
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 4月 1日 小児入院医療管理料３　医科］ 平成30年 6月 1日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1040,084,7 名鉄病院 〒451-0052 一般       373（小入３）第57号          平成27年10月 1日
     　西84 名古屋市西区栄生２－２６－１１ 病棟種別：一般
     052-551-6121  (052-551-6302) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     38床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2160,076,7 名古屋記念病院 〒468-0011 一般       416（小入３）第28号          平成19年 5月 1日
     　天白76 名古屋市天白区平針４－３０５ 病床区分：特定
     052-804-1111  (052-804-1728) 小児入院医療管理病室病床数：
     29床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3250,019,8 春日井市民病院 〒486-0804 一般       552（小入３）第39号          平成21年 6月 1日
     (251,019,3) 春日井市鷹来町１－１－１ 一般（感染） 病棟種別：一般
     　春日井19 0568-57-0057  (0568-57-0259) 　　感Ⅱ     6 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     40床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4260,010,5 豊川市民病院 〒442-8561 一般       454（小入３）第63号          平成29年 4月 1日
     (261,010,0) 豊川市八幡町野路２３ 結核         8 小児入院医療管理病室病床数：
     　豊川10 0533-86-1111  (0533-86-1701) 精神        65 27床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5300,005,7 愛知県厚生農業協同組〒470-0343 一般       600（小入３）第43号          平成20年 1月 1日
     (301,005,2) 合連合会　豊田厚生病豊田市浄水町伊保原５００－１ 一般（感染） 病棟種別：一般
     　豊田5 院 0565-43-5000  (0565-43-5100)              6 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     35床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6750,001,1 愛知県厚生農業協同組〒498-0017 一般       534（小入３）第62号          平成29年 4月 1日
     (751,001,6) 合連合会　海南病院 弥富市前ケ須町南本田３９６ 一般（感染） 病棟種別：一般
     　弥富1 0567-65-2511  (0567-67-3697)              6 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     30床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4月 1日 小児入院医療管理料４　医科］ 平成30年 6月 1日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,030,6 名古屋市立東部医療セ〒464-0071 一般       488（小入４）第98号          平成17年 5月 1日
     (011,030,1) ンター 名古屋市千種区若水１－２－２３一般（感染） 小児入院医療管理病室病床数：
     　千種30 052-721-7171  (052-721-1308)             10 12床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,278,1 医療法人東恵会星ケ丘〒464-0026 一般        58（小入４）第104号         平成26年 9月 1日
     (011,278,6) マタニティ病院 名古屋市千種区井上町２７ 病棟種別：一般
     　千種278 052-782-6211  (052-782-2678) 年間小児緊急入院患者数：76
     小児入院医療管理病室病床数：
     10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3050,024,0 名古屋第一赤十字病院〒453-0046 一般       852（小入４）第125号         平成29年 7月 1日
     (051,024,5) 名古屋市中村区道下町３－３５ 病棟種別：一般
     　中村24 052-481-5111  (052-482-7733) 小児入院医療管理病室病床数：
     30床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4070,028,7 社会福祉法人聖霊会聖〒466-0827 一般       198（小入４）第119号         平成28年11月 1日
     (071,028,2) 霊病院 名古屋市昭和区川名山町５６ 病棟種別：一般
     　昭和28 052-832-1181  (052-832-3744) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5100,089,3 藤田保健衛生大学坂文〒454-8509 一般       370（小入４）第83号          平成23年 3月 1日
     　中川89 種報德會病院 名古屋市中川区尾頭橋３－６－１ 病棟種別：一般
     ０ 病床区分：一般
     052-321-8171  (052-322-4734) 小児入院医療管理病室病床数：
     10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6120,005,5 独立行政法人地域医療〒457-0866 一般       663（小入４）第86号          平成24年 3月 1日
     (121,005,0) 機能推進機構　中京病名古屋市南区三条１－１－１０ 病棟種別：一般
     　南5 院 052-691-7151  (052-691-7582) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     66床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7120,154,1 大同病院 〒457-0818 一般       394（小入４）第128号         平成29年12月 1日
     (121,154,6) 名古屋市南区白水町９ 結核        10 病棟種別：一般
     　南154 052-611-6261  (052-614-1036) 小児入院医療管理病室病床数：
     37床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     届出加算の区分：注４に規定す
     る加算（重症児受入体制加算）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8210,059,3 岡崎市民病院 〒444-0002 一般       715（小入４）第80号          平成22年 7月 1日
     (211,059,8) 岡崎市高隆寺町五所合３－１ 病棟種別：一般
     　岡崎59 0564-21-8111  (0564-66-7691) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     17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 4月 1日 小児入院医療管理料４　医科］ 平成30年 6月 1日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    9220,001,3 総合大雄会病院 〒491-0036 一般       379（小入４）第97号          平成25年 8月 1日
     (221,001,8) 一宮市桜１－９－９ 小児入院医療管理病室病床数：
     　一宮1 0586-72-1211  (0586-24-8853) 20床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10220,036,9 一宮市立市民病院 〒491-0041 一般       556（小入４）第129号         平成30年 4月 1日
     (221,036,4) 一宮市文京２－２－２２ 結核        18 小児入院医療管理病室病床数：
     　一宮36 0586-71-1911  (0586-71-8540) 一般（感染） 21床
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11240,019,1 半田市立半田病院 〒475-8599 一般       499（小入４）第123号         平成21年 9月 1日
     (241,019,6) 半田市東洋町２－２９ 病棟種別：一般
     　半田19 0569-22-9881  (0569-24-3253) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     20床
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     32床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12250,019,8 春日井市民病院 〒486-0804 一般       552（小入４）第112号         平成28年 2月 1日
     (251,019,3) 春日井市鷹来町１－１－１ 一般（感染） 病棟種別：一般
     　春日井19 0568-57-0057  (0568-57-0259) 　　感Ⅱ     6 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     14床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13270,006,1 津島市民病院 〒496-0038 一般       440（小入４）第95号          平成25年 4月 1日
     (271,006,6) 津島市橘町３－７３ 病棟種別：一般
     　津島6 0567-28-5151  (0567-28-5053) 小児入院医療管理病室病床数：
     19床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14280,056,4 碧南市民病院 〒447-0084 一般       320（小入４）第17号          平成14年 9月 1日
     (281,056,9) 碧南市平和町３－６ 病棟種別：一般
     　碧南56 0566-48-5050  (0566-46-3774) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     20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 4月 1日 小児入院医療管理料４　医科］ 平成30年 6月 1日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   15310,083,2 社会医療法人財団新和〒446-8510 一般       316（小入４）第115号         平成28年 7月 1日
     　安城83 会　八千代病院 安城市住吉町２－２－７ 療養       104 病棟種別：一般
     0566-97-8111  (0566-98-6191) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     10床
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     夜間急性期看護補助体制加算の
     届出区分:夜間100対１
     看護職員夜間配置加算の届出区
     分:12対１ 配置加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16330,004,4 蒲郡市民病院 〒443-0004 一般       382（小入４）第116号         平成28年 9月 1日
     (331,004,9) 蒲郡市平田町向田１－１ 病棟種別：一般
     　蒲郡4 0533-66-2200  (0533-66-2295) 小児入院医療管理病室病床数：
     10床
     病棟種別：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17380,003,5 小牧市民病院 〒485-0044 一般       558（小入４）第48号          平成21年 7月 1日
     (381,003,0) 小牧市常普請１－２０ 病棟種別：一般
     　小牧3 0568-76-4131  (0568-71-0037) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     30床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18390,106,4 愛知県厚生農業協同組〒495-0012 一般       199（小入４）第110号         平成27年 9月 1日
     　稲沢106 合連合会　稲沢厚生病稲沢市祖父江町本甲拾町野７ 精神        51 病棟種別：一般
     院 0587-97-2131  (0587-97-3633) 療養        50 小児入院医療管理病室病床数：
     10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19420,060,7 あいち小児保健医療総〒474-0038 一般       200（小入４）第121号         平成29年 2月 1日
     (421,060,2) 合センター 大府市森岡町７－４２６ 病棟種別：一般
     　大府60 0562-43-0500  (0562-43-0502) 小児入院医療管理病室病床数：
     20床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4月 1日 小児入院医療管理料４　医科］ 平成30年 6月 1日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   20990,011,0 名古屋大学医学部附属〒466-0065 一般       985（小入４）第127号         平成29年11月 1日
     (991,011,5) 病院 名古屋市昭和区鶴舞町６５ 精神        50 病棟種別：一般
     　昭和11 052-741-2111  (052-744-2880) 小児入院医療管理病室病床数：
     15床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     病棟種別：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     15床
     病棟種別：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     10床
     病棟種別：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21990,063,1 独立行政法人国立病院〒460-0001 一般       690（小入４）第32号          平成18年 4月 1日
     (991,063,6) 機構名古屋医療センタ名古屋市中区三の丸４－１－１ 精神        50 病棟種別：一般
     　中63 ー 052-951-1111  (052-951-1207) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     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 4月 1日 小児入院医療管理料５　医科］ 平成30年 6月 1日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1060,096,6 国家公務員共済組合連〒460-0001 一般       279（小入５）第14号          平成19年 1月 1日
     (061,096,1) 合会　名城病院 名古屋市中区三の丸１－３－１ 療養        47 病棟種別：一般
     　中96 052-201-5311  (052-201-5318) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     311床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2090,088,7 みなと医療生活協同組〒456-8611 一般       434（小入５）第37号          平成29年 7月 1日
     　熱田88 合　協立総合病院 名古屋市熱田区五番町４－３３ 病棟種別：一般
     052-654-2211  (052-651-7210) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     16床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3110,032,1 独立行政法人労働者健〒455-0018 一般       556（小入５）第35号          平成28年10月 1日
     (111,032,6) 康安全機構　中部労災名古屋市港区港明１－１０－６ 病棟種別：一般
     　港32 病院 052-652-5511  (052-653-3533) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     22床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4210,512,1 愛知県三河青い鳥医療〒444-0002 一般       113（小入５）第39号          平成29年10月 1日
     (211,512,6) 療育センター 岡崎市高隆寺町小屋場９－３ 加減算区分:加算
     　岡崎512 0564-64-7980  (0564-64-7981) 小児入院医療管理病室病床数：
     113床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5260,223,4 信愛医療療育センター〒441-0103 一般 （小入５）第40号          平成30年 2月 1日
     　豊川223 豊川市小坂井町大塚３８－１ 　　一般    64 病棟種別：一般
     0533-95-0980  (0533-72-3050) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     64床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6980,047,6 独立行政法人国立病院〒465-0065 一般       330（小入５）第33号          平成26年 1月 1日
     (981,047,1) 機構東名古屋病院 名古屋市名東区梅森坂５－１０１結核        40 病棟種別：一般
     　名東47 052-801-1151  (052-801-1524) 小児入院医療管理病室病床数：
     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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1030,191,2 社会医療法人愛生会上〒462-0802 療養        98（回１）第9号             平成30年 4月 1日
     　北191 飯田リハビリテーショ名古屋市北区上飯田北町３－５７ 体制強化加算:加算１
     ン病院 052-916-3681  (052-991-3112) 病棟面積のうち１床当たり:25.
     7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:26.
     1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2050,402,8 医療法人珪山会　鵜飼〒453-0811 療養       150（回１）第2号             平成30年 4月 1日
     　中村402 リハビリテーション病名古屋市中村区太閤通４－１ 体制強化加算:加算１
     院 052-461-3132  (052-461-3231) 病棟面積のうち１床当たり:32.
     1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2ｍ
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:32.
     1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2ｍ
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:32.
     1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3130,086,3 医療法人和光会川島病〒463-0032 一般        56（回１）第10号            平成30年 4月 1日
     　守山86 院 名古屋市守山区白山３－５０１ 病棟面積のうち１床当たり:28.
     052-773-1155  (052-773-1291) 32㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.3㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    4150,022,3 木村病院 〒465-0087 一般        55（回１）第11号            平成30年 4月 1日
     　名東22 名古屋市名東区名東本通２－２２ 体制強化加算:加算１
     －１ 病棟面積のうち１床当たり:28.
     052-781-1119  (052-781-0119) 1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.52㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.15ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5150,084,3 医療法人香徳会メイト〒465-0025 一般        40（回１）第8号             平成30年 4月 1日
     　名東84 ウホスピタル 名古屋市名東区上社３－１９１１療養        61 体制強化加算:加算２
     052-701-7000  (052-702-2464) 病棟面積のうち１床当たり:22.
     9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.91㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.4ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6200,214,6 光生会赤岩病院 〒440-0021 療養       411（回１）第1号             平成30年 4月 1日
     　豊橋214 豊橋市多米町蝉川３３－７０ 体制強化加算:加算１
     0532-62-2105  (0532-63-4170) 病棟面積のうち１床当たり:19.
     5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.3㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7210,216,9 医療法人鉄友会宇野病〒444-0921 一般       115（回１）第3号             平成30年 4月 1日
     　岡崎216 院 岡崎市中岡崎町１－１０ 療養        65 体制強化加算:加算１
     0564-24-2211  (0564-24-2232) 病棟面積のうち１床当たり:19.
     36㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.01㎡
     病室に隣接する廊下幅:3.02ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    8220,451,0 尾西記念病院 〒494-0018 一般        96（回１）第16号            平成30年 4月 1日
     　一宮451 一宮市冨田宮東１７１８－１ 療養        41 体制強化加算:加算１
     0586-62-2221  (0586-62-1223) 病棟面積のうち１床当たり:22.
     25㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.41㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.85ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:41床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:28.
     22㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.3㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.9ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:52床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9250,202,0 医療法人社団喜峰会東〒487-0031 一般       149（回１）第12号            平成30年 4月 1日
     (251,202,5) 海記念病院 春日井市廻間町大洞６８１－４７療養        50 体制強化加算:加算２
     　春日井202 0568-88-0568  (0568-88-2308) 病棟面積のうち１床当たり:18.
     07㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.62㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.9ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10250,296,2 医療法人白山会　白山〒487-0022 療養        84（回１）第13号            平成30年 4月 1日
     　春日井296 リハビリテーション病春日井市庄名町山之田１０１１－ 病棟面積のうち１床当たり:27.
     院 ２５ 3㎡
     0568-52-8030  (0568-52-8299) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.15㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.31ｍ
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:27.
     3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.15㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.31ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   11260,077,4 医療法人鳳紀会可知病〒442-0854 療養        60（回１）第5号             平成30年 4月 1日
     　豊川77 院 豊川市国府町桜田１５－１ 体制強化加算:加算１
     0533-88-3331  (0533-88-3332) 病棟面積のうち１床当たり:22.
     12㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.25㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.75ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12260,213,5 医療法人啓仁会　豊川〒442-0862 一般        36（回１）第14号            平成30年 4月 1日
     　豊川213 さくら病院 豊川市市田町大道下３０－１ 療養        56 病棟面積のうち１床当たり:17.
     0533-85-6511  (0533-89-1965) 77㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.43㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13290,002,6 医療法人豊田会　刈谷〒448-0852 一般       666（回１）第17号            平成30年 4月 1日
     (291,002,1) 豊田総合病院 刈谷市住吉町５－１５ 一般（感染） 体制強化加算:加算２
     　刈谷2 0566-21-2450  (0566-22-2493)              6 病棟面積のうち１床当たり:35.
     77㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.95㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14310,083,2 社会医療法人財団新和〒446-8510 一般       316（回１）第6号             平成30年 4月 1日
     　安城83 会　八千代病院 安城市住吉町２－２－７ 療養       104 体制強化加算:加算１
     0566-97-8111  (0566-98-6191) 病棟面積のうち１床当たり:9.1
     3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.41㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15350,016,3 常滑市民病院 〒479-8510 一般       265（回１）第7号             平成30年 4月 1日
     (351,016,8) 常滑市飛香台３－３－３ 一般（感染） 体制強化加算:加算２
     　常滑16 0569-35-3170  (0569-34-8526)              2 病棟面積のうち１床当たり:19.
     37㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.3㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.85ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   16750,022,7 偕行会リハビリテーシ〒490-1405 療養       120（回１）第15号            平成30年 4月 1日
     　弥富22 ョン病院 弥富市神戸５－１９・２０ 体制強化加算:加算１
     0567-52-3883  (0567-52-3885) 病棟面積のうち１床当たり:32.
     6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.26㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.74ｍ
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:32.
     6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.26㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.74ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1090,034,1 医療法人杏園会　熱田〒456-0058 療養       160（回２）第113号           平成30年 4月 1日
     　熱田34 リハビリテーション病名古屋市熱田区六番１－１－１９ 体制強化加算:加算１
     院 052-682-3077  (052-682-3074) 病棟面積のうち１床当たり:17.
     24㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.54㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:53床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:17.
     7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.51㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:53床
     病棟面積のうち１床当たり:17.
     14㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.68㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.83ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:28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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    2120,022,0 医療法人財団善常会　〒457-0046 療養        95（回２）第72号            平成27年 6月 1日
     　南22 善常会リハビリテーシ名古屋市南区松池町１－１１ 体制強化加算:加算１
     ョン病院 052-811-9101  (052-811-9390) 病棟面積のうち１床当たり:30.
     9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:13.1㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.5ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:47床
     リハビリテーション充実加算：
     有
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:30.
     9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:13.1㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3120,208,5 南医療生協かなめ病院〒457-0803 療養        60（回２）第91号            平成29年 2月 1日
     　南208 名古屋市南区天白町１－５ 病棟種別:療養
     052-619-5320  (052-686-2494) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     リハビリテーション充実加算：
     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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    4200,528,9 第二成田記念病院 〒440-0855 一般        96（回２）第52号            平成26年10月 1日
     　豊橋528 豊橋市東小池町６２－１ 病棟面積のうち１床当たり:26.
     0532-51-5666  (0532-55-0660) 83㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.37㎡
     病室に隣接する廊下幅:3ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     リハビリテーション充実加算：
     有
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:26.
     83㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.37㎡
     病室に隣接する廊下幅:3ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5210,325,8 北斗病院 〒444-2148 一般        90（回２）第42号            平成26年 4月 1日
     　岡崎325 岡崎市仁木町川越１７－３３ 療養       180 病棟面積のうち１床当たり:26.
     0564-66-2811  (0564-66-2800) 84㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.04㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.32ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6210,524,6 冨田病院 〒444-3505 一般 （回２）第109号           平成30年 3月 1日
     　岡崎524 岡崎市本宿町南中町３２ 　　一般    48 病棟面積のうち１床当たり:34.
     0564-48-2431  (0564-48-4885) 99㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.75㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.71ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     リハビリテーション充実加算：
     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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    7220,202,7 医療法人尾張健友会千〒491-0815 一般       198（回２）第105号           平成29年10月 1日
     (221,202,2) 秋病院 一宮市千秋町塩尻山王１ 療養        96 体制強化加算:加算２
     　一宮202 0586-77-0012  (0586-81-1071) 病棟面積のうち１床当たり:21.
     08㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.41㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.77ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8220,212,6 上林記念病院 〒491-0201 精神       194（回２）第79号            平成27年12月 1日
     　一宮212 一宮市奥町下口西８９－１ 療養       197 病棟面積のうち１床当たり:8.1
     0586-61-0110  (0586-61-5639) 一般        60 2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.12㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.75ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:52床
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟面積のうち１床当たり:8.1
     2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.12㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.75ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:43床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9220,409,8 一宮市立木曽川市民病〒493-0001 一般        90（回２）第86号            平成28年 9月 1日
     　一宮409 院 一宮市木曽川町黒田北野黒１６５療養        48 体制強化加算:加算２
     0586-86-2173  (0586-86-0830) 病棟面積のうち１床当たり:20.
     1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.85ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   10270,006,1 津島市民病院 〒496-0038 一般       440（回２）第106号           平成29年10月 1日
     (271,006,6) 津島市橘町３－７３ 体制強化加算:加算１
     　津島6 0567-28-5151  (0567-28-5053) 病棟面積のうち１床当たり:25.
     3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.13㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.31ｍ
     病棟数:1棟
     病床数:47床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11280,011,9 医療法人愛生館小林記〒447-0863 一般       139（回２）第89号            平成28年12月 1日
     　碧南11 念病院 碧南市新川町３－８８ 療養        57 体制強化加算:加算１
     0566-41-0004  (0566-42-5543) 病棟面積のうち１床当たり:26.
     78㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.33㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.9ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12300,060,2 医療法人三九会三九朗〒471-0035 一般        84（回２）第110号           平成30年 4月 1日
     　豊田60 病院 豊田市小坂町７－８０ 療養        56 体制強化加算:加算１
     0565-32-0282  (0565-35-2570) 病棟面積のうち１床当たり:18.
     2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:44床
     病棟面積のうち１床当たり:24.
     87㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.06㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.82ｍ
     病棟面積のうち１床当たり:18.
     2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.04㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   13320,132,5 医療法人社団福祉会高〒444-0495 一般        49（回２）第111号           平成30年 4月 1日
     　西尾132 須病院 西尾市一色町赤羽上郷中１１３－療養        60 体制強化加算:加算２
     １ 病棟面積のうち１床当たり:18.
     0563-72-1701  (0563-72-1785) 7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.3㎡
     病室に隣接する廊下幅:2ｍ
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14740,015,4 医療法人済衆館済衆館〒481-0004 一般       235（回２）第112号           平成30年 4月 1日
     (741,015,9) 病院 北名古屋市鹿田西村前１１１ 療養       134 体制強化加算:加算１
     　北名15 0568-21-0811  (0568-22-7494) 病棟面積のうち１床当たり:32.
     45㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.27㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15980,047,6 独立行政法人国立病院〒465-0065 一般       330（回２）第62号            平成26年10月 1日
     (981,047,1) 機構東名古屋病院 名古屋市名東区梅森坂５－１０１結核        40 体制強化加算:加算１
     　名東47 052-801-1151  (052-801-1524) 病棟面積のうち１床当たり:27.
     23㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.01㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     リハビリテーション充実加算：
     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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,267,4 医療法人昌峰会加藤病〒464-0821 療養        34（回３）第16号            平成30年 4月 1日
     　千種267 院 名古屋市千種区末盛通２－１５ 病棟面積のうち１床当たり:29.
     052-751-1596  (052-751-1615) 8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.73ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2040,041,7 愛知県済生会リハビリ〒451-0052 療養       199（回３）第17号            平成30年 4月 1日
     　西41 テーション病院 名古屋市西区栄生１－１－１８ 病棟面積のうち１床当たり:29.
     052-571-5251  (052-551-0057) 72㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.03㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟面積のうち１床当たり:29.
     72㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.03㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟面積のうち１床当たり:29.
     72㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.03㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟面積のうち１床当たり:30.
     32㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.03㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算: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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    3110,181,6 医療法人東樹会　あず〒455-0032 療養        90（回３）第8号             平成30年 4月 1日
     　港181 まリハビリテーション名古屋市港区入船２－１－１５ 病棟面積のうち１床当たり:29.
     病院 052-653-1112  (052-653-1113) 79㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.89㎡
     病室に隣接する廊下幅:2ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟面積のうち１床当たり:29.
     79㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.89㎡
     病室に隣接する廊下幅:2ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4210,340,7 医療法人大朋会岡崎共〒444-0813 療養       190（回３）第9号             平成30年 4月 1日
     　岡崎340 立病院 岡崎市羽根町中田６４－１ 病棟面積のうち１床当たり:16.
     0564-55-0660  (0564-51-1033) 15㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5220,239,9 医療法人来光会尾洲病〒491-0104 療養       131（回３）第3号             平成30年 4月 1日
     　一宮239 院 一宮市浅井町小日比野新太３７ 病棟面積のうち１床当たり:18.
     0586-51-5522  (0586-51-6186) 5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟面積のうち１床当たり:18.
     5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.8㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算: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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    6230,007,8 医療法人宏和会　あさ〒489-0866 一般       120（回３）第10号            平成30年 4月 1日
     　瀬戸7 い病院 瀬戸市矢形町１７８－１ 病棟面積のうち１床当たり:19.
     0561-84-3111  (0561-84-8772) 89㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.13㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.01ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7240,157,9 知多リハビリテーショ〒475-0017 療養        60（回３）第5号             平成30年 4月 1日
     　半田157 ン病院 半田市有脇町１３－１０１ 病棟面積のうち１床当たり:26.
     0569-20-2210  (0569-20-2212) 8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8250,167,5 医療法人三仁会　あさ〒486-0819 一般        40（回３）第2号             平成30年 4月 1日
     　春日井167 ひ病院 春日井市下原町村東２０９０ 療養        40 病棟面積のうち１床当たり:22.
     0568-85-0077  (0568-85-8020) 49㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.09㎡
     病室に隣接する廊下幅:3.05ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9260,203,6 総合青山病院 〒441-0103 一般       137（回３）第18号            平成30年 4月 1日
     (261,203,1) 豊川市小坂井町道地１００－１ 療養        93 病棟面積のうち１床当たり:23.
     　豊川203 0533-73-3777  (0533-73-1666) 3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   10270,051,7 津島リハビリテーショ〒496-0072 療養        61（回３）第11号            平成30年 4月 1日
     　津島51 ン病院 津島市南新開町１－１１４ 病棟面積のうち１床当たり:32.
     0567-23-0120  (0567-23-0061) 4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.1㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:無
     病棟面積のうち１床当たり:31.
     69㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.92㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11290,079,4 医療法人明和会　辻村〒448-0001 一般        60（回３）第12号            平成30年 4月 1日
     　刈谷79 外科病院 刈谷市井ケ谷町桜島２０－１ 療養        60 病棟面積のうち１床当たり:19.
     0566-36-5200  (0566-36-5561) 18㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12300,121,2 豊田地域医療センター〒471-0062 一般       110（回３）第6号             平成30年 4月 1日
     (301,121,7) 豊田市西山町３－３０－１ 療養        40 病棟面積のうち１床当たり:36.
     　豊田121 0565-34-3000  (0565-34-3076) 64㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.74㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13320,015,2 西尾病院 〒445-0824 一般        60（回３）第19号            平成30年 4月 1日
     　西尾15 西尾市和泉町２２ 療養       110 病棟面積のうち１床当たり:30.
     0563-57-5138  (0563-57-8025) 27㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.01㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.14ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算: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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   14320,126,7 あいちリハビリテーシ〒445-0026 療養       145（回３）第7号             平成30年 4月 1日
     　西尾126 ョン病院 西尾市江原町西柄１－１ 病棟面積のうち１床当たり:29.
     0563-52-9001  (0563-52-9009) 9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.09㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟面積のうち１床当たり:48.
     94㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.01㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15330,098,6 医療法人北辰会蒲郡厚〒443-0035 一般        57（回３）第22号            平成30年 4月 1日
     　蒲郡98 生館病院 蒲郡市栄町１１－１３ 療養        49 病棟面積のうち１床当たり:24.
     0533-69-3251  (0533-69-7672) 16㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.14㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.73ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16430,073,8 西知多リハビリテーシ〒478-0021 療養        60（回３）第14号            平成30年 4月 1日
     　知多市73 ョン病院 知多市岡田野崎１３ 病棟面積のうち１床当たり:32.
     0562-54-3500  (0562-54-3502) 3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:10.12㎡
     病室に隣接する廊下幅:3ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17440,024,9 医療法人秋田病院 〒472-0056 一般       100（回３）第4号             平成30年 4月 1日
     　知立24 知立市宝２－６－１２ 療養        50 病棟面積のうち１床当たり:25.
     0566-81-2763  (0566-83-4862) 9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.9㎡
     病室に隣接する廊下幅:3.4ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算: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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   18470,036,6 岩倉病院 〒482-0015 一般       141（回３）第23号            平成30年 4月 1日
     　岩倉36 岩倉市川井町北海戸１ 病棟面積のうち１床当たり:28
     0587-37-8155  (0587-37-7411) ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19560,189,4 医療法人尾張温泉かに〒497-0052 一般        26（回３）第1号             平成30年 4月 1日
     　海部189 え病院 海部郡蟹江町西之森長瀬下６５－療養        92 病棟面積のうち１床当たり:22.
     １４ 24㎡
     0567-96-2000  (0567-96-3701) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.21㎡
     病室に隣接する廊下幅:3ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20570,120,7 医療法人赫和会杉石病〒470-2357 一般        80（回３）第13号            平成30年 4月 1日
     　知多120 院 知多郡武豊町向陽１－１１７ 療養        60 病棟面積のうち１床当たり:21.
     0569-72-1155  (0569-73-7456) 47㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.56㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.5ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21570,172,8 渡辺病院 〒470-3235 一般        80（回３）第20号            平成30年 4月 1日
     　知多172 知多郡美浜町野間上川田４５－２療養        31 病棟面積のうち１床当たり:32.
     0569-87-2111  (0569-87-2119) 52㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.53㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.72ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22740,015,4 医療法人済衆館済衆館〒481-0004 一般       235（回３）第15号            平成30年 4月 1日
     (741,015,9) 病院 北名古屋市鹿田西村前１１１ 療養       134 病棟面積のうち１床当たり:24.
     　北名15 0568-21-0811  (0568-22-7494) 2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.2㎡
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟



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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   23980,003,9 国立研究開発法人国立〒474-8511 一般       383（回３）第21号            平成30年 4月 1日
     (981,003,4) 長寿医療研究センター大府市森岡町７－４３０ 病棟面積のうち１床当たり:8.5
     　大府3 0562-46-2311  (0562-48-2373) 7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.48㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.5ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算: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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1120,194,7 医療法人名南会　名南〒457-0841 療養       120（回４）第231号           平成28年 7月 1日
     　南194 ふれあい病院 名古屋市南区豊田５－１５－１８ 病棟面積のうち１床当たり:22.
     052-691-0041  (052-692-5732) 6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.1㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2140,101,8 第一なるみ病院 〒458-0006 一般       130（回４）第190号           平成25年 9月 1日
     　緑101 名古屋市緑区細口１－２１０ 病棟面積のうち１床当たり:26.
     052-876-8361  (052-876-8202) 23㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.44㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3210,205,2 医療法人博報会岡崎東〒444-0008 療養       108（回４）第73号            平成22年 4月 1日
     　岡崎205 病院 岡崎市洞町向山１６－２ 重症患者回復病棟加算:加算
     0564-22-6616  (0564-22-3570) 病棟面積のうち１床当たり:17.
     9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：無
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:53床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    4210,325,8 北斗病院 〒444-2148 一般        90（回４）第199号           平成26年 4月 1日
     　岡崎325 岡崎市仁木町川越１７－３３ 療養       180 病棟面積のうち１床当たり:34.
     0564-66-2811  (0564-66-2800) 77㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.89㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.73ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5220,001,3 総合大雄会病院 〒491-0036 一般       379（回４）第163号           平成24年 8月 1日
     (221,001,8) 一宮市桜１－９－９ 病棟面積のうち１床当たり:28.
     　一宮1 0586-72-1211  (0586-24-8853) 09㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.95㎡
     病室に隣接する廊下幅:2ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:30床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6250,147,7 医療法人陽和会春日井〒480-0304 一般        39（回４）第246号           平成30年 2月 1日
     　春日井147 リハビリテーション病春日井市神屋町７０６ 療養       240 病棟面積のうち１床当たり:18.
     院 0568-88-0011  (0568-88-0564) 23㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.13㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.74ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：無
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    7290,079,4 医療法人明和会　辻村〒448-0001 一般        60（回４）第196号           平成26年 1月 1日
     　刈谷79 外科病院 刈谷市井ケ谷町桜島２０－１ 療養        60 病棟面積のうち１床当たり:19.
     0566-36-5200  (0566-36-5561) 18㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.0㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8340,052,1 社会医療法人志聖会総〒484-0066 一般       313（回４）第218号           平成27年 7月 1日
     　犬山52 合犬山中央病院 犬山市五郎丸二夕子塚６ 病棟面積のうち１床当たり:36.
     0568-62-8111  (0568-62-9289) 99㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.83㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.82ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9360,129,2 佐藤病院 〒483-8259 一般        38（回４）第107号           平成24年 4月 1日
     　江南129 江南市上奈良町緑４８ 療養        87 重症患者回復病棟加算:加算
     0587-54-6611  (0587-51-5333) 病棟面積のうち１床当たり:16.
     94㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：無
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   10530,037,2 さくら総合病院 〒480-0127 一般       224（回４）第229号           平成28年 6月 1日
     (531,037,7) 丹羽郡大口町新宮１－１２９ 療養       166 病棟面積のうち１床当たり:15.
     　丹羽37 0587-95-6711  (0598-95-4780) 8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.9㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.71ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟数:1棟
     病床数:58床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11730,033,9 医療法人生寿会　五条〒452-0961 一般        40（回４）第235号           平成28年 4月 1日
     　清須33 川リハビリテーション清須市春日新堀３３ 療養       120 病棟面積のうち１床当たり:31.
     病院 052-401-7272  (052-401-7277) 9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12980,003,9 国立研究開発法人国立〒474-8511 一般       383（回４）第185号           平成25年 7月 1日
     (981,003,4) 長寿医療研究センター大府市森岡町７－４３０ 病棟面積のうち１床当たり:25.
     　大府3 0562-46-2311  (0562-48-2373) 61㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.48㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.5ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     リハビリテーション充実加算：
     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 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料６　医科］ 平成30年 6月 1日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1060,322,6 ＮＴＴ西日本東海病院〒460-0017 一般       150（回６）第106号           平成24年 2月 1日
     　中322 名古屋市中区松原２－１７－５ 病棟面積のうち１床当たり:30.
     052-291-6391  (052-291-6250) 21㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.98㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.4ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:44床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2110,032,1 独立行政法人労働者健〒455-0018 一般       556（回６）第140号           平成30年 3月 1日
     (111,032,6) 康安全機構　中部労災名古屋市港区港明１－１０－６ 病棟面積のうち１床当たり:31.
     　港32 病院 052-652-5511  (052-653-3533) 06㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.28㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.55ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3200,331,8 医療法人羔羊会弥生病〒441-8106 一般        90（回６）第135号           平成29年 2月 1日
     　豊橋331 院 豊橋市弥生町東豊和９６ 療養        40 病棟面積のうち１床当たり:17.
     0532-48-2211  (0532-46-9328) 6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:2ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4480,016,6 藤田保健衛生大学病院〒470-1101 一般     1,384（回６）第139号           平成30年 2月 1日
     (481,016,1) 豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８ 精神        51 病棟面積のうち１床当たり:12.
     　豊明16 0562-93-2111  (0562-93-3711) 46㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.04㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.28ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     リハビリテーション充実加算：
     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 4月 1日 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 6月 1日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,202,1 ちくさ病院 〒464-0075 一般        53（地包ケア１）第8号       平成30年 4月 1日
     　千種202 名古屋市千種区内山２－１６－１ 地域包括ケア入院医療管理料１
     ６ 当該病床届出病棟区分:一般
     052-741-5331  (052-741-5330) 入院医療管理料病床数:24床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2050,524,9 偕行会　城西病院 〒453-0815 一般       120（地包ケア１）第5号       平成30年 4月 1日
     　中村524 名古屋市中村区北畑町４－１ 地域包括ケア病棟入院料１
     052-485-3777  (052-485-3773) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:60床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
     看護職員配置加算（地域包括ケ
     ア病棟入院料の注３）:有
     看護補助者配置加算（地域包括
     ケア病棟入院料の注４）:有
     看護職員夜間配置加算（地域包
     括ケア病棟入院料の注７）:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3120,020,4 医療法人笠寺病院 〒457-0046 一般        85（地包ケア１）第11号      平成30年 4月 1日
     　南20 名古屋市南区松池町３－１９ 療養        43 地域包括ケア病棟入院料１
     052-811-1151  (052-811-2515) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:43床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
     看護職員配置加算（地域包括ケ
     ア病棟入院料の注３）:有
     看護補助者配置加算（地域包括
     ケア病棟入院料の注４）:有
     看護職員夜間配置加算（地域包
     括ケア病棟入院料の注７）:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4月 1日 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 6月 1日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    4150,084,3 医療法人香徳会メイト〒465-0025 一般        40（地包ケア１）第3号       平成30年 4月 1日
     　名東84 ウホスピタル 名古屋市名東区上社３－１９１１療養        61 地域包括ケア病棟入院料１
     052-701-7000  (052-702-2464) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:40床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
     看護職員配置加算（地域包括ケ
     ア病棟入院料の注３）:有
     看護補助者配置加算（地域包括
     ケア病棟入院料の注４）:有
     看護職員夜間配置加算（地域包
     括ケア病棟入院料の注７）:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5230,069,8 瀬戸みどりのまち病院〒489-0875 療養 （地包ケア１）第9号       平成30年 4月 1日
     　瀬戸69 瀬戸市緑町２－１１４－１ 　　療養   177 地域包括ケア入院医療管理料１
     0561-84-3113  (0561-84-8853) 当該病床届出病棟区分:療養
     入院医療管理料病床数:31床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6250,202,0 医療法人社団喜峰会東〒487-0031 一般       149（地包ケア１）第10号      平成30年 4月 1日
     (251,202,5) 海記念病院 春日井市廻間町大洞６８１－４７療養        50 地域包括ケア病棟入院料１
     　春日井202 0568-88-0568  (0568-88-2308) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:52床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
     地域包括ケア病棟入院料１
     当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:45床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4月 1日 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 6月 1日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    7260,213,5 医療法人啓仁会　豊川〒442-0862 一般        36（地包ケア１）第13号      平成30年 4月 1日
     　豊川213 さくら病院 豊川市市田町大道下３０－１ 療養        56 地域包括ケア入院医療管理料１
     0533-85-6511  (0533-89-1965) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:13床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
     看護職員配置加算（地域包括ケ
     ア病棟入院料の注３）:有
     看護補助者配置加算（地域包括
     ケア病棟入院料の注４）:有
     看護職員夜間配置加算（地域包
     括ケア病棟入院料の注７）:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8300,121,2 豊田地域医療センター〒471-0062 一般       110（地包ケア１）第2号       平成30年 4月 1日
     (301,121,7) 豊田市西山町３－３０－１ 療養        40 地域包括ケア病棟入院料１
     　豊田121 0565-34-3000  (0565-34-3076) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:51床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     看護職員配置加算（地域包括ケ
     ア病棟入院料の注３）:有
     看護補助者配置加算（地域包括
     ケア病棟入院料の注４）:無
     看護職員夜間配置加算（地域包
     括ケア病棟入院料の注７）:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9390,115,5 医療法人六輪会六輪病〒490-1323 一般        45（地包ケア１）第4号       平成30年 4月 1日
     　稲沢115 院 稲沢市平和町塩川１０４ 療養        60 地域包括ケア入院医療管理料１
     0567-46-3515  (0567-46-2286) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:38床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
     看護職員配置加算（地域包括ケ
     ア病棟入院料の注３）:有
     看護補助者配置加算（地域包括
     ケア病棟入院料の注４）:有
     看護職員夜間配置加算（地域包
     括ケア病棟入院料の注７）:無



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 4月 1日 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 6月 1日     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   10490,013,1 医療法人大医会　日進〒470-0115 一般       130（地包ケア１）第6号       平成30年 4月 1日
     　日進13 おりど病院 日進市折戸町西田面１１０ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0561-73-7771  (0561-73-6159) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:38床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
     看護職員配置加算（地域包括ケ
     ア病棟入院料の注３）:有
     看護補助者配置加算（地域包括
     ケア病棟入院料の注４）:有
     看護職員夜間配置加算（地域包
     括ケア病棟入院料の注７）:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11490,015,6 医療法人財団愛泉会　〒470-0111 一般        72（地包ケア１）第12号      平成30年 4月 1日
     　日進15 愛知国際病院 日進市米野木町南山９８７－３１ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0561-73-7721  (0561-73-7728) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:22床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
     看護職員配置加算（地域包括ケ
     ア病棟入院料の注３）:有
     看護補助者配置加算（地域包括
     ケア病棟入院料の注４）:有
     看護職員夜間配置加算（地域包
     括ケア病棟入院料の注７）:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4月 1日 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 6月 1日     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   12560,189,4 医療法人尾張温泉かに〒497-0052 一般        26（地包ケア１）第1号       平成30年 4月 1日
     　海部189 え病院 海部郡蟹江町西之森長瀬下６５－療養        92 地域包括ケア病棟入院料１
     １４ 当該病棟区分:一般
     0567-96-2000  (0567-96-3701) 病棟入院料病床数:26床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
     看護職員配置加算（地域包括ケ
     ア病棟入院料の注３）:有
     看護補助者配置加算（地域包括
     ケア病棟入院料の注４）:有
     看護職員夜間配置加算（地域包
     括ケア病棟入院料の注７）:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13570,172,8 渡辺病院 〒470-3235 一般        80（地包ケア１）第7号       平成30年 4月 1日
     　知多172 知多郡美浜町野間上川田４５－２療養        31 地域包括ケア入院医療管理料１
     0569-87-2111  (0569-87-2119) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:20床
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
     看護職員配置加算（地域包括ケ
     ア病棟入院料の注３）:無
     看護補助者配置加算（地域包括
     ケア病棟入院料の注４）:有
     看護職員夜間配置加算（地域包
     括ケア病棟入院料の注７）:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[富山県]

平成30年 4月 1日 小児入院医療管理料４　医科］ 平成30年 6月 1日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1364,7 富山市立　富山市民病〒939-8511 一般       539（小入４）第8号           平成29年12月 1日
     (01,3149,6) 院 富山市今泉北部町２番地１ 一般（感染） 病棟種別：一般
     076-422-1112  (076-422-1371)              6 病床区分：一般
     精神        50 年間小児緊急入院患者数：310
     小児入院医療管理病室病床数：
     30床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1560,0 富山赤十字病院 〒930-0859 一般       401（小入４）第7号           平成30年 1月 1日
     (01,3265,0) 富山市牛島本町２丁目１番５８号 病棟種別：一般
     076-433-2222  (076-433-2274) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     18床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    302,1037,7 富山県厚生農業協同組〒933-8555 一般 （小入４）第6号           平成30年 1月 1日
     (02,3046,2) 合連合会高岡病院 高岡市永楽町５番１０号 　　一般   533 病棟種別：一般
     0766-21-3930  (0766-24-9509) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     23床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    407,1001,2 黒部市民病院 〒938-0031 一般       405（小入４）第1号           平成28年 6月 1日
     (07,3029,7) 黒部市三日市１１０８番地１ 結核         5 病棟種別：一般
     0765-54-2211  (0765-54-2962) 一般（感染） 病床区分：一般
                  4 年間小児緊急入院患者数：156
     小児入院医療管理病室病床数：
     13床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    508,1001,0 市立砺波総合病院 〒939-1395 一般       461（小入４）第4号           平成29年 8月 1日
     (08,3008,9) 砺波市新富町１番６１号 精神        44 病棟種別：一般
     0763-32-3320  (0763-33-1487) 一般（感染） 病床区分：一般
                  4 小児入院医療管理病室病床数：
     結核         5 20床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    680,1001,9 独立行政法人国立病院〒939-2692 一般       280（小入４）第9号           平成30年 2月 1日
     (80,3001,3) 機構富山病院 富山市婦中町新町３１４５番地 結核        30 病棟種別：一般
     076-469-2135  (076-469-5616) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     29床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[富山県]

平成30年 4月 1日 小児入院医療管理料５　医科］ 平成30年 6月 1日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    102,1091,4 高岡市民病院 〒933-8550 一般       333（小入５）第4号           平成21年12月 1日
     (02,3047,0) 高岡市宝町４番１号 一般（感染） 病棟種別：一般
     0766-23-0204  (0766-26-2882)              6 病床区分：一般
     結核        12 小児入院医療管理病室病床数：
     精神        50 414床
     病棟種別：精神
     病床区分：精神
     小児入院医療管理病室病床数：
     50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202,1260,5 富山県済生会高岡病院〒933-8525 一般       251（小入５）第7号           平成25年 5月 1日
     高岡市二塚３８７－１ 病棟種別：一般
     0766-21-0570  (0766-23-9025) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     154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

[富山県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1381,1 富山県リハビリテーシ〒931-8517 一般       202（回１）第1号             平成30年 4月 1日
     (01,3162,9) ョン病院・こども支援富山市下飯野３６番地 体制強化加算:加算２
     センター 076-438-2233  (076-437-5390) 体制強化加算:加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202,1260,5 富山県済生会高岡病院〒933-8525 一般       251（回１）第2号             平成30年 4月 1日
     高岡市二塚３８７－１
     0766-21-0570  (0766-23-9025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[富山県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1815,8 アルペンリハビリテー〒931-8442 療養        60（回２）第5号             平成30年 1月 1日
     ション病院 富山市楠木３００番地 体制強化加算:加算１
     076-438-7770  (076-438-7780) 病棟面積のうち１床当たり:42.
     89㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:11.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:3ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    216,1021,1 かみいち総合病院 〒930-0391 一般       148（回２）第4号             平成29年11月 1日
     中新川郡上市町法音寺５１ 精神        51 病棟面積のうち１床当たり:31.
     076-472-1212  (076-472-1213) 26㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    320,1039,5 南砺市民病院 〒932-0211 一般       175（回２）第2号             平成29年 6月 1日
     (20,3042,3) 南砺市井波９３８ 病棟面積のうち１床当たり:36.
     0763-82-1475  (0763-82-1853) 3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.9㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.9ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：無
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:36床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[富山県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    105,1093,3 金沢医科大学氷見市民〒935-8531 一般       245（回３）第2号             平成30年 4月 1日
     (05,3041,6) 病院 氷見市鞍川１１３０番地 結核         5 休日リハビリテーション提供体
     0766-74-1900  (0766-74-1901) 制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    207,1055,8 池田リハビリテーショ〒938-0801 療養        41（回３）第1号             平成30年 4月 1日
     ン病院 黒部市荻生８２１番地 介護        29 休日リハビリテーション提供体
     0765-54-5400  (0765-54-3921) 制加算: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

[富山県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1729,1 八尾総合病院 〒939-2376 療養        45（回４）第22号            平成30年 3月 1日
     (01,3357,5) 富山市八尾町福島７－４２ 病棟面積のうち１床当たり:30.
     076-454-5000  (076-455-3835) 3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.74ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1924,8 富山西リハビリテーシ〒939-2716 療養       120（回４）第21号            平成30年 1月 1日
     ョン病院 富山市婦中町下轡田１０１０ 病棟面積のうち１床当たり:25.
     076-461-5550  (076-461-5566) 5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.15ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     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

[富山県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料５　医科］ 平成30年 6月 1日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    117,1083,9 あさひ総合病院 〒939-0798 一般       194（回５）第1号             平成30年 4月 1日
     下新川郡朝日町泊４７７ 結核         5
     0765-83-1160  (0765-82-0401)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[富山県]

平成30年 4月 1日 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 6月 1日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1925,5 富山西総合病院 〒939-2716 一般 （地包ケア１）第2号       平成30年 4月 1日
     (01,3439,1) 富山市婦中町下轡田１０１９ 　　一般   154 地域包括ケア病棟入院料１
     076-461-7700  (076-461-7788) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:38床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    219,1076,9 真生会　富山病院 〒939-0243 一般        99（地包ケア１）第1号       平成30年 4月 1日
     射水市下若８９－１０ 地域包括ケア病棟入院料１
     0766-52-2156  (0766-52-2197) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:41床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[石川県]

平成30年 4月 1日 小児入院医療管理料３　医科］ 平成30年 6月 1日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    180,1001,8 独立行政法人国立病院〒920-0939 一般       512（小入３）第4号           平成29年10月 1日
     (80,3001,2) 機構　金沢医療センタ金沢市下石引町１番１号 精神        42 病棟種別：一般
     ー 076-262-4161  年間小児緊急入院患者数：402
     小児入院医療管理病室病床数：
     28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

[石川県]

平成30年 4月 1日 小児入院医療管理料４　医科］ 平成30年 6月 1日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    102,1124,2 公立能登総合病院 〒926-0816 一般 （小入４）第10号          平成25年 4月 1日
     (02,3066,9) 七尾市藤橋町ア部６番地４ 　　一般   330 病棟種別：一般
     0767-52-6611  (0767-52-9225) 一般（感染） 病床区分：一般
     　　感染     4 年間小児緊急入院患者数：256
     精神 小児入院医療管理病室病床数：
     　　精神   100 22床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203,1136,4 国民健康保険　小松市〒923-0961 一般 （小入４）第9号           平成20年 4月 1日
     (03,3071,7) 民病院 小松市向本折町ホ６０番地 　　一般   300 小児入院医療管理病室病床数：
     0761-22-7111  一般（感染） 10床
     　　感染     4
     結核        10
     精神        30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[石川県]

平成30年 4月 1日 小児入院医療管理料５　医科］ 平成30年 6月 1日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1823,1 医療法人社団浅ノ川　〒920-0811 一般       339（小入５）第8号           平成29年12月 1日
     浅ノ川総合病院 金沢市小坂町中８３番地 療養       160
     076-252-2101  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[石川県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1823,1 医療法人社団浅ノ川　〒920-0811 一般       339（回１）第3号             平成30年 4月 1日
     浅ノ川総合病院 金沢市小坂町中８３番地 療養       160 体制強化加算:加算１
     076-252-2101  病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202,1031,9 社会医療法人財団董仙〒926-0866 一般       426（回１）第2号             平成30年 4月 1日
     会　恵寿総合病院 七尾市富岡町９４ 体制強化加算:加算２
     0767-52-3211  病棟数:1棟
     病床数:47床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    322,1061,4 公立つるぎ病院 〒920-2134 一般        99（回１）第1号             平成30年 4月 1日
     白山市鶴来水戸町ノ１番地 療養        53 病棟数:1棟
     076-272-1250  病床数:26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

[石川県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1132,7 公益社団法人石川勤労〒920-0848 療養        90（回２）第33号            平成30年 2月 1日
     者医療協会　城北病院金沢市京町２０番３号 一般       224 病棟面積のうち１床当たり:24.
     076-252-2391  3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.89ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:46床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1233,3 金沢赤十字病院 〒921-8162 一般 （回２）第17号            平成26年10月 1日
     金沢市三馬２丁目２５１番地 　　一般   262 病棟面積のうち１床当たり:27.
     076-242-8131  76㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.83㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.45ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:43床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1387,7 金沢西病院 〒920-0025 一般        92（回２）第27号            平成29年 4月 1日
     (01,3157,8) 金沢市駅西本町６丁目１５番４１療養        74 病棟面積のうち１床当たり:36
     号 ㎡
     076-233-1811  病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.3ｍ
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:36床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1547,6 南ヶ丘病院 〒921-8141 一般        82（回２）第14号            平成29年 9月 1日
     金沢市馬替２丁目１２５番地 療養        38 体制強化加算:加算１
     076-298-3366  病棟面積のうち１床当たり:28.
     3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:36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

[石川県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    501,1706,8 石川県済生会金沢病院〒920-0353 一般       260（回２）第23号            平成29年 6月 1日
     金沢市赤土町ニ１３－６ 体制強化加算:加算２
     076-266-1060  病棟面積のうち１床当たり:22.
     5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    603,1092,9 特定医療法人社団勝木〒923-0833 一般       227（回２）第20号            平成30年 4月 1日
     (03,3063,4) 会　やわたメディカル小松市八幡イ１２の７ 体制強化加算:加算１
     センター 0761-47-1212  病棟面積のうち１床当たり:28.
     3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:44床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    706,1142,5 加賀市医療センター 〒922-8522 一般 （回２）第26号            平成28年10月 1日
     加賀市作見町リ３６番地 　　一般   300 病棟面積のうち１床当たり:27.
     0761-72-1188  (0761-76-5162) 4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:10.3㎡
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45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

[石川県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    813,1140,5 医療法人社団　浅ノ川〒921-8841 一般        60（回２）第15号            平成26年10月 1日
     　金沢脳神経外科病院野々市市郷町２６２番地２ 療養       160 病棟面積のうち１床当たり:23.
     076-246-5600  1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:54床
     病棟面積のうち１床当たり:23.
     7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.7㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:52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

[石川県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1699,5 木島病院 〒920-0011 一般        44（回３）第1号             平成30年 4月 1日
     (01,3350,9) 金沢市松寺町子４１番地１ 療養        44 休日リハビリテーション提供体
     076-237-9200  制加算: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

[石川県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1877,7 医療法人社団　博洋会〒920-0362 一般        40（回４）第191号           平成30年 4月 1日
     　藤井脳神経外科病院金沢市古府１丁目１５０ 療養        65 病棟面積のうち１床当たり:30.
     076-240-3555  8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.9㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:25床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    214,1036,3 金沢医科大学病院 〒920-0265 一般       799（回４）第192号           平成30年 4月 1日
     (14,3014,4) 河北郡内灘町大学１丁目１番地 精神        36 病棟面積のうち１床当たり:19.
     076-286-3511  02㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:10.09㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:38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

[石川県]

平成30年 4月 1日 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 6月 1日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1387,7 金沢西病院 〒920-0025 一般        92（地包ケア１）第1号       平成30年 4月 1日
     (01,3157,8) 金沢市駅西本町６丁目１５番４１療養        74 地域包括ケア入院医療管理料１
     号 当該病床届出病棟区分:一般
     076-233-1811  入院医療管理料病床数:39床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1442,0 医療法人社団映寿会　〒920-8201 一般        38（地包ケア１）第5号       平成30年 4月 1日
     みらい病院 金沢市鞍月東１丁目９番地 療養       112 地域包括ケア入院医療管理料１
     076-237-8000  当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:14床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    304,1051,3 市立輪島病院 〒928-0024 一般       147（地包ケア１）第6号       平成30年 4月 1日
     輪島市山岸町は１番１地 一般（感染） 地域包括ケア病棟入院料１
     0768-22-2222  　　感染     4 病棟入院料病床数:51床
     療養        48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    405,1036,1 珠洲市総合病院 〒927-1213 一般       156（地包ケア１）第4号       平成30年 4月 1日
     珠洲市野々江町ユ部１番地１ 結核         7 地域包括ケア病棟入院料１
     0768-82-1181  療養        32 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:52床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    522,1055,6 新村病院 〒920-2104 一般 （地包ケア１）第3号       平成30年 4月 1日
     白山市月橋町７２２番地１２ 　　一般    47 地域包括ケア入院医療管理料１
     076-273-0100  当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:22床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    622,1061,4 公立つるぎ病院 〒920-2134 一般        99（地包ケア１）第2号       平成30年 4月 1日
     白山市鶴来水戸町ノ１番地 療養        53 地域包括ケア病棟入院料１
     076-272-1250  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:54床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[岐阜県]

平成30年 4月 1日 小児入院医療管理料４　医科］ 平成30年 6月 1日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    102,0094,2 岐阜県厚生農業協同組〒501-3802 一般 （小入４）第15号          平成22年 5月 1日
     関医94 合連合会　中濃厚生病関市若草通５－１ 　　一般   489 病棟種別：一般
     院 0575(22)2211  (0575-24-7139) 一般 病床区分：一般
     　　感染     6 小児入院医療管理病室病床数：
     17床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    211,0156,0 岐阜県立多治見病院 〒507-8522 一般 （小入４）第14号          平成22年 4月 1日
     多医156 多治見市前畑町５－１６１ 　　一般   510 小児入院医療管理病室病床数：
     0572-22-5311  (0572-25-1246) 一般 34床
     　　感染     6
     精神
     　　精神    46
     結核        13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    312,0015,6 社会医療法人厚生会　〒505-0034 一般 （小入４）第20号          平成23年11月 1日
     美加医15 木沢記念病院 美濃加茂市古井町下古井５９０ 　　一般   452 病棟種別：一般
     0574(25)2181  (0574(26)2181) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     12床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    415,0058,9 総合病院中津川市民病〒508-8502 一般       277（小入４）第19号          平成22年11月 1日
     中医58 院 中津川市駒場１５２２－１ 病棟種別：一般
     0573(66)1251  病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    527,0048,5 高山赤十字病院 〒506-8550 一般       472（小入４）第3号           平成19年 2月 1日
     高医48 高山市天満町３－１１ 病棟種別：一般
     0577(32)1111  (0577-34-4155) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     20床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    699,0006,2 独立行政法人国立病院〒502-0071 一般       398（小入４）第8号           平成23年10月 1日
     岐医6 機構長良医療センター岐阜市長良１３００－７ 結核        30 病棟種別：一般
     058(232)7574  (295-0077) 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：307
     小児入院医療管理病室病床数：
     33床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[岐阜県]

平成30年 4月 1日 小児入院医療管理料５　医科］ 平成30年 6月 1日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1198,2 岐阜県立希望が丘こど〒502-0931 一般 （小入５）第19号          平成27年10月 1日
     岐医1198 も医療福祉センター 岐阜市則武１８１６－１ 　　一般    53 病棟種別：一般
     058-233-7121  (058-233-7123) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     53床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    206,0057,0 松波総合病院 〒501-6062 一般       501（小入５）第10号          平成19年 5月 1日
     羽医57 羽島郡笠松町田代１８５－１ 病棟種別：一般
     058(388)0111  病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     294床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    311,0050,5 社会医療法人厚生会　〒507-0042 一般       250（小入５）第20号          平成28年 4月 1日
     多医50 多治見市民病院 多治見市前畑町３－４３ 年間小児緊急入院患者数：170
     0572(22)5211  (0572(24)0705)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    418,0061,7 土岐市立総合病院 〒509-5122 一般       276（小入５）第21号          平成29年 2月 1日
     土岐医61 土岐市土岐津町土岐口７０３－２ 病棟種別：一般
     ４ 病床区分：一般
     0572(55)2111  年間小児緊急入院患者数：16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    523,0011,2 岐阜県厚生農業協同組〒503-1316 一般       187（小入５）第16号          平成22年11月 1日
     養医11 合連合会　西美濃厚生養老郡養老町押越９８６ 療養       128 病棟種別：一般
     病院 0584(32)1161  病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     187床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    626,0002,4 岐阜県厚生農業協同組〒501-0619 一般 （小入５）第15号          平成22年10月 1日
     揖医2 合連合会　揖斐厚生病揖斐郡揖斐川町三輪２５４７－４　　一般   229 病棟種別：一般
     院 0585(21)1111  (0585(21)1112) 療養 病床区分：一般
     　　療養    52 小児入院医療管理病室病床数：
     174床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    726,0072,7 医療法人社団　橘会　〒503-2417 一般 （小入５）第4号           平成12年 6月 1日
     揖医72 新生病院 揖斐郡池田町本郷１５５１－１ 　　一般    51 病棟種別：一般
     0585(45)3161  (0585(45)3255) 療養 病床区分：一般
     　　療養    45 小児入院医療管理病室病床数：
     51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

[岐阜県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1092,7 医療法人　和光会　山〒501-0104 一般        57（回１）第5号             平成30年 4月 1日
     岐医1092 田病院 岐阜市寺田７－１１０ 療養        56 体制強化加算:加算１
     058(254)1411  病棟面積のうち１床当たり:30.
     1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.32㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.65ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:56床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1160,2 岩砂病院・岩砂マタニ〒502-0812 一般 （回１）第1号             平成30年 4月 1日
     岐医1160 ティ 岐阜市八代１－７－１ 　　一般   132 体制強化加算:加算１
     058-231-2631  病棟面積のうち１床当たり:42.
     7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.74㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.72ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    306,0057,0 松波総合病院 〒501-6062 一般       501（回１）第2号             平成30年 4月 1日
     羽医57 羽島郡笠松町田代１８５－１ 体制強化加算:加算１
     058(388)0111  病棟面積のうち１床当たり:24.
     48㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.08㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    412,0015,6 社会医療法人厚生会　〒505-0034 一般 （回１）第3号             平成30年 4月 1日
     美加医15 木沢記念病院 美濃加茂市古井町下古井５９０ 　　一般   452 病棟面積のうち１床当たり:30.
     0574(25)2181  (0574(26)2181) 22㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.56㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.84ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:42床



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[岐阜県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    528,0109,3 岐阜県立下呂温泉病院〒509-2292 一般       206（回１）第4号             平成30年 4月 1日
     下呂医109 下呂市森２２１１ 病棟面積のうち１床当たり:45
     0576-23-2222  ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.97ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:26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

[岐阜県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,0397,1 医療法人社団　登豊会〒502-0901 一般        83（回２）第7号             平成30年 4月 1日
     岐医397 　近石病院 岐阜市光町２－４６ 療養        42 体制強化加算:加算１
     058(232)2111  (058(294)7380) 病棟面積のうち１床当たり:25.
     76㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.01㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:44床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,0561,2 朝日大学病院 〒500-8523 一般       347（回２）第5号             平成26年 7月 1日
     岐医561 岐阜市橋本町３－２３ 病棟面積のうち１床当たり:30.
     058(253)8001  (058(253)5165) 4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.08㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,0642,0 みどり病院 〒501-3113 一般        99（回２）第10号            平成29年10月 1日
     岐医642 岐阜市北山１－１４－２４ 体制強化加算:加算２
     058(241)0681  (058(241)3728) 病棟面積のうち１床当たり:19.
     6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.92㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.15ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     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

[岐阜県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1241,0 岐阜清流病院 〒501-1151 一般       312（回３）第8号             平成30年 4月 1日
     岐医1241 岐阜市川部三丁目２５番地 療養        60 病棟面積のうち１床当たり:24.
     058-239-8111  (058-239-8216) 3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.09㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.73ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202,0077,7 医療法人　香徳会　関〒501-3919 一般 （回３）第2号             平成30年 4月 1日
     関医77 中央病院 関市平成通２－６－１８ 　　一般   100 病棟面積のうち１床当たり:22.
     0575(22)0012  (0575-24-3787) 療養 74㎡
     　　療養    50 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.53㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.85ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    305,0228,9 各務原リハビリテーシ〒509-0124 一般        46（回３）第5号             平成30年 4月 1日
     各医228 ョン病院 各務原市鵜沼山崎町６－８－２ 療養        72 病棟面積のうち１床当たり:17.
     058-384-8485  (058-370-1901) 69㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.19㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.77ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    411,0050,5 社会医療法人厚生会　〒507-0042 一般       250（回３）第6号             平成30年 4月 1日
     多医50 多治見市民病院 多治見市前畑町３－４３ 病棟面積のうち１床当たり:15.
     0572(22)5211  (0572(24)0705) 64㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:10.1㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    511,0124,8 サニーサイドホスピタ〒507-0007 療養        50（回３）第3号             平成30年 4月 1日
     多医124 ル 多治見市小名田町西ケ洞１－３２ 病棟面積のうち１床当たり:23.
     ５ 94㎡
     0572(25)8110  病室部分の面積のうち１床当た
     り:11.1㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    617,0077,5 市立恵那病院 〒509-7201 一般       199（回３）第4号             平成30年 4月 1日
     恵那医77 恵那市大井町２７２５ 病棟面積のうち１床当たり:25.
     0573(26)2121  97㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.29㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ



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

[岐阜県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    721,0339,1 医療法人　徳洲会　大〒503-0015 一般       181（回３）第1号             平成30年 4月 1日
     垣医339 垣徳洲会病院 大垣市林町６－８５－１ 療養       102 病棟面積のうち１床当たり:19.
     0584(77)6110  63㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:11.41㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.9ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    827,0048,5 高山赤十字病院 〒506-8550 一般       472（回３）第7号             平成30年 4月 1日
     高医48 高山市天満町３－１１ 病棟面積のうち１床当たり:26.
     0577(32)1111  (0577-34-4155) 1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.7㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.25ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[岐阜県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    115,0069,6 医療法人社団　日新会〒508-0101 療養 （回４）第13号            平成29年 8月 1日
     中医69 　城山病院 中津川市苗木那木３７２５－２ 　　療養    80 病棟面積のうち１床当たり:18.
     0573(66)1334  (0573-65-6932) 6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.7㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.9ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     看護配置加算：無
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    224,0069,8 博愛会病院 〒503-2121 一般       143（回４）第5号             平成22年10月 1日
     不医69 不破郡垂井町２２１０－４２ 療養       138 重症患者回復病棟加算:加算
     0584(23)1251  (0584(23)1256) 病棟面積のうち１床当たり:23.
     2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：無
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[岐阜県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料５　医科］ 平成30年 6月 1日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,0623,0 河村病院 〒501-3144 一般 （回５）第1号             平成30年 4月 1日
     岐医623 岐阜市芥見大般若１－８４ 　　一般   157 病棟面積のうち１床当たり:15.
     058(241)3311  (058(241)3066) 療養 9㎡
     　　療養   158 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟面積のうち１床当たり:31.
     89㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.01㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.62ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,0627,1 山内ホスピタル 〒500-8381 一般 （回５）第2号             平成30年 4月 1日
     岐医627 岐阜市市橋３－７－２２ 　　一般    61 病棟面積のうち１床当たり:21.
     058(276)2188  (058(276)1501) 療養 6㎡
     　　療養    68 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.82ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟面積のうち１床当たり:21.
     6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.25ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算: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

[岐阜県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料６　医科］ 平成30年 6月 1日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    106,0053,9 愛生病院 〒501-6035 療養       153（回６）第22号            平成29年10月 1日
     羽医53 羽島郡笠松町円城寺９７１ 病棟面積のうち１床当たり:23.
     058(388)3300  8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:25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

[岐阜県]

平成30年 4月 1日 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 6月 1日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,0427,6 医療法人社団　志朋会〒500-8486 一般        34（地包ケア１）第1号       平成30年 4月 1日
     岐医427 　加納渡辺病院 岐阜市加納城南通り１－２３ 地域包括ケア入院医療管理料１
     058(272)2129  (058(272)2799) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:8床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1092,7 医療法人　和光会　山〒501-0104 一般        57（地包ケア１）第3号       平成30年 4月 1日
     岐医1092 田病院 岐阜市寺田７－１１０ 療養        56 地域包括ケア入院医療管理料１
     058(254)1411  当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:29床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303,0032,0 美濃市立美濃病院 〒501-3746 一般       122（地包ケア１）第2号       平成30年 4月 1日
     美医32 美濃市中央４－３ 地域包括ケア病棟入院料１
     0575(33)1221  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:45床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    417,0080,9 国民健康保険上矢作病〒509-7521 一般        52（地包ケア１）第4号       平成30年 4月 1日
     恵那医80 院 恵那市上矢作町３１１１－２ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0573(47)2211  当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:37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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 小児入院医療管理料３　医科］ 平成30年 6月 1日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1531,055,4 藤枝市立総合病院 〒426-8677 一般       564（小入３）第21号          平成29年 4月 1日
     (531,012,1) 藤枝市駿河台四丁目１番１１号 病棟種別：一般
     054(646)1111  (054-646-1122) 病床区分：一般
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2671,006,7 磐田市立総合病院 〒438-8550 一般       498（小入３）第20号          平成29年 5月 1日
     (671,003,0) 磐田市大久保５１２－３ 一般（感染） 病棟種別：一般
     0538-38-5032  (0538-38-5050) 　　感染     2 病床区分：一般
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3711,046,5 浜松医療センター 〒432-8580 一般       600（小入３）第18号          平成28年 4月 1日
     (711,017,2) 浜松市中区富塚町３２８番地 一般（感染） 病棟種別：一般
     053-451-2711  (053(452)9217)              6 病床区分：一般
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4981,009,6 独立行政法人国立病院〒420-8688 一般       410（小入３）第17号          平成29年12月 1日
     (981,009,2) 機構　静岡てんかん　静岡市葵区漆山８８６番地 加減算区分:加算
     神経医療センター 054(245)5446  (054(247)9781) 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：16
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 小児入院医療管理料４　医科］ 平成30年 6月 1日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1111,005,7 一般財団法人芙蓉協会〒410-8555 一般       246（小入４）第19号          平成30年 1月 1日
     (111,021,0) 　聖隷沼津病院 沼津市本字松下七反田９０２－６ 病棟種別：一般
     055-952-1000  (055-952-1001) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     17床
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     11床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2116,001,1 沼津市立病院 〒410-0302 一般       426（小入４）第28号          平成30年 4月 1日
     (116,001,7) 沼津市東椎路字春ノ木５５０ 病棟種別：一般
     0559(24)5100  (0559(24)5133) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     34床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3211,009,8 富士宮市立病院 〒418-0076 一般       350（小入４）第34号          平成30年 4月 1日
     富士宮市錦町３番１号 年間小児緊急入院患者数：152
     0544(27)3151  (0544(23)7232) 小児入院医療管理病室病床数：
     19床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4416,004,2 静岡済生会総合病院 〒422-8527 一般 （小入４）第23号          平成23年 9月 1日
     (416,004,8) 静岡市駿河区小鹿一丁目１番１号　　一般   521 加減算区分:加算
     054-280-5001  (054(285)5179) 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     16床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5416,007,5 静岡赤十字病院 〒420-0853 一般       465（小入４）第14号          平成29年 7月 1日
     静岡市葵区追手町８番２号 病棟種別：一般
     054(254)4311  (054(252)8816) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     78床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6421,002,9 静岡市立清水病院 〒424-8636 一般       475（小入４）第7号           平成30年 3月 1日
     (421,002,5) 静岡市清水区宮加三１２３１番地 加減算区分:加算
     054-336-1111  (0543(34)1173) 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：141
     小児入院医療管理病室病床数：
     41床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 小児入院医療管理料４　医科］ 平成30年 6月 1日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    7421,133,2 静岡市立静岡病院 〒420-8630 一般       500（小入４）第35号          平成28年 4月 1日
     (421,033,0) 静岡市葵区追手町１０－９３ 一般（感染） 病棟種別：一般
     054(253)3125  (054(252)0010)              6 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：71
     小児入院医療管理病室病床数：
     15床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8711,006,9 ＪＡ静岡厚生連　遠州〒430-0929 一般       340（小入４）第22号          平成28年 4月 1日
     病院 浜松市中区中央一丁目１番１号 療養        60 病棟種別：一般
     053-401-0080  (053-401-0081) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     18床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9716,020,5 総合病院聖隷三方原病〒433-8558 一般       810（小入４）第15号          平成27年 2月 1日
     (711,035,4) 院 浜松市北区三方原町３４５３ 結核        20 加減算区分:加算
     053-439-9050  (053(438)2971) 精神       104 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     21床
     加減算区分:加算
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     10床
     加減算区分:加算
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     10床
     加減算区分:加算
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     20床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10741,008,9 掛川市・袋井市病院企〒436-8555 一般       496（小入４）第30号          平成30年 4月 1日
     (741,003,6) 業団立中東遠総合医療掛川市菖蒲ヶ池１－１ 一般（感染） 病棟種別：一般
     センター 0537-21-5555  (0537(28)8971) 　　感染     4 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：682
     小児入院医療管理病室病床数：
     20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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 小児入院医療管理料４　医科］ 平成30年 6月 1日     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   11971,001,5 独立行政法人　国立病〒411-8611 一般       450（小入４）第27号          平成28年 4月 1日
     (971,001,1) 院機構　静岡医療セン駿東郡清水町長沢７６２－１ 病棟種別：一般
     ター 0559(75)2000  (0559(75)2725) 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：121
     小児入院医療管理病室病床数：
     15床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12981,009,6 独立行政法人国立病院〒420-8688 一般       410（小入４）第16号          平成29年11月 1日
     (981,009,2) 機構　静岡てんかん　静岡市葵区漆山８８６番地 加減算区分:加算
     神経医療センター 054(245)5446  (054(247)9781) 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：16
     小児入院医療管理病室病床数：
     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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 小児入院医療管理料５　医科］ 平成30年 6月 1日     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1421,077,1 静岡県立総合病院 〒420-8527 一般       662（小入５）第16号          平成28年 7月 1日
     (421,018,1) 静岡市葵区北安東四丁目２７番１結核        50 届出加算の区分：注２に規定す
     号 る加算
     054(247)6111  (054(247)6140)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2546,007,8 市立島田市民病院 〒427-8502 一般       467（小入５）第24号          平成29年 5月 1日
     (546,007,4) 島田市野田１２００番地の５ 一般（感染）
     0547(35)2111  (0547(36)9155)              6
     療養        35
     結核         8
     精神        20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3981,008,8 国立病院機構天竜病院〒434-0015 一般 （小入５）第18号          平成28年 7月 1日
     (981,008,4) 浜松市浜北区於呂４２０１－２ 　　一般   258 病棟種別：一般
     053(583)3111  (053(583)3664) 結核        20 病床区分：一般
     精神 小児入院医療管理病室病床数：
     　　精神    50 56床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     56床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     小児入院医療管理病室病床数：
     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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日     35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1051,026,5 国際医療福祉大学熱海〒413-0012 一般       234（回１）第4号             平成30年 4月 1日
     (051,006,3) 病院 熱海市東海岸町１３－１ 一般（感染） 病棟面積のうち１床当たり:27.
     0557(81)9171  (0557(83)6632)              4 86㎡
     療養        31 病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.63㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.3ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:31床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2411,003,9 ＪＡ静岡厚生連　静岡〒420-0005 一般 （回１）第1号             平成30年 4月 1日
     厚生病院 静岡市葵区北番町２３番地 　　一般   213 病棟面積のうち１床当たり:21.
     054(271)7177  (054(273)2184) 療養        52 94㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.19㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.28ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:43床
     病棟面積のうち１床当たり:22.
     75㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.07㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.29ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病床数:52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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日     36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    3421,024,3 静清リハビリテーショ〒420-0823 一般 （回１）第3号             平成30年 4月 1日
     ン病院 静岡市葵区春日２－１２－２５ 　　一般    90 体制強化加算:加算１
     054-653-5858  療養 病棟面積のうち１床当たり:19.
     　　療養   160 03㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.06㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.86ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:19.
     03㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.01㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.86ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:19.
     03㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.01㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.86ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4531,028,1 医療法人社団聖稜会　〒426-0133 療養       125（回１）第2号             平成30年 4月 1日
     聖稜リハビリテーショ藤枝市宮原６７６－１ 病棟面積のうち１床当たり:22.
     ン病院 054(639)0112  (054(639)0789) 23㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.76㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.35ｍ
     病棟面積のうち１床当たり:19.
     6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.1㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.35ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日     37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    5711,170,3 浜松北病院 〒431-3113 一般       139（回１）第5号             平成30年 4月 1日
     (721,007,1) 浜松市東区大瀬町１５６８番地 療養        60 病棟面積のうち１床当たり:23.
     053(435)1111  (053-433-2700) 95㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.55㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.3ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:32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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日     38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1031,017,9 リハビリテーション中〒410-2502 一般 （回２）第11号            平成29年 6月 1日
     伊豆温泉病院 伊豆市上白岩１０００ 　　一般   113 病棟面積のうち１床当たり:25.
     0558(83)3333  (0558(83)1021) 療養 4㎡
     　　療養   172 病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.09ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟面積のうち１床当たり:25.
     4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.09ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2031,020,3 社会福祉法人　農協共〒410-2507 療養 （回２）第22号            平成30年 4月 1日
     (031,020,9) 済　中伊豆リハビリテ伊豆市冷川１５２３－１０８ 　　療養   140 病棟面積のうち１床当たり:41.
     ーションセンター 0558(83)2111  (0558(83)2370) 4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.9㎡
     病室に隣接する廊下幅:3.2ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:100床
     病棟面積のうち１床当たり:41.
     4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.9㎡
     病室に隣接する廊下幅:3.2ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日     39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    3036,027,3 ＮＴＴ東日本伊豆病院〒419-0107 一般        50（回２）第2号             平成30年 4月 1日
     (036,027,9) 田方郡函南町平井７５０番地 精神        46 体制強化加算:加算１
     0559(78)2320  (0559(78)4336) 療養       100 病棟面積のうち１床当たり:23.
     1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.71ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:23.
     1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.71ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4051,018,2 医療法人社団伊豆七海〒413-0022 一般       144（回２）第8号             平成26年 4月 1日
     会　熱海所記念病院 熱海市昭和町２０－２０ 体制強化加算:加算１
     0557(82)3000  (0557(81)0362) 病棟面積のうち１床当たり:19.
     97㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5111,009,9 公益財団法人　復康会〒410-0813 療養       106（回２）第24号            平成30年 4月 1日
     　沼津リハビリテーシ沼津市上香貫蔓陀ケ原２５１０－ 病棟面積のうち１床当たり:17.
     ョン病院 ２２ 89㎡
     0559(31)1911  (0559(34)3811) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.15㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.9ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日     40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    6211,016,3 一般財団法人富士脳障〒418-0021 一般        80（回２）第9号             平成29年 9月 1日
     害研究所附属病院 富士宮市杉田２７０番地の１２ 療養        80 体制強化加算:加算１
     0544(23)5155  (0544(26)0937) 病棟面積のうち１床当たり:24.
     58㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.39㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7231,059,9 医療法人財団百葉の会〒417-0801 療養       192（回２）第5号             平成27年 4月 1日
     　湖山リハビリテーシ富士市大渕４０５－２５ 介護    体制強化加算:加算１
     ョン病院 0545(36)2000  (0545(36)2570) 病棟面積のうち１床当たり:39.
     25㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.21㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8511,037,6 コミュニティーホスピ〒425-0088 一般 （回２）第6号             平成29年10月 1日
     タル　甲賀病院 静岡県焼津市大覚寺二丁目３０番　　一般   379 病棟面積のうち１床当たり:18.
     地の１ 療養 7㎡
     054(628)5500  (054(628)7279) 　　療養    28 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.28㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9561,001,1 市立御前崎総合病院 〒437-1612 一般       145（回２）第23号            平成30年 4月 1日
     御前崎市池新田２０６０ 療養        54 病棟面積のうち１床当たり:23.
     0537-86-8511  (0537(86)8518) 63㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.71㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日     41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   10631,008,2 公立森町病院 〒437-0214 一般       131（回２）第20号            平成30年 4月 1日
     (631,008,8) 周智郡森町草ケ谷３９１－１ 病棟面積のうち１床当たり:26
     0538(85)2181  (0538-85-2510) ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.3ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:38床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11671,033,1 すずかけヘルスケアホ〒438-0043 療養       160（回２）第7号             平成30年 4月 1日
     スピタル 磐田市大原２０４２－４ 病棟面積のうち１床当たり:30.
     0538-21-3511  (0538-21-3512) 8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.01㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.74ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:52床
     病棟面積のうち１床当たり:30.
     8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.01㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.74ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:54床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12711,006,9 ＪＡ静岡厚生連　遠州〒430-0929 一般       340（回２）第19号            平成30年 4月 1日
     病院 浜松市中区中央一丁目１番１号 療養        60 体制強化加算:加算１
     053-401-0080  (053-401-0081) 病棟面積のうち１床当たり:29.
     07㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.09㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.4ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日     42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   13711,043,2 すずかけセントラル病〒432-8054 一般 （回２）第15号            平成30年 2月 1日
     (721,033,7) 院 浜松市南区田尻町１２０－１ 　　一般   205 体制強化加算:加算２
     053-443-0111  療養 病棟面積のうち１床当たり:29.
     　　療養   104 62㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14711,180,2 浜松市リハビリテーシ〒433-8127 一般       180（回２）第10号            平成30年 4月 1日
     (721,035,2) ョン病院 静岡県浜松市中区和合北一丁目６療養        45 病棟面積のうち１床当たり:15.
     番１号 49㎡
     053(471)8331  (053(474)8819) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.92㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.5ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     病棟面積のうち１床当たり:12.
     63㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.92㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.5ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     病棟面積のうち１床当たり:14.
     93㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.92㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.5ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日     43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011,016,5 医療法人社団健育会　〒413-0304 療養       199（回３）第10号            平成30年 4月 1日
     熱川温泉病院 賀茂郡東伊豆町白田４２４番地 病棟面積のうち１床当たり:29.
     0557(23)0843  (0557(23)3225) 46㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.48㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.9ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2021,022,1 下田メディカルセンタ〒415-0026 一般       144（回３）第13号            平成30年 4月 1日
     ー 下田市六丁目４－１０ 病棟面積のうち１床当たり:8.6
     0558-25-2525  8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.05㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3031,017,9 リハビリテーション中〒410-2502 一般 （回３）第14号            平成30年 4月 1日
     伊豆温泉病院 伊豆市上白岩１０００ 　　一般   113 病棟面積のうち１床当たり:27.
     0558(83)3333  (0558(83)1021) 療養 8㎡
     　　療養   172 病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4041,027,6 伊東市民病院 〒414-0055 一般       250（回３）第11号            平成30年 4月 1日
     伊東市岡１９６－１ 病棟面積のうち１床当たり:30.
     0557-37-2626  (0557(35)0631) 56㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:15.98㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.77ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5111,096,6 瀬尾記念慶友病院 〒410-0822 一般        74（回３）第1号             平成30年 4月 1日
     沼津市下香貫島郷２７７３－１ 病棟面積のうち１床当たり:8.0
     055-935-1511  (055-935-1333) 9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.09㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.81ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算: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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日     44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    6231,080,5 富士いきいき病院 〒419-0205 療養       197（回３）第7号             平成30年 4月 1日
     富士市天間字大久保１６４０－１ 病棟面積のうち１床当たり:20.
     0545-73-1919  (0545-73-1916) 7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7421,002,9 静岡市立清水病院 〒424-8636 一般       475（回３）第2号             平成30年 4月 1日
     (421,002,5) 静岡市清水区宮加三１２３１番地 病棟面積のうち１床当たり:23.
     054-336-1111  (0543(34)1173) 39㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.63㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8421,023,5 静岡リウマチ整形外科〒420-0821 一般        24（回３）第8号             平成30年 4月 1日
     リハビリ病院 静岡市葵区柚木９０－１ 療養        64 病棟面積のうち１床当たり:14.
     054(267)1000  4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.58㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9421,024,3 静清リハビリテーショ〒420-0823 一般 （回３）第9号             平成30年 4月 1日
     ン病院 静岡市葵区春日２－１２－２５ 　　一般    90 病棟面積のうち１床当たり:19.
     054-653-5858  療養 8㎡
     　　療養   160 病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.7㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.86ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟面積のうち１床当たり:24.
     91㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.8㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.86ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算: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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日     45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   10531,028,1 医療法人社団聖稜会　〒426-0133 療養       125（回３）第5号             平成30年 4月 1日
     聖稜リハビリテーショ藤枝市宮原６７６－１ 病棟面積のうち１床当たり:16.
     ン病院 054(639)0112  (054(639)0789) 23㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.71㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.35ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11546,007,8 市立島田市民病院 〒427-8502 一般       467（回３）第4号             平成30年 4月 1日
     (546,007,4) 島田市野田１２００番地の５ 一般（感染） 病棟面積のうち１床当たり:17.
     0547(35)2111  (0547(36)9155)              6 14㎡
     療養        35 病室部分の面積のうち１床当た
     結核         8 り:8.31㎡
     精神        20 病室に隣接する廊下幅:1.85ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12651,006,1 医療法人弘遠会　天竜〒431-3314 療養       220（回３）第3号             平成30年 4月 1日
     すずかけ病院 浜松市天竜区二俣町二俣２３９６ 病棟面積のうち１床当たり:21.
     －５６ 86㎡
     0539(25)8111  病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.55㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.85ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13731,009,9 袋井市立聖隷袋井市民〒437-0061 一般       100（回３）第6号             平成30年 4月 1日
     病院 袋井市久能２５１５－１ 療養        50 病棟面積のうち１床当たり:8.6
     0538-41-2777  (0538-41-2813) ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14741,010,5 医療法人社団　綾和会〒436-0030 療養       240（回３）第12号            平成30年 4月 1日
     　掛川東病院 掛川市杉谷南１－１－１ 病棟面積のうち１床当たり:18
     0537-23-7111  (0537-23-7116) ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:11.3㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.4ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算: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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日     46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011,036,3 公益社団法人地域医療〒413-0503 一般       140（回４）第42号            平成30年 4月 1日
     振興協会　伊豆今井浜賀茂郡河津町見高１７８ 病棟面積のうち１床当たり:18.
     病院 0558-34-1123  85㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.13㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.71ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2021,022,1 下田メディカルセンタ〒415-0026 一般       144（回４）第34号            平成29年 4月 1日
     ー 下田市六丁目４－１０ 病棟面積のうち１床当たり:8.0
     0558-25-2525  5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.05㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:49床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3121,020,4 医療法人社団青虎会　〒412-0045 一般       168（回４）第17号            平成29年 6月 1日
     (121,009,3) フジ虎ノ門整形外科病御殿場市川島田字中原１０６７－療養        43 病棟面積のうち１床当たり:22.
     院 １ 76㎡
     0550(89)7872  (0550(88)1516) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.9㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日     47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    4231,014,4 医療法人社団英志会　〒417-0045 一般        90（回４）第16号            平成29年 5月 1日
     富士整形外科病院 富士市錦町１－４－２３ 病棟面積のうち１床当たり:26.
     0545(51)3751  (0545(51)1540) 9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.94㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:32床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5231,059,9 医療法人財団百葉の会〒417-0801 療養       192（回４）第51号            平成30年 2月 1日
     　湖山リハビリテーシ富士市大渕４０５－２５ 介護    病棟面積のうち１床当たり:39.
     ョン病院 0545(36)2000  (0545(36)2570) 25㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.21㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6321,030,1 山の上病院 〒424-0104 療養 （回４）第20号            平成23年 8月 1日
     (421,003,3) 静岡市清水区草ケ谷６５１－７ 　　療養   401 重症患者回復病棟加算:加算
     0543(63)1023  (0543(63)1011) 病棟面積のうち１床当たり:18.
     73㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.52㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.42ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:47床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日     48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    7411,176,3 医療法人社団清明会　〒421-1311 療養 （回４）第14号            平成29年 2月 1日
     静岡リハビリテーショ静岡市葵区富沢１４０５ 　　療養   150 病棟面積のうち１床当たり:15.
     ン病院 054(270)1221  (054(270)1228) 5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.4ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：無
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟面積のうち１床当たり:15.
     6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.4ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：無
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:54床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日     49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    8511,037,6 コミュニティーホスピ〒425-0088 一般 （回４）第27号            平成29年10月 1日
     タル　甲賀病院 静岡県焼津市大覚寺二丁目３０番　　一般   379 病棟面積のうち１床当たり:16.
     地の１ 療養 36㎡
     054(628)5500  (054(628)7279) 　　療養    28 病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.62㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.79ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:54床
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟面積のうち１床当たり:16.
     02㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.62㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.79ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:54床
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟面積のうち１床当たり:25.
     22㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.56㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日     50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    9611,013,6 菊川市立総合病院 〒439-0022 一般       202（回４）第24号            平成29年11月 1日
     菊川市東横地１６３２番地 精神        58 病棟面積のうち１床当たり:19.
     0537(35)2135  (0537(35)4484) 62㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.15㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.3ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10661,036,6 豊田えいせい病院 〒438-0838 療養       180（回４）第36号            平成30年 4月 1日
     磐田市小立野１０２番地 病棟面積のうち１床当たり:25.
     0538(34)6110  (0538(37)7529) 4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:51床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11711,201,6 常葉大学リハビリテー〒431-1102 療養        80（回４）第33号            平成30年 4月 1日
     ション病院 浜松市西区大山町３８０５ 病棟面積のうち１床当たり:19.
     053-436-1304  (053-436-5722) 95㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.81㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.71ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     病棟面積のうち１床当たり:19.
     95㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.92㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.71ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[静岡県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日     51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   12721,047,1 十全記念病院 〒434-0042 一般        95（回４）第38号            平成29年11月 1日
     (721,015,4) 浜松市浜北区小松１７００ 療養       204 病棟面積のうち１床当たり:21.
     053-586-1115  (053-586-7950) 5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.9㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.73ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料６　医科］ 平成30年 6月 1日     52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011,030,6 医療法人社団康心会　〒413-0411 一般       160（回６）第53号            平成29年10月 1日
     康心会伊豆東部病院 賀茂郡東伊豆町稲取１７－２ 病棟面積のうち１床当たり:23.
     0557(95)1151  (0557(95)1154) 8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.38㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2511,020,2 医療法人社団綾和会　〒425-0062 療養       150（回６）第55号            平成30年 4月 1日
     駿河西病院 焼津市中根新田１３１５番地 介護        50 病棟面積のうち１床当たり:18.
     054(623)5111  (054(623)5116) 5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3511,040,0 岡本石井病院 〒425-0031 一般        43（回６）第56号            平成30年 4月 1日
     焼津市小川新町５－２－３ 療養       154 病棟面積のうち１床当たり:23.
     054(627)5585  (054(627)5586) 3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.85ｍ
     病棟数:1棟
     病床数:20床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4721,064,6 医療法人　豊岡会　浜〒433-8103 療養       230（回６）第51号            平成29年 7月 1日
     松とよおか病院 浜松市北区豊岡町１１０ 病棟面積のうち１床当たり:21.
     053-439-0100  54㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.14㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.9ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:30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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料６　医科］ 平成30年 6月 1日     53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    5831,026,2 医療法人社団誠心会　〒434-0006 療養       136（回６）第54号            平成30年 4月 1日
     浜北さくら台病院 浜松市浜北区四大地９－６８ 介護        56 病棟面積のうち１床当たり:15
     053(582)2311  (053(582)2315) 精神       120 ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.1㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[静岡県]

平成30年 4月 1日 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 6月 1日     54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1036,027,3 ＮＴＴ東日本伊豆病院〒419-0107 一般        50（地包ケア１）第4号       平成30年 4月 1日
     (036,027,9) 田方郡函南町平井７５０番地 精神        46 地域包括ケア入院医療管理料１
     0559(78)2320  (0559(78)4336) 療養       100 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:12床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     看護職員配置加算（地域包括ケ
     ア病棟入院料の注３）:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2321,013,7 ＪＡ静岡厚生連　清水〒424-0114 一般       154（地包ケア１）第1号       平成30年 4月 1日
     厚生病院 静岡市清水区庵原町５７８－１ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0543(66)3333  (0543(64)5503) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:45床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
     看護職員配置加算（地域包括ケ
     ア病棟入院料の注３）:有
     看護補助者配置加算（地域包括
     ケア病棟入院料の注４）:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3421,006,0 白萩病院 〒422-8018 療養       120（地包ケア１）第3号       平成30年 4月 1日
     静岡市駿河区西大谷１６－１ 地域包括ケア入院医療管理料１
     054-236-7272  (054-237-7007) 当該病床届出病棟区分:療養
     入院医療管理料病床数:52床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
     看護職員配置加算（地域包括ケ
     ア病棟入院料の注３）:有
     看護補助者配置加算（地域包括
     ケア病棟入院料の注４）: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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 6月 1日     55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    4711,170,3 浜松北病院 〒431-3113 一般       139（地包ケア１）第2号       平成30年 4月 1日
     (721,007,1) 浜松市東区大瀬町１５６８番地 療養        60 地域包括ケア入院医療管理料１
     053(435)1111  (053-433-2700) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:25床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
     当該病棟の「注２」に規定する
     点数の届出
     看護職員配置加算（地域包括ケ
     ア病棟入院料の注３）:有
     看護補助者配置加算（地域包括
     ケア病棟入院料の注４）: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

[三重県]

平成30年 4月 1日 小児入院医療管理料３　医科］ 平成30年 6月 1日     56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10805507  伊勢赤十字病院 〒516-0008 一般       651（小入３）第11号          平成29年11月 1日
     伊医550 伊勢市船江一丁目４７１番２ 一般（感染） 病棟種別：一般
     0596-28-2171  (0596-28-2965)              4 病床区分：一般
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[三重県]

平成30年 4月 1日 小児入院医療管理料４　医科］ 平成30年 6月 1日     57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10305052  三重県厚生農業協同組〒513-0818 一般       460（小入４）第6号           平成30年 1月 1日
     鈴医505 合連合会　鈴鹿中央総鈴鹿市安塚町山之花１２７５ー５ 病棟種別：一般
     合病院 ３ 病床区分：一般
     0593-82-1311  小児入院医療管理病室病床数：
     16床
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     11床
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20705111  三重県厚生農業協同組〒515-8566 一般       440（小入４）第4号           平成18年 9月 1日
     松医511 合連合会松阪中央総合松阪市川井町字小望１０２ 小児入院医療管理病室病床数：
     病院 0598-21-5252  28床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    31305176  名張市立病院 〒518-0481 一般       200（小入４）第9号           平成28年12月 1日
     名医517 名張市百合が丘西１番町１７８番 病棟種別：一般
     地 病床区分：一般
     0595-61-1100  年間小児緊急入院患者数：212
     小児入院医療管理病室病床数：
     12床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    44000030  独立行政法人国立病院〒514-1101 一般       450（小入４）第3号           平成25年 6月 1日
     久居医521 機構三重中央医療セン津市久居明神町２１５８－５ 結核        30 病棟種別：一般
     ター 059-259-1211  (059-256-2651) 一般（感染） 病床区分：一般
                  6 年間小児緊急入院患者数：131
     小児入院医療管理病室病床数：
     12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

[三重県]

平成30年 4月 1日 小児入院医療管理料５　医科］ 平成30年 6月 1日     58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10505339  三重県立子ども心身発〒514-0125 一般        30（小入５）第14号          平成29年 6月 1日
     津医533 達医療センター 津市大里窪田町３４０番５ 精神        80 病棟種別：精神
     059-253-2000  (059-253-2031) 病床区分：精神
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     病棟種別：精神
     病床区分：精神
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[三重県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日     59

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10205336  医療法人社団主体会主〒510-0823 一般       105（回１）第2号             平成30年 4月 1日
     四医533 体会病院 四日市市城北町８番１号 療養       123 体制強化加算:加算２
     0593-54-1771  (0593-54-0755) 病棟面積のうち１床当たり:29.
     43㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.09㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.3ｍ
     病棟数:1棟
     病床数:53床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20205419  小山田記念温泉病院 〒512-1111 一般       222（回１）第3号             平成30年 4月 1日
     四医541 四日市市山田町５５３８番地の１療養       155 体制強化加算:加算１
     0593-28-1260  病棟面積のうち１床当たり:28.
     38㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.02㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.85ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30505883  藤田保健衛生大学七栗〒514-1295 一般       177（回１）第4号             平成30年 4月 1日
     津医588 記念病院 津市大鳥町４２４番地の１ 療養        41 体制強化加算:加算１
     059-252-1555  病棟面積のうち１床当たり:36.
     9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.3㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.71ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟数:1棟
     病床数:55床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:39
     ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.27㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.71ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟数:1棟
     病床数:54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

[三重県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日     60

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    42205029  三重県厚生農業協同組〒510-1234 一般       146（回１）第1号             平成30年 4月 1日
     三医502 合連合会　三重北医療三重郡菰野町福村７５番地 療養        84 病棟面積のうち１床当たり:32.
     センター菰野厚生病院0593-93-1212  8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.7㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     病棟数:1棟
     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

[三重県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日     61

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10205336  医療法人社団主体会主〒510-0823 一般       105（回２）第4号             平成29年 5月 1日
     四医533 体会病院 四日市市城北町８番１号 療養       123 体制強化加算:加算２
     0593-54-1771  (0593-54-0755) 病棟面積のうち１床当たり:29.
     43㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.09㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.3ｍ
     病棟数:1棟
     病床数:53床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20505115  医療法人永井病院 〒514-0035 一般       184（回２）第2号             平成30年 4月 1日
     津医511 津市西丸の内２９－２９ 療養        15 病棟面積のうち１床当たり:20.
     059-228-5181  (059-223-3222) 1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.59㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:56床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[三重県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日     62

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10105130  ヨナハ総合病院 〒511-0838 一般        53（回３）第5号             平成30年 4月 1日
     桑医513 桑名市和泉８丁目２６４の３ 療養        94 病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     0594-23-2415  休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20205419  小山田記念温泉病院 〒512-1111 一般       222（回３）第9号             平成30年 4月 1日
     四医541 四日市市山田町５５３８番地の１療養       155 病棟面積のうち１床当たり:32.
     0593-28-1260  67㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:35床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30305060  医療法人博仁会村瀬病〒513-0801 一般        60（回３）第3号             平成30年 4月 1日
     鈴医506 院 鈴鹿市神戸３－１２－１０ 療養       158 病棟面積のうち１床当たり:17.
     0593-82-0330  5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.9ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[三重県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日     63

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    40505867  医療法人暲純会榊原温〒514-1293 一般       139（回３）第8号             平成30年 4月 1日
     津医586 泉病院 津市榊原町１０３３－４ 療養       158 病棟面積のうち１床当たり:18.
     059-252-1111  4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     （回３）第10号            平成30年 4月 1日
     病棟面積のうち１床当たり:19.
     2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50505883  藤田保健衛生大学七栗〒514-1295 一般       177（回３）第11号            平成30年 4月 1日
     津医588 記念病院 津市大鳥町４２４番地の１ 療養        41 病棟面積のうち１床当たり:24.
     059-252-1555  6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
     病棟数:1棟
     病床数:41床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60515346  大門病院 〒514-0027 一般        82（回３）第2号             平成30年 4月 1日
     津医1534 津市大門１番３号 療養        24 病棟面積のうち１床当たり:24
     059-226-5525  (059-227-1233) ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.5ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[三重県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日     64

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    70805036  市立伊勢総合病院 〒516-0014 一般       270（回３）第1号             平成30年 4月 1日
     伊医503 伊勢市楠部町３０３８番地 療養        52 病棟面積のうち１床当たり:24.
     0596-23-5111  9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.1㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    80805465  医療法人全心会　伊勢〒516-0047 一般        40（回３）第4号             平成30年 4月 1日
     伊医546 慶友病院 伊勢市常磐町２丁目７番２８号 療養       213 病棟面積のうち１床当たり:25.
     0596-22-1155  (0596-22-3003) 9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.18㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    91205186  社会医療法人畿内会　〒518-0842 一般       335（回３）第7号             平成30年 4月 1日
     伊賀医518 岡波総合病院 伊賀市上野桑町１７３４番地 病棟面積のうち１床当たり:27.
     0595-21-3135  8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   103105012  紀南病院 〒519-5204 一般       200（回３）第6号             平成30年 4月 1日
     南医501 南牟婁郡御浜町阿田和４７５０ 一般（感染） 病棟面積のうち１床当たり:9.1
     05979-2-1333               4 8㎡
     療養        40 病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.18㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.72ｍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[三重県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日     65

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10205112  医療法人富田浜病院 〒510-8008 一般        60（回４）第12号            平成23年10月 1日
     四医511 四日市市富田浜町２６番１４号 療養        85 重症患者回復病棟加算:加算
     0593-65-0023  病棟面積のうち１床当たり:16.
     8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20205989  みたき総合病院 〒512-0911 一般       111（回４）第5号             平成23年10月 1日
     四医598 四日市市生桑町菰池４５８－１ 療養        88 重症患者回復病棟加算:加算
     0593-30-6000  病棟面積のうち１床当たり:8.0
     3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.3㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.85ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:44床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30515163  若葉病院 〒514-0832 一般        45（回４）第17号            平成30年 3月 1日
     津医516 津市南中央２８番１３号 療養        85 病棟面積のうち１床当たり:16.
     059-227-0207  7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.82ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[三重県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日     66

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    40705624  花の丘病院 〒515-0052 療養        96（回４）第6号             平成29年 6月 1日
     松医562 松阪市山室町字西ノ谷７０７番地 重症患者回復病棟加算:加算
     ３ 病棟面積のうち１床当たり:22.
     0598-29-8700  (0598-29-8739) 2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.72ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     リハビリテーション充実加算：
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50805465  医療法人全心会　伊勢〒516-0047 一般        40（回４）第16号            平成29年 9月 1日
     伊医546 慶友病院 伊勢市常磐町２丁目７番２８号 療養       213 病棟面積のうち１床当たり:25.
     0596-22-1155  (0596-22-3003) 9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.18㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:47床
     リハビリテーション充実加算：
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[三重県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日     67

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    62705150  恩賜財団済生会明和病〒515-0312 一般        84（回４）第4号             平成30年 2月 1日
     多医515 院 多気郡明和町大字上野４３５ 療養       180 病棟面積のうち１床当たり:30.
     0596-52-0131  (0596-52-2131) 5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.3ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟面積のうち１床当たり:30.
     5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.3ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟面積のうち１床当たり:30.
     5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.3ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟面積のうち１床当たり:30.
     5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.3ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：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

[三重県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日     68

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45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

[三重県]

平成30年 4月 1日 回復期リハビリテーション病棟入院料５　医科］ 平成30年 6月 1日     69

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10305201  塩川病院 〒513-0844 一般        57（回５）第1号             平成30年 4月 1日
     鈴医520 鈴鹿市平田一丁目３番７号 病棟面積のうち１床当たり:32
     0593-78-1417  ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:3.5ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算: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

[三重県]

平成30年 4月 1日 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 6月 1日     70

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10105171  医療法人財団青木会青〒511-0068 一般        87（地包ケア１）第2号       平成30年 4月 1日
     桑医517 木記念病院 桑名市中央町５丁目７番地 地域包括ケア病棟入院料１
     0594-22-1711  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:46床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
     看護職員配置加算（地域包括ケ
     ア病棟入院料の注３）:有
     看護補助者配置加算（地域包括
     ケア病棟入院料の注４）:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20205112  医療法人富田浜病院 〒510-8008 一般        60（地包ケア１）第1号       平成30年 4月 1日
     四医511 四日市市富田浜町２６番１４号 療養        85 地域包括ケア入院医療管理料１
     0593-65-0023  当該病床届出病棟区分:療養
     入院医療管理料病床数:30床
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
     看護補助者配置加算（地域包括
     ケア病棟入院料の注４）:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30505263  津生協病院 〒514-0801 一般       149（地包ケア１）第3号       平成30年 4月 1日
     津医526 津市船頭町１７２１ 地域包括ケア入院医療管理料１
     059-225-2848  当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:16床
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
     看護補助者配置加算（地域包括
     ケア病棟入院料の注４）:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


