
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 児童・思春期精神科入院医療管理料　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)

    1010,005,8 愛知県精神医療センタ〒464-0031 精神       315（児春入）第4号           平成30年 2月 1日
     (011,005,3) ー 名古屋市千種区徳川山町４－１－
     　千種5 ７
     052-763-1511  (052-763-2519)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2980,014,6 独立行政法人国立病院〒463-0802 精神       233（児春入）第2号           平成25年11月 1日
     (981,014,1) 機構東尾張病院 名古屋市守山区大森北２－１３０
     　守山14 １
     052-798-9711  (052-798-5554)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

    1010,073,6 医療法人同心会杉田病〒464-0802 精神       208（精療）第134号           平成26年 7月 1日
     　千種73 院 名古屋市千種区星が丘元町１６－ 重症者加算１:有
     ２０ 病棟名:Ｂ棟
     052-781-0433  (052-781-3607) 病床数:40
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.24㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.17㎡
     重症者加算１:有
     病棟名:Ｃ棟
     病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.46㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
     重症者加算１:有
     病棟名:Ｄ棟
     病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.46㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2030,163,1 楠メンタルホスピタル〒462-0011 精神       223（精療）第123号           平成26年 4月 1日
     (031,163,6) 名古屋市北区五反田町１１０ 重症者加算１:有
     　北163 052-901-7581  (052-902-7135)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

    3070,009,7 医療法人交正会精治寮〒466-0064 精神       179（精療）第106号           平成26年 4月 1日
     　昭和9 病院 名古屋市昭和区鶴舞４－１６－２ 重症者加算１:有
     ７ 退院調整加算:無
     052-741-1231  (052-733-0224) 病棟名:第１病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.9㎡
     病棟名:第２病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.9㎡
     病棟名:第３病棟
     病床数:59
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4100,077,8 医療法人生生会松蔭病〒454-0926 精神       607（精療）第156号           平成29年 4月 1日
     (101,077,3) 院 名古屋市中川区打出２－７０ 重症者加算１:有
     　中川77 052-352-3251  (052-352-3001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5100,277,4 医療法人生生会まつか〒454-0926 一般        56（精療）第110号           平成26年 4月 1日
     　中川277 げシニアホスピタル 名古屋市中川区打出２－３４７ 療養       232 重症者加算１:有
     052-352-3250  (052-352-3270) 精神        92
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6120,024,6 あいせい紀年病院 〒457-0042 精神       288（精療）第125号           平成26年 4月 1日
     　南24 名古屋市南区曽池町４－２８ 重症者加算１:有
     052-821-7701  (052-821-7646) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｇ－１
     病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｇ－３Ｂ
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.3㎡



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 精神療養病棟入院料　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)

    7120,040,2 医療法人交正会笠寺精〒457-0051 精神       180（精療）第154号           平成28年11月 1日
     　南40 治寮病院 名古屋市南区笠寺町柚ノ木３ 重症者加算１:有
     052-821-9221  (052-824-0286) 病棟名:２病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.8㎡
     病棟名:３病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8130,017,8 医療法人八誠会　もり〒463-0074 精神       490（精療）第111号           平成26年 4月 1日
     　守山17 やま総合心療病院 名古屋市守山区町北１１－５０ 重症者加算１:有
     052-791-2133  (052-791-2137) 退院調整加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9130,067,3 医療法人香流会紘仁病〒463-0034 一般        68（精療）第145号           平成27年 7月 1日
     (131,067,8) 院 名古屋市守山区四軒家１－７１０精神       779 重症者加算１:有
     　守山67 052-771-2151  (052-772-5781) 療養        93 病棟名:西２
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :27.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.9㎡
     病棟名:西３
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :27.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.9㎡
     病棟名:西４
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.4㎡
     病棟名:西５
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

   10160,007,2 八事病院 〒468-0073 一般        60（精療）第127号           平成26年 4月 1日
     (161,007,7) 名古屋市天白区塩釜口１－４０３精神       470 重症者加算１:有
     　天白7 052-832-2111  (052-832-2135) 退院調整加算:有
     病棟名:東２病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.6㎡
     病棟名:東３病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.6㎡
     病棟名:南３病棟
     病床数:48
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

   11200,210,4 医療法人義興会　可知〒441-8555 精神       545（精療）第140号           平成26年10月 1日
     (201,210,9) 記念病院 豊橋市南大清水町富士見４５６ 療養        60 重症者加算１:有
     　豊橋210 0532-26-1101  (0532-26-0222) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:南３病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.5㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:南２病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.6㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:東４病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.3㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:東２病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.5㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:西４階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.1㎡



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 4月 1日 精神療養病棟入院料　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)

   12200,591,7 岩屋病院 〒440-0842 精神       325（精療）第152号           平成28年 9月 1日
     　豊橋591 豊橋市岩屋町岩屋下３９－１ 重症者加算１:有
     0532-61-7100  (0532-63-4110) 退院調整加算:無
     病棟名:２Ｂ
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.2㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     病棟名:４Ｂ
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.2㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     病棟名:３Ｂ
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13210,060,1 医療法人仁精会三河病〒444-0840 精神       151（精療）第135号           平成26年 7月 1日
     　岡崎60 院 岡崎市戸崎町牛転２ 重症者加算１:有
     0564-51-1778  (0564-51-1415) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１階病棟
     病床数:57
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14220,130,0 いまむら病院 〒491-0053 精神       260（精療）第153号           平成28年 9月 1日
     　一宮130 一宮市今伊勢町本神戸無量寺東１ 重症者加算１:有
     ７ 届出に係る病棟:精神
     0586-73-8141  (0586-73-2172) 病棟名:本４F病棟、本５F病棟
     病床数:86
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.1㎡



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 4月 1日 精神療養病棟入院料　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)

   15240,043,1 医療法人一草会一ノ草〒475-0074 精神       298（精療）第107号           平成26年 4月 1日
     　半田43 病院 半田市長根町３－１ 重症者加算１:有
     0569-28-1111  (0569-28-1157) 病棟名:５Ｂ
     病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.9㎡
     病棟名:４Ａ
     病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.1㎡
     病棟名:３Ａ
     病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16250,183,2 特定医療法人晴和会　〒480-0304 精神       172（精療）第112号           平成26年 4月 1日
     　春日井183 あさひが丘ホスピタル春日井市神屋町地福１２９５－３ 重症者加算１:有
     １
     0568-88-0284  (0568-88-0958)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17300,126,1 医療法人研精会豊田西〒470-0344 精神       168（精療）第144号           平成27年 7月 1日
     　豊田126 病院 豊田市保見町横山１００ 重症者加算１:有
     0565-48-8331  (0565-48-8318) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:第２病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.73㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第３病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.04㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.78㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

   18300,197,2 医療法人明心会　仁大〒470-0361 精神       176（精療）第129号           平成26年 4月 1日
     　豊田197 病院 豊田市猿投町入道３－５ 重症者加算１:有
     0565-45-0110  (0565-45-0995) 退院調整加算:有
     病棟名:第２病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :27.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19300,208,7 医療法人豊和会南豊田〒470-1215 精神       240（精療）第104号           平成26年 4月 1日
     　豊田208 病院 豊田市広美町郷西８０ 重症者加算１:有
     0565-21-0331  (0565-21-0508) 退院調整加算:無
     病棟名:南２
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.14㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.07㎡
     病棟名:北１
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.8㎡
     病棟名:北２
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20310,070,9 医療法人純和会矢作川〒444-1164 精神       186（精療）第114号           平成26年 4月 1日
     (311,070,4) 病院 安城市藤井町南山１４１ 重症者加算１:有
     　安城70 0566-99-3171  (0566-99-5287)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21340,028,1 犬山病院 〒484-0094 精神       409（精療）第113号           平成26年 4月 1日
     (341,028,6) 犬山市塔野地大畔１０ 重症者加算１:有
     　犬山28 0568-61-1505  (0568-61-4302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

   22360,139,1 布袋病院 〒483-8248 精神       239（精療）第157号           平成29年 4月 1日
     　江南139 江南市五明町天王４５ 重症者加算１:有
     0587-55-7251  (0587-55-7397) 退院調整加算:有
     病棟名:B1
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
     病棟名:B3
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:無
     退院調整加算:有
     病棟名:A2
     病床数:59
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23390,109,8 医療法人回精会　北津〒490-1323 精神       292（精療）第166号           平成30年 4月 1日
     　稲沢109 島病院 稲沢市平和町嫁振３０７ 重症者加算１:有
     0567-46-3530  (0567-46-5268) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３病棟
     病床数:57
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４病棟
     病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

   24420,008,6 医療法人共和会共和病〒474-0071 療養        48（精療）第165号           平成30年 2月 1日
     (421,008,1) 院 大府市梶田町２－１２３ 精神       207 重症者加算１:有
     　大府8 0562-46-2222  (0562-47-6577) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｃ１病棟
     病床数:20
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :62.14㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25480,004,2 桶狭間病院藤田こころ〒470-1168 精神       312（精療）第161号           平成29年10月 1日
     (481,004,7) ケアセンター 豊明市栄町南館３－８７９ 重症者加算１:有
     　豊明4 0562-97-1361  (0562-97-8004) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｅ４
     病床数:59
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.42㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26500,093,1 医療法人和合会和合病〒470-0151 精神       511（精療）第117号           平成26年 4月 1日
     　愛知93 院 愛知郡東郷町諸輪北木戸西１０８ 重症者加算１:有
     0561-73-1811  (0561-73-7785) 退院調整加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27570,049,8 医療法人共生会　みど〒470-3411 精神       237（精療）第163号           平成29年11月 1日
     (571,049,3) りの風　南知多病院 知多郡南知多町豊丘孫廻間８６ 重症者加算１:有
     　知多49 0569-65-1111  (0569-65-1115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

   28570,238,7 医療法人寿康会大府病〒470-2101 精神       158（精療）第150号           平成28年 7月 1日
     　知多238 院 知多郡東浦町森岡上源吾１ 重症者加算１:有
     0562-83-3161  (0562-83-3162) 退院調整加算:有
     病棟名:１病棟
     病床数:48
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.9㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:療養
     病棟名:第２病棟
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29600,024,5 京ケ峰岡田病院 〒444-0104 精神       480（精療）第151号           平成28年 8月 1日
     (601,024,0) 額田郡幸田町坂崎石ノ塔８ 重症者加算１:有
     　額田24 0564-62-1421  (0564-62-9338) 退院調整加算:有
     病棟名:南
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.2㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     病棟名:葵１
     病床数:53
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     病棟名:葵２
     病床数:57
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

   30760,044,9 医療法人和合会好生館〒490-1112 精神       296（精療）第120号           平成26年 4月 1日
     　あま44 病院 あま市上萱津西ノ川８
     052-444-3188  (052-441-3930)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31980,014,6 独立行政法人国立病院〒463-0802 精神       233（精療）第121号           平成26年 4月 1日
     (981,014,1) 機構東尾張病院 名古屋市守山区大森北２－１３０ 重症者加算１:有
     　守山14 １ 病棟名:５病棟
     052-798-9711  (052-798-5554) 病床数:48
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.42㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.01㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 認知症治療病棟入院料１　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)

    1100,277,4 医療法人生生会まつか〒454-0926 一般        56（認治１）第17号          平成24年 6月 1日
     　中川277 げシニアホスピタル 名古屋市中川区打出２－３４７ 療養       232
     052-352-3250  (052-352-3270) 精神        92
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2130,017,8 医療法人八誠会　もり〒463-0074 精神       490（認治１）第20号          平成28年12月 1日
     　守山17 やま総合心療病院 名古屋市守山区町北１１－５０ 病棟種別:精神
     052-791-2133  (052-791-2137) 病棟数:1
     病床数:55
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3250,183,2 特定医療法人晴和会　〒480-0304 精神       172（認治１）第24号          平成30年 4月 1日
     　春日井183 あさひが丘ホスピタル春日井市神屋町地福１２９５－３ 病棟種別:精神
     １ 病床区分:精神
     0568-88-0284  (0568-88-0958) 病棟数:1
     病床数:57
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4300,197,2 医療法人明心会　仁大〒470-0361 精神       176（認治１）第14号          平成24年 4月 1日
     　豊田197 病院 豊田市猿投町入道３－５ 病棟数:1
     0565-45-0110  (0565-45-0995) 病床数:40
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5390,109,8 医療法人回精会　北津〒490-1323 精神       292（認治１）第22号          平成29年 7月 1日
     　稲沢109 島病院 稲沢市平和町嫁振３０７ 病棟種別:精神
     0567-46-3530  (0567-46-5268) 病棟数:1
     病床数:44
     退院調整加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6760,006,8 医療法人宝会七宝病院〒497-0012 精神       190（認治１）第13号          平成24年 3月 1日
     　あま6 あま市七宝町下田矢倉下１４３２ 病棟種別:精神
     052-443-7800  (052-443-7997) 病床区分:精神
     病棟数:2
     病床数:120
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算: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 地域移行機能強化病棟入院料　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)

    1100,077,8 医療法人生生会松蔭病〒454-0926 精神       607（移機強）第3号           平成29年 4月 1日
     (101,077,3) 院 名古屋市中川区打出２－７０ 重症者加算１:有
     　中川77 052-352-3251  (052-352-3001) 長期入院患者の退院実績　カ　
     地域移行機能強化病棟入院料の
     届出病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2420,008,6 医療法人共和会共和病〒474-0071 療養        48（移機強）第5号           平成29年 8月 1日
     (421,008,1) 院 大府市梶田町２－１２３ 精神       207 重症者加算１:有
     　大府8 0562-46-2222  (0562-47-6577) 長期入院患者の退院実績　カ　
     地域移行機能強化病棟入院料の
     届出病床数:55床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3570,049,8 医療法人共生会　みど〒470-3411 精神       237（移機強）第7号           平成29年11月 1日
     (571,049,3) りの風　南知多病院 知多郡南知多町豊丘孫廻間８６ 重症者加算１:有
     　知多49 0569-65-1111  (0569-65-1115) 長期入院患者の退院実績　カ　
     地域移行機能強化病棟入院料の
     届出病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4600,024,5 京ケ峰岡田病院 〒444-0104 精神       480（移機強）第2号           平成28年 8月 1日
     (601,024,0) 額田郡幸田町坂崎石ノ塔８
     　額田24 0564-62-1421  (0564-62-9338)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科救急・合併症入院料　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)

    101,1002,3 富山県立中央病院 〒930-8550 一般       665（精合併）第1号           平成30年 2月 1日
     (01,3089,4) 富山市西長江２丁目２番７８号 結核        16 看護配置加算：有
     076-424-1531  (076-422-0667) 精神        50 看護補助加算:看護補助加算１
     一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[富山県]

平成30年 4月 1日 精神療養病棟入院料　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)

    101,1568,3 常願寺病院 〒939-3552 精神       120（精療）第4号             平成30年 4月 1日
     富山市水橋肘崎４３８番地 重症者加算１:無
     076-478-1191  (076-478-1159) 精神保健福祉士配置加算:無
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.78㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1579,0 医療法人社団　和敬会〒930-0103 精神       310（精療）第10号            平成30年 3月 1日
     　谷野呉山病院 富山市北代５２００番地 重症者加算１:有
     076-436-5800  (076-436-1041) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:メンタルケア病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :29㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.9㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:ストレスケア病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1613,7 南富山　中川病院 〒939-8073 精神       162（精療）第1号             平成29年 5月 1日
     富山市大町１４６番地 重症者加算１:有
     076-425-1780  (076-425-1730) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

    401,1774,7 呉陽病院 〒930-0173 精神       118（精療）第11号            平成30年 4月 1日
     富山市野口南部１２６番地 重症者加算１:有
     076-436-6363  (076-436-1211) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:２病棟
     病床数:59
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :31.94㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.97㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３病棟
     病床数:59
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :29.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502,1315,7 柴田病院 〒933-0843 精神       124（精療）第8号             平成30年 2月 1日
     高岡市永楽町５番１号 重症者加算１:有
     0766-22-0705  (0766-24-9252) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:療養病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602,1321,5 矢後病院 〒933-0826 精神        95（精療）第2号             平成30年 4月 1日
     高岡市佐野１５３５番地 重症者加算１:有
     0766-22-5703  (0766-26-8319) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:２病棟
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

    702,1339,7 駅南あずさ病院 〒933-0816 精神       120（精療）第9号             平成30年 2月 1日
     高岡市二塚３７１番１ 重症者加算１:有
     0766-29-0530  (0766-29-0531) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:２病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.05㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.6㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.76㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    804,1059,7 魚津神経サナトリウム〒937-0017 精神       150（精療）第13号            平成30年 2月 1日
     魚津市江口１７８４－１ 重症者加算１:有
     0765-22-3486  (0765-22-8660) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第２病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.1㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第３病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[富山県]

平成30年 4月 1日 精神療養病棟入院料　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)

    904,1085,2 魚津緑ヶ丘病院 〒937-0807 精神       140（精療）第5号             平成29年 6月 1日
     魚津市大光寺２８７ 重症者加算１:有
     0765-22-1567  (0765-22-3137) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1009,1045,5 小矢部大家病院 〒932-8511 療養        34（精療）第12号            平成30年 4月 1日
     小矢部市島３２１ 精神       136 重症者加算１:有
     0766-67-2002  (0766-67-2288) 精神保健福祉士配置加算:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:精神療養　１階
     病床数:52
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.87㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.51㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:精神療養　２階
     病床数:48
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :27.92㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.91㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1109,1049,7 松岡病院 〒932-8525 精神       113（精療）第6号             平成29年11月 1日
     小矢部市畠中町４番１８号 重症者加算１:有
     0766-67-0025  (0766-67-6414) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病床数:53
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

   1219,1077,7 グリーンヒルズ若草病〒939-0405 精神       172（精療）第3号             平成30年 4月 1日
     院 射水市藤巻５１番２ 重症者加算１:有
     0766-53-8811  退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:２階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.45㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.4㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３階病棟
     病床数:52
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.4㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.14㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 認知症治療病棟入院料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)

    101,1431,4 温泉リハビリテーショ〒939-8075 療養       109（認治１）第10号          平成29年 1月 1日
     ンいま泉病院 富山市今泉２２０ 介護        54 病棟種別:精神
     076-425-1166  (076-425-1228) 精神        50 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:50
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1468,6 三輪病院 〒939-8183 療養        70（認治１）第1号           平成29年 7月 1日
     富山市小中２９１ 介護        21 病棟種別:精神
     076-428-1234  (076-429-8638) 精神       100 病床区分:精神
     病棟数:2
     病床数:100
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1531,1 藤の木病院 〒930-0944 精神        99（認治１）第11号          平成30年 3月 1日
     富山市開２６１ 病棟種別:精神
     076-424-0101  (076-424-0110) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:50
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1568,3 常願寺病院 〒939-3552 精神       120（認治１）第9号           平成30年 2月 1日
     富山市水橋肘崎４３８番地 病棟種別:精神
     076-478-1191  (076-478-1159) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1613,7 南富山　中川病院 〒939-8073 精神       162（認治１）第12号          平成29年 5月 1日
     富山市大町１４６番地 病棟種別:精神
     076-425-1780  (076-425-1730) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:48
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1701,0 医療法人社団桜仁会富〒930-0803 精神       100（認治１）第13号          平成30年 4月 1日
     山さくら病院 富山市下新本町３番５号 病棟種別:精神
     076-432-0505  (076-431-8728) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:30
     退院調整加算: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 認知症治療病棟入院料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)

    702,1321,5 矢後病院 〒933-0826 精神        95（認治１）第7号           平成30年 1月 1日
     高岡市佐野１５３５番地 病棟種別:精神
     0766-22-5703  (0766-26-8319) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:45
     基本料区分:精神入院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    804,1085,2 魚津緑ヶ丘病院 〒937-0807 精神       140（認治１）第6号           平成28年 7月 1日
     魚津市大光寺２８７ 病棟種別:精神
     0765-22-1567  (0765-22-3137) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:40
     基本料区分:精神入院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    905,1076,8 ふるさと病院 〒935-0025 精神        45（認治１）第5号           平成30年 3月 1日
     氷見市鞍川１８７８－１ 病棟種別:精神
     0766-74-7061  (0766-74-7062) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:45
     基本料区分:精神入院
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1080,1002,7 独立行政法人国立病院〒939-1851 一般       100（認治１）第3号           平成29年 5月 1日
     (80,3002,1) 機構北陸病院 南砺市信末５９６３ 精神       140 病棟種別:精神
     0763-62-1340  (0763-62-3460) 精神        34 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:47
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算: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

[石川県]

平成30年 4月 1日 精神療養病棟入院料　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)

    101,1006,3 医療法人積仁会　岡部〒921-8114 精神       325（精療）第79号            平成29年 2月 1日
     (01,3138,8) 病院 金沢市長坂町チ１５ 重症者加算１:有
     076-243-1222  退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:本館１階病棟
     病床数:52
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:本館２階
     病床数:52
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.9㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:本館３階病棟
     病床数:52
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

    201,1081,6 医療法人明仁会　かな〒920-0351 精神       186（精療）第66号            平成26年 4月 1日
     いわ病院 金沢市普正寺町９の６ 重症者加算１:有
     076-267-0601  退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３階病棟
     病床数:48
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :28㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.9㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４階病棟
     病床数:48
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :27.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1284,6 社会医療法人財団松原〒920-0935 療養        30（精療）第63号            平成26年 4月 1日
     (01,3214,7) 愛育会　松原病院 金沢市石引４丁目３番５号 精神       425 重症者加算１:有
     076-231-4138  退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:本館４、５、６病棟、
     とびうめ３、４病棟
     病床数:269
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1714,2 青和病院 〒920-0205 精神       130（精療）第67号            平成26年 4月 1日
     金沢市大浦町ホ２２番地１ 重症者加算１:有
     076-238-3636  退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:リハビリテーション病
     棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.98㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

    501,1742,3 医療法人社団十全会　〒920-1155 精神       264（精療）第74号            平成27年 4月 1日
     十全病院 金沢市田上本町カ４５番地１ 重症者加算１:有
     076-231-5477  退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３階東病棟
     病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.2㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４階西
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４階東病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1743,1 医療法人財団医王会　〒920-1155 精神        88（精療）第77号            平成28年 5月 1日
     医王ケ丘病院 金沢市田上本町ヨ２４番地５ 重症者加算１:有
     076-262-6565  届出に係る病棟:精神
     病棟名:１階病棟
     病床数:48
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.48㎡
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:２階病棟
     病床数:40
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡



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 精神療養病棟入院料　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)

    701,1762,1 医療法人社団　浅ノ川〒920-3112 精神       496（精療）第75号            平成28年 4月 1日
     (01,3382,2) 　桜ケ丘病院 金沢市観法寺町ヘ１７４番地 重症者加算１:有
     076-258-1454  退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.6㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:６病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1789,4 結城病院 〒921-8173 精神       129（精療）第78号            平成29年 2月 1日
     金沢市円光寺３丁目２１番７号 重症者加算１:有
     076-241-8228  退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４病棟
     病床数:42
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:２病棟
     病床数:42
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

    902,1016,0 医療法人松原会　七尾〒926-0021 精神       157（精療）第76号            平成28年 4月 1日
     松原病院 七尾市本府中町ワ５ 重症者加算１:有
     0767-53-0211  届出に係る病棟:精神
     病棟名:１病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1003,1198,4 医療法人社団　澄鈴会〒923-0342 精神       263（精療）第70号            平成27年 4月 1日
     　粟津神経サナトリウ小松市矢田野町ヲ８８番地 重症者加算１:有
     ム 0761-44-2545  退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｂ棟２階
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :26.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｂ棟３階
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1106,1144,1 加賀こころの病院 〒922-0424 精神    （精療）第81号            平成30年 4月 1日
     加賀市小菅波町１２１番１ 重症者加算１:有
     0761-72-0880  (0761-72-0875) 精神保健福祉士配置加算:無
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３病棟
     病床数:57
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[石川県]

平成30年 4月 1日 精神療養病棟入院料　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)

   1213,1030,8 社会福祉法人　金沢市〒921-8834 精神       268（精療）第65号            平成26年 4月 1日
     民生協会　ときわ病院野々市市中林４－１２３ 重症者加算１:有
     076-248-5221  退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:東３病棟
     病床数:56
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:東４病棟
     病床数:57
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:西３病棟
     病床数:56
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 認知症治療病棟入院料１　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)

    101,1006,3 医療法人積仁会　岡部〒921-8114 精神       325（認治１）第32号          平成28年 8月 1日
     (01,3138,8) 病院 金沢市長坂町チ１５ 病棟種別:精神
     076-243-1222  病棟数:1
     病床数:50
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1714,2 青和病院 〒920-0205 精神       130（認治１）第7号           平成18年 4月 1日
     金沢市大浦町ホ２２番地１ 病棟種別:精神
     076-238-3636  病棟数:1
     病床数:40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1762,1 医療法人社団　浅ノ川〒920-3112 精神       496（認治１）第23号          平成24年 4月 1日
     (01,3382,2) 　桜ケ丘病院 金沢市観法寺町ヘ１７４番地 病棟種別:精神
     076-258-1454  病棟数:2
     病床数:110
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    403,1198,4 医療法人社団　澄鈴会〒923-0342 精神       263（認治１）第24号          平成27年 4月 1日
     　粟津神経サナトリウ小松市矢田野町ヲ８８番地 病棟種別:精神
     ム 0761-44-2545  病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    506,1069,0 片山津温泉丘の上病院〒922-0421 精神        92（認治１）第34号          平成28年12月 1日
     加賀市冨塚町中尾１番地の３ 病棟種別:精神
     0761-74-5575  病棟数:1
     病床数:42
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    606,1144,1 加賀こころの病院 〒922-0424 精神    （認治１）第35号          平成30年 4月 1日
     加賀市小菅波町１２１番１ 病棟種別:精神
     0761-72-0880  (0761-72-0875) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:42
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[石川県]

平成30年 4月 1日 認知症治療病棟入院料１　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)

    713,1030,8 社会福祉法人　金沢市〒921-8834 精神       268（認治１）第29号          平成26年 4月 1日
     民生協会　ときわ病院野々市市中林４－１２３ 病棟種別:精神
     076-248-5221  病棟数:1
     病床数:49
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    821,1000,4 石川県立高松病院 〒929-1214 精神       400（認治１）第26号          平成24年 4月 1日
     (21,3000,8) かほく市内高松ヤ３６ 病棟種別:精神
     076-281-1125  病棟数:1
     病床数:50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[岐阜県]

平成30年 4月 1日 精神療養病棟入院料　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)

    101,0011,8 公益社団法人　岐阜病〒500-8211 精神       506（精療）第14号            平成27年 8月 1日
     岐医11 院 岐阜市日野東３－１３－６ 重症者加算１:有
     058(245)8171  (058(246)6824) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:西１、西２
     病床数:102
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,0219,7 医療法人　香風会　黒〒501-1128 精神       250（精療）第9号             平成28年12月 1日
     岐医219 野病院 岐阜市洞１０２０ 重症者加算１:有
     058(239)0611  (058(293)4015) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:西病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.04㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.58㎡
     （精療）第11号            平成28年12月 1日
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:中央２病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.1㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.08㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    310,0011,9 医療法人　春陽会　慈〒501-4193 精神       395（精療）第3号             平成26年 4月 1日
     郡医11 恵中央病院 郡上市美並町大原１－１ 重症者加算１:有
     0575(79)2030  退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第１、第２
     病床数:111
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

    412,0021,4 医療法人　清仁会　の〒505-0004 精神       310（精療）第4号             平成26年 4月 1日
     美加医21 ぞみの丘ホスピタル 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋３５５５ 重症者加算１:有
     0574(25)3188  退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:西２階
     病床数:55
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.8㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:東１階
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.2㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:東２階
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.16㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:南２階
     病床数:47
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.32㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    516,0029,8 大湫病院 〒509-6471 精神       308（精療）第7号             平成26年 4月 1日
     瑞医29 瑞浪市大湫町１２１ 重症者加算１:有
     0572(63)2231  退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１病棟　３病棟
     病床数:99
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

    618,0092,2 社会医療法人　聖泉会〒509-5142 精神       270（精療）第6号             平成26年 4月 1日
     土岐医92 　聖十字病院 土岐市泉町久尻２４３１－１６０ 重症者加算１:有
     0572(54)8181  退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｄ病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.88㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.41㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    721,0062,9 医療法人　静風会　大〒503-0022 精神       305（精療）第12号            平成26年 4月 1日
     垣医62 垣病院 大垣市中野町１－３０７ 一般        41 重症者加算１:有
     0584(78)5732  退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:５階
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    822,0045,2 養南病院 〒503-0401 精神       176（精療）第2号             平成26年 4月 1日
     海医45 海津市南濃町津屋１５０８ 重症者加算１:有
     0584(57)2511  退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病床数:120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    924,0024,3 医療法人　清澄会　不〒503-2121 精神       307（精療）第13号            平成26年 4月 1日
     不医24 破ノ関病院 不破郡垂井町９４－１ 重症者加算１:有
     0584(22)0411  (0584-23-3876) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:中２階
     病床数:59
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

   1027,0151,7 須田病院 〒509-4124 精神       282（精療）第8号             平成26年 4月 1日
     高医151 高山市国府町村山２３５－５ 重症者加算１:有
     0577(72)2100  退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:療養病棟
     病床数:53
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 認知症治療病棟入院料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)

    101,0219,7 医療法人　香風会　黒〒501-1128 精神       250（認治１）第14号          平成28年12月 1日
     岐医219 野病院 岐阜市洞１０２０ 病棟種別:精神
     058(239)0611  (058(293)4015) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    210,0011,9 医療法人　春陽会　慈〒501-4193 精神       395（認治１）第10号          平成19年11月 1日
     郡医11 恵中央病院 郡上市美並町大原１－１ 病棟種別:精神
     0575(79)2030  病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:52
     基本料区分:精神入院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    312,0021,4 医療法人　清仁会　の〒505-0004 精神       310（認治１）第3号           平成24年 4月 1日
     美加医21 ぞみの丘ホスピタル 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋３５５５ 病棟種別:精神
     0574(25)3188  病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:41
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    416,0029,8 大湫病院 〒509-6471 精神       308（認治１）第16号          平成23年 7月 1日
     瑞医29 瑞浪市大湫町１２１ 病棟種別:精神
     0572(63)2231  病床区分:精神
     病棟数:2
     病床数:108
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    518,0092,2 社会医療法人　聖泉会〒509-5142 精神       270（認治１）第4号           平成18年 4月 1日
     土岐医92 　聖十字病院 土岐市泉町久尻２４３１－１６０ 病棟種別:精神
     0572(54)8181  病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:精神入院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    621,0062,9 医療法人　静風会　大〒503-0022 精神       305（認治１）第15号          平成23年 5月 1日
     垣医62 垣病院 大垣市中野町１－３０７ 一般        41 病棟種別:精神
     0584(78)5732  病床区分:精神
     病棟数:2
     病床数:102
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算: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 認知症治療病棟入院料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)

    727,0151,7 須田病院 〒509-4124 精神       282（認治１）第12号          平成24年 4月 1日
     高医151 高山市国府町村山２３５－５ 病棟種別:精神
     0577(72)2100  病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:52
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    828,0075,6 特定医療法人　隆湶会〒509-2503 精神       143（認治１）第11号          平成26年12月 1日
     下呂医75 　南ひだ　せせらぎ病下呂市萩原町西上田１９３６－１ 病棟種別:精神
     院 0576(25)5758  (0576-25-5981) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:48
     基本料区分:精神入院
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[岐阜県]

平成30年 4月 1日 地域移行機能強化病棟入院料　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)

    127,0151,7 須田病院 〒509-4124 精神       282（移機強）第1号           平成28年 6月 1日
     高医151 高山市国府町村山２３５－５ 長期入院患者の退院実績　カ　
     0577(72)2100  地域移行機能強化病棟入院料の
     届出病床数: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 児童・思春期精神科入院医療管理料　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)

    1421,078,9 静岡県立こども病院 〒420-8660 一般       243（児春入）第3号           平成24年10月 1日
     (421,019,9) 静岡市葵区漆山８６０番地 精神        36
     054(247)6251  (054(247)6259)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2981,008,8 国立病院機構天竜病院〒434-0015 一般 （児春入）第2号           平成27年 7月 1日
     (981,008,4) 浜松市浜北区於呂４２０１－２ 　　一般   258
     053(583)3111  (053(583)3664) 結核        20
     精神
     　　精神    50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[静岡県]

平成30年 4月 1日 精神療養病棟入院料　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)

    1016,014,5 医療法人社団辰五会　〒415-0151 精神       248（精療）第26号            平成26年 4月 1日
     ふれあい南伊豆ホスピ賀茂郡南伊豆町青市８４８ 重症者加算１:有
     タル 0558(62)1461  (0558(62)0510) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:２階病棟
     病床数:53
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.7㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３階病棟
     病床数:53
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.7㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４階病棟
     病床数:53
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

    2031,016,1 医療法人新光会　伊豆〒419-0107 精神 （精療）第22号            平成29年 2月 1日
     函南病院 田方郡函南町平井１６９４ 　　精神   267 重症者加算１:有
     0559(74)0121  (0559(74)1503) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３階
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.22㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.7㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４階
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.08㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.86㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

    3061,020,6 医療法人社団形外会　〒411-0044 精神       203（精療）第20号            平成30年 4月 1日
     三島森田病院 三島市徳倉１１９５－７９３ 重症者加算１:有
     055-986-3337  (0559(87)6308) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:東２階病棟
     病床数:52
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.24㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.59㎡
     重症者加算１:有
     精神保健福祉士配置加算:無
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:西１階病棟
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.18㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.65㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:西２階病棟
     病床数:52
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.13㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.69㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

    4111,007,3 公益財団法人　復康会〒410-0811 精神       270（精療）第2号             平成29年10月 1日
     　沼津中央病院 沼津市中瀬町２４－１ 重症者加算１:有
     0559(31)4100  (0559(34)1698) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３Ａ病棟
     病床数:47
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.03㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.36㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１病棟
     病床数:57
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.55㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5111,011,5 ふれあい沼津ホスピタ〒410-0866 精神       293（精療）第13号            平成26年 9月 1日
     ル 沼津市市道町８－６ 重症者加算１:有
     0559(62)3530  (0559(52)2378) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:５階病棟
     病床数:57
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.65㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.52㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:６階病棟
     病床数:57
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.46㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[静岡県]

平成30年 4月 1日 精神療養病棟入院料　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)

    6211,030,4 南富士病院 〒418-0005 精神       170（精療）第10号            平成28年12月 1日
     富士宮市宮原３４８－１ 重症者加算１:有
     0544(26)5197  (0544(23)1280) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:２階第二病棟
     病床数:56
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:２階第三病棟
     病床数:56
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7216,008,5 一般財団法人　富士心〒418-0035 精神       240（精療）第24号            平成26年 4月 1日
     (216,008,1) 身リハビリテーション富士宮市星山１１２９ 重症者加算１:無
     研究所附属病院 0544(26)8101  (0544(26)1409) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:新館１階
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

    8231,010,2 公益財団法人復康会　〒419-0205 精神       184（精療）第3号             平成30年 4月 1日
     鷹岡病院 富士市天間１５８５ 重症者加算１:有
     0545(71)3370  (0545(71)0853) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ａ－２
     病床数:40
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :32.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.8㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｂ－２
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9231,013,6 医療法人財団新六会　〒417-0809 精神       160（精療）第19号            平成29年 7月 1日
     大富士病院 富士市中野２４９－２ 重症者加算１:有
     0545(35)0024  (0545(35)0028) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｂ病棟（３Ｆ）
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（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 精神療養病棟入院料　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)

   10321,023,6 医療法人清仁会　日本〒424-0917 精神       189（精療）第4号             平成28年 4月 1日
     平病院 静岡市清水区駒越２３５９－２４ 重症者加算１:有
     0543(34)2135  (0543(34)2687) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第３病棟
     病床数:53
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.3㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第５病棟
     病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第１病棟
     病床数:43
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

   11321,080,6 清水駿府病院 〒424-0929 精神       160（精療）第8号             平成29年 9月 1日
     静岡市清水区日立町１７－８ 重症者加算１:有
     0543(34)2424  (0543(34)2425) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[静岡県]

平成30年 4月 1日 精神療養病棟入院料　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)

   12411,189,6 溝口病院 〒420-0813 精神       236（精療）第9号             平成27年12月 1日
     静岡市葵区長沼６４７番地 重症者加算１:有
     054(261)3476  (054(261)0177) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.7㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３病棟
     病床数:59
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４病棟
     病床数:59
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13411,210,0 医療法人社団第一駿府〒420-0816 精神        60（精療）第25号            平成30年 4月 1日
     病院 静岡市葵区沓谷１－３０－２０ 重症者加算１:無
     054(245)6251  (054(245)6252) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（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 精神療養病棟入院料　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)

   14511,007,9 医療法人社団高草会　〒425-0007 精神       203（精療）第7号             平成26年 4月 1日
     焼津病院 焼津市策牛４８ 重症者加算１:有
     054(628)9125  (054(629)7629) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:療養病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15531,035,6 医療法人社団凜和会　〒426-0033 精神       170（精療）第6号             平成26年 4月 1日
     藤枝駿府病院 藤枝市小石川町２－９－１８ 重症者加算１:有
     054(641)3788  (054(641)3786) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３階病棟
     病床数:57
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :24.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.7㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４階病棟
     病床数:57
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.4㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

   16621,006,8 川口会病院 〒436-0043 精神       220（精療）第21号            平成26年 4月 1日
     掛川市大池６８０ 重症者加算１:有
     0537(22)4178  (0537(22)2731) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:２F
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :26.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.1㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３F
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :26.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[静岡県]

平成30年 4月 1日 精神療養病棟入院料　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)

   17621,007,6 医療法人好生会　小笠〒436-0033 精神       210（精療）第18号            平成29年12月 1日
     病院 掛川市篠場７０８ 重症者加算１:有
     0537(22)2288  (0537(23)4312) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第５病棟
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :34.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.5㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第６病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.3㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第２病棟
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18661,026,7 医療法人社団木野記念〒437-1216 精神       141（精療）第14号            平成29年11月 1日
     会　福田西病院 磐田市一色２２ 重症者加算１:有
     0538(58)1175  退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１病棟
     病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :18.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

   19690,024,7 磐田原病院 〒438-0002 精神       120（精療）第28号            平成29年 6月 1日
     磐田市大久保４２－１５ 重症者加算１:有
     0538(38)0621  (0538(38)1185) 届出に係る病棟:精神
     病棟名:東病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20711,039,0 医療法人好生会　三方〒432-8063 精神 （精療）第5号             平成30年 4月 1日
     (711,039,6) 原病院 浜松市南区小沢渡町２１９５－２　　精神   278 重症者加算１:有
     053(448)0622  (053(447)6637) 精神保健福祉士配置加算:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第８病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.28㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第３病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :30.53㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.2㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:第７病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.28㎡
     退院調整加算: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 精神療養病棟入院料　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)

   21711,163,8 神経科浜松病院 〒432-8013 精神       239（精療）第12号            平成26年 4月 1日
     浜松市中区広沢２－５６－１ 重症者加算１:有
     053(454)5361  (053(454)5353) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :26.8㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.4㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22711,178,6 医療法人社団種光会　〒433-8104 精神       240（精療）第16号            平成30年 1月 1日
     朝山病院 浜松市北区東三方町４７６－１ 重症者加算１:有
     053-420-1830  精神保健福祉士配置加算:無
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :26.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（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 精神療養病棟入院料　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)

   23831,029,6 医療法人社団竹内会　〒434-0042 精神       162（精療）第23号            平成29年 1月 1日
     精神科・神経科浜北病浜松市浜北区小松３３１２ 重症者加算１:有
     院 053(586)4558  (053(586)8931) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３階病棟
     病床数:56
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.5㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.7㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:東病棟
     病床数:56
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :31.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 認知症治療病棟入院料１　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)

    1016,014,5 医療法人社団辰五会　〒415-0151 精神       248（認治１）第12号          平成24年 4月 1日
     ふれあい南伊豆ホスピ賀茂郡南伊豆町青市８４８ 病棟種別:精神
     タル 0558(62)1461  (0558(62)0510) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:49
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2111,011,5 ふれあい沼津ホスピタ〒410-0866 精神       293（認治１）第15号          平成26年 9月 1日
     ル 沼津市市道町８－６ 病棟種別:精神
     0559(62)3530  (0559(52)2378) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
     病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:59
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3216,008,5 一般財団法人　富士心〒418-0035 精神       240（認治１）第8号           平成30年 4月16日
     (216,008,1) 身リハビリテーション富士宮市星山１１２９ 病棟種別:精神
     研究所附属病院 0544(26)8101  (0544(26)1409) 病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:特定入院
     退院調整加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4621,006,8 川口会病院 〒436-0043 精神       220（認治１）第4号           平成28年11月 1日
     掛川市大池６８０ 病棟種別:精神
     0537(22)4178  (0537(22)2731) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5661,026,7 医療法人社団木野記念〒437-1216 精神       141（認治１）第13号          平成29年11月 1日
     会　福田西病院 磐田市一色２２ 病棟種別:精神
     0538(58)1175  病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:31
     退院調整加算: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 認知症治療病棟入院料１　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)

    6711,039,0 医療法人好生会　三方〒432-8063 精神 （認治１）第11号          平成29年 6月 1日
     (711,039,6) 原病院 浜松市南区小沢渡町２１９５－２　　精神   278 病棟種別:精神
     053(448)0622  (053(447)6637) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:50
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7711,163,8 神経科浜松病院 〒432-8013 精神       239（認治１）第14号          平成29年 5月 1日
     浜松市中区広沢２－５６－１ 病棟種別:精神
     053(454)5361  (053(454)5353) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8711,178,6 医療法人社団種光会　〒433-8104 精神       240（認治１）第5号           平成29年12月 1日
     朝山病院 浜松市北区東三方町４７６－１ 病棟種別:精神
     053-420-1830  病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9831,026,2 医療法人社団誠心会　〒434-0006 療養       136（認治１）第10号          平成26年 8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 病棟種別:精神
     053(582)2311  (053(582)2315) 精神       120 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
     病棟種別:精神
     病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10831,028,8 遠江病院 〒434-0012 精神       199（認治１）第9号           平成22年 4月 1日
     (831,006,0) 浜松市浜北区中瀬３８３２番地の 病棟種別:精神
     １ 病棟数:2
     053(588)1880  (053(588)2513) 病床数:117
     退院調整加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[静岡県]

平成30年 4月 1日 認知症治療病棟入院料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)

    1711,146,3 医療法人社団緑生会　〒435-0052 精神       150（認治２）第5号           平成19年 3月 1日
     天王病院 浜松市東区天王町１９２５番地 病棟種別:精神
     053(421)5885  (053(422)2524) 病棟数:3
     病床数:150
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

    10105627  医療法人社団橘会　多〒511-0101 精神       222（精療）第10号            平成27年 8月 1日
     桑医562 度あやめ病院 桑名市多度町柚井１７０２番地 重症者加算１:有
     0594-48-2171  (0594-48-5444) 退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:２病棟
     病床数:60
     重症者加算１:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３病棟
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20205484  水沢病院 〒512-1105 療養        38（精療）第21号            平成29年 7月 1日
     四医548 四日市市水沢町６３８番地の３ 精神       196 重症者加算１:有
     0593-29-3111  退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:３病棟
     病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.87㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:６病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.97㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.77㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

    30305128  三重県厚生農業協同組〒510-0226 精神       320（精療）第9号             平成29年 5月 1日
     鈴医512 合連合会鈴鹿厚生病院鈴鹿市岸岡町５８９の２ 重症者加算１:有
     0593-82-1401  退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:西３階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.9㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:東３階病棟
     病床数:54
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :28.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:11.1㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:西２階病棟
     病床数:56
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.3㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.9㎡
     重症者加算１:有
     退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:東２階病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.9㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

    40305813  鈴鹿さくら病院 〒513-0009 精神 （精療）第20号            平成28年 4月 1日
     鈴医581 鈴鹿市中冨田町中谷５１８番地 　　精神   219 重症者加算１:有
     059-378-7107  (059-378-7109) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:１病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:6.52㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50505032  三重県立こころの医療〒514-0818 精神       348（精療）第8号             平成29年 3月 1日
     津医503 センター 津市城山１丁目１２番１号 重症者加算１:有
     0592-35-2125  退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:南１階病棟
     病床数:52
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :23.7㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60505834  医療法人久居病院 〒514-1138 精神       225（精療）第7号             平成29年 7月 1日
     津医583 津市戸木町５０４３ 重症者加算１:有
     0592-55-2986  届出に係る病棟:精神
     病棟名:３階病棟
     病床数:60
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:５階病棟
     病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[三重県]

平成30年 4月 1日 精神療養病棟入院料　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)

    70701516  松阪厚生病院 〒515-0044 精神       590（精療）第15号            平成29年10月 1日
     松医151 松阪市久保町１９２７番地の２ 一般        75 重症者加算１:有
     0598-29-1311  療養       115 届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｂ３病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.56㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:Ｂ６病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.6㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:B4病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.49㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:B5病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :25.6㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:7.49㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    81105048  医療法人紀南会熊野病〒519-4326 精神       330（精療）第14号            平成27年 4月 1日
     熊医504 院 熊野市久生屋町８６８ 重症者加算１:有
     05978-9-2711  (05978-9-4727) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病床数:112
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    91205178  一般財団法人信貴山病〒518-0823 精神       410（精療）第11号            平成27年 4月 1日
     伊賀医517 院分院上野病院 伊賀市四十九町２８８８番地 重症者加算１:有
     0595-21-5010  (059-21-5100) 退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:西３病棟・東３病棟
     病床数:108



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 精神療養病棟入院料　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)

   101405026  医療法人北勢会北勢病〒511-0427 精神       174（精療）第16号            平成27年 4月 1日
     員市医502 院 いなべ市北勢町麻生田１５２５番 重症者加算１:有
     地 届出に係る病棟:精神
     0594-72-2611  病棟名:ユートピア
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.2㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:9.3㎡
     重症者加算１:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:ガーデン
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :19.29㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.67㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   112105112  大仲さつき病院 〒511-0243 精神       242（精療）第13号            平成28年 4月 1日
     員医511 員弁郡東員町大字穴太２０００ 重症者加算１:有
     0594-76-5511  精神保健福祉士配置加算:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:５病棟
     病床数:60
     精神保健福祉士配置加算:有
     退院調整加算:有
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:４病棟
     病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :22.73㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.73㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   122905032  三重県立志摩病院 〒517-0501 一般       236（精療）第17号            平成27年 4月 1日
     志医503 志摩市阿児町鵜方１２５７ 精神       100 重症者加算１:有
     05994-3-0501  退院調整加算:無
     届出に係る病棟:精神
     病棟名:７病棟
     病床数:50
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :20.94㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:5.81㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 認知症治療病棟入院料１　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)

    10105627  医療法人社団橘会　多〒511-0101 精神       222（認治１）第7号           平成27年 8月 1日
     桑医562 度あやめ病院 桑名市多度町柚井１７０２番地 病棟種別:精神
     0594-48-2171  (0594-48-5444) 病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20305128  三重県厚生農業協同組〒510-0226 精神       320（認治１）第6号           平成30年 1月 1日
     鈴医512 合連合会鈴鹿厚生病院鈴鹿市岸岡町５８９の２ 病棟種別:精神
     0593-82-1401  病棟数:1
     病床数:45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30305813  鈴鹿さくら病院 〒513-0009 精神 （認治１）第10号          平成28年 4月 1日
     鈴医581 鈴鹿市中冨田町中谷５１８番地 　　精神   219 病棟種別:精神
     059-378-7107  (059-378-7109) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:40
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40505032  三重県立こころの医療〒514-0818 精神       348（認治１）第8号           平成29年 3月 1日
     津医503 センター 津市城山１丁目１２番１号 病棟種別:精神
     0592-35-2125  病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:50
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50505834  医療法人久居病院 〒514-1138 精神       225（認治１）第11号          平成29年 7月 1日
     津医583 津市戸木町５０４３ 病棟数:1
     0592-55-2986  病床数:55
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60701516  松阪厚生病院 〒515-0044 精神       590（認治１）第12号          平成30年 2月 1日
     松医151 松阪市久保町１９２７番地の２ 一般        75 病棟種別:精神
     0598-29-1311  療養       115 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[三重県]

平成30年 4月 1日 認知症治療病棟入院料１　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)

    71105048  医療法人紀南会熊野病〒519-4326 精神       330（認治１）第3号           平成26年 5月 1日
     熊医504 院 熊野市久生屋町８６８ 病棟種別:精神
     05978-9-2711  (05978-9-4727) 病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:無
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    81205178  一般財団法人信貴山病〒518-0823 精神       410（認治１）第4号           平成30年 2月 1日
     伊賀医517 院分院上野病院 伊賀市四十九町２８８８番地 病棟種別:精神
     0595-21-5010  (059-21-5100) 病棟数:1
     病床数:52
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:無
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:54
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:無
     病棟種別:精神
     病棟数:1
     病床数:52
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    92105104  医療法人康誠会東員病〒511-0243 精神       247（認治１）第5号           平成24年 4月 1日
     員医510 院 員弁郡東員町大字穴太２４００ 病棟種別:精神
     0594-76-2345  (0594-76-8502) 病棟数:1
     病床数:50
     基本料区分:精神入院
     退院調整加算:有
     認知症夜間対応加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域移行機能強化病棟入院料　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)

    10205237  社会医療法人居仁会総〒510-0885 精神       498（移機強）第1号           平成30年 3月 1日
     四医523 合心療センターひなが四日市市大字日永５０３９ 重症者加算１:有
     0593-45-2356  長期入院患者の退院実績　カ　
     地域移行機能強化病棟入院料の
     届出病床数:44床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


