259-1304 精神       318（精療）第27号            平成27年 5月 1日
     秦医34 秦野市堀山下５５７ 重症者加算１:有
     0463-88-2455  退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第２病棟
     病床数:52
     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:第６病棟
     病床数:59
     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:第７病棟
     病床数:60
     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:第８病棟
     病床数:60
     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:第５病棟
     病床数:37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21280,043.1 医療法人社団　厚仁会〒257-0003 精神       160（精療）第5号             平成26年 4月 1日
     秦医43 　秦野厚生病院 秦野市南矢名２－１２－１ 重症者加算１:有
     0463-77-1108  (0463-77-4916) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:療養病棟
     病床数:47
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22280,131.4 医療法人財団　青山会〒259-1335 精神       276（精療）第23号            平成26年 4月 1日
     (286,131.8) 　みくるべ病院 秦野市三廻部９４８ 重症者加算１:有
     秦医131 0463-88-0266  (0463-87-3591) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第３病棟
     病床数:60
     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:第５病棟
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   23290,006.6 医療法人弘徳会　愛光〒243-0005 精神       359（精療）第4号             平成28年 4月 1日
     (296,006.0) 病院 厚木市松枝２－７－１ 重症者加算１:有
     厚医6 0462-21-1737  退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:療養病棟Ⅰ
     病床数:47
     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:療養病棟Ⅱ
     病床数:60
     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:療養病棟Ⅲ
     病床数:50
     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:静養病棟Ⅰ
     病床数:57
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24290,130.4 相州病院 〒243-0201 精神       263（精療）第14号            平成26年 4月 1日
     厚医130 厚木市上荻野１６８２－３ 重症者加算１:有
     046-241-3351  (046-241-5490) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:新館４病棟
     病床数:58
     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:東館２病棟
     病床数:42
     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:新館２病棟
     病床数:57
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   25300,081.7 医療法人正史会　大和〒242-0018 精神        70（精療）第18号            平成27年 3月 1日
     大和医81 病院 大和市深見西３－２－３７ 療養       180 重症者加算１:有
     046-261-0161  退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４階病棟
     病床数:60
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:５階病棟
     病床数:60
     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:３階病棟
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26310,174.8 医療法人正和会　日野〒234-0051 精神       304（精療）第43号            平成26年 4月 1日
     (316,174.2) 病院 横浜市港南区日野３－９－３ 重症者加算１:有
     港南医174 045-843-8511  退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１病棟・２病棟
     病床数:120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27320,125.8 公益財団法人積善会　〒241-0014 精神       299（精療）第7号             平成26年 4月 1日
     旭医125 日向台病院 横浜市旭区市沢町１０８１ 重症者加算１:有
     045-373-4114  届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｅ１
     病床数:60
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｅ２
     病床数:60
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｍ２
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28330,493.8 医療法人社団元気会　〒226-0013 療養       164（精療）第32号            平成26年 4月 1日
     緑医493 横浜病院 横浜市緑区寺山町７２９ 精神        50 病棟名:２－３階、２－４階病
     045-933-1011  (045-931-0862) 介護       112 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     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   29340,315.1 医療法人社団　哺育会〒246-0026 精神       389（精療）第47号            平成29年 6月 1日
     瀬医315 　横浜相原病院 横浜市瀬谷区阿久和南２－３－１ 重症者加算１:有
     ２ 退院調整加算:有
     045-362-7111  (045-362-7306) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:１Ａ病棟
     病床数:53
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.83㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.9㎡
     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:２Ａ病棟
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.63㎡
     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:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１Ｂ病棟
     病床数:31
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.43㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.97㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30430,021.6 医療法人社団明芳会　〒250-0136 療養        55（精療）第46号            平成28年 1月 1日
     南足医21 北小田原病院 南足柄市矢倉沢６２５ 精神       290 退院調整加算:有
     0465-73-2191  届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｃ棟４階
     病床数:48
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｂ棟４階
     病床数:50
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｃ５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

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     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   31510,122.5 医療法人社団　正慶会〒212-0054 精神       200（精療）第48号            平成26年 4月 1日
     幸医122 　栗田病院 川崎市幸区小倉２－３０－１３ 重症者加算１:有
     044-599-2441  届出に係る病棟:精神
     病棟名:精神療養病棟
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32530,163.5 医療法人社団　ハート〒213-0006 精神       320（精療）第40号            平成26年 4月 1日
     高津医163 フル川崎病院 川崎市高津区下野毛２－１－３ 重症者加算１:有
     044-833-7151  (044-844-6844) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:西２階病棟
     病床数:60
     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３階病棟
     病床数:60
     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:東２階病棟
     病床数:20
     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:東４階病棟
     病床数:38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33540,040.3 医療法人新光会　生田〒214-0037 精神       300（精療）第41号            平成26年 4月 1日
     (546,040.7) 病院 川崎市多摩区西生田５－２４－１ 重症者加算１:有
     多医40 044-966-2151  (044-955-4314) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｎ－１病棟
     病床数:60
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｎ－２病棟
     病床数:60
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｓ－５病棟
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   34540,126.0 医療法人社団慶神会　〒214-0014 精神       140（精療）第38号            平成26年 4月 1日
     多医126 武田病院 川崎市多摩区登戸３１９３ 重症者加算１:有
     044-911-4050  届出に係る病棟:精神
     病棟名:２病棟
     病床数:42
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１病棟
     病床数:38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35550,023.6 一般財団法人聖マリア〒216-0003 精神       297（精療）第49号            平成26年 4月 1日
     宮医23 ンナ会　東横惠愛病院川崎市宮前区有馬４－１７－２３ 重症者加算１:有
     044-877-5522  (044-852-0703) 退院調整加算:有
     病棟名:Ｃ病棟
     病床数:57
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


