
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 救命救急入院料１　医科］ 平成30年 3月26日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    102,1004,7 株式会社　日立製作所〒317-0077 一般       647（救１）第5号             平成29年 9月 1日
     (02,3062,9) 　日立総合病院 日立市城南町２－１－１ 一般（感染） 当該治療室の病床数：10床
     0294-23-1111  (0294-23-8317)              4 １床当たりの床面積：13.19㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220,1006,4 公益財団法人　筑波メ〒305-8558 一般       450（救１）第2号             平成25年 4月 1日
     (20,3233,8) ディカルセンター　筑つくば市天久保１－３－１ 一般（感染） 当該治療室の病床数：20床
     波メディカルセンター029-851-3511  (029-858-2773)              3 １床当たりの床面積：12.7㎡
     病院 救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    331,1100,2 独立行政法人国立病院〒311-3193 一般       500（救１）第3号             平成25年 4月 1日
     (31,3115,4) 機構水戸医療センター東茨城郡茨城町桜の郷２８０番地 当該治療室の病床数：30床
     029-240-7711  (029-240-7788) １床当たりの床面積：11.8㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    443,1006,6 茨城西南医療センター〒306-0433 一般       356（救１）第1号             平成25年 4月 1日
     病院 猿島郡境町２１９０ 一般（感染） 当該治療室の病床数：31床
     0280-87-8111  (0280-86-7702) 　　感染     2 １床当たりの床面積：13.12㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 救命救急入院料３　医科］ 平成30年 3月26日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    143,1006,6 茨城西南医療センター〒306-0433 一般       356（救３）第1号             平成25年 4月 1日
     病院 猿島郡境町２１９０ 一般（感染） 当該治療室の病床数：1床
     0280-87-8111  (0280-86-7702) 　　感染     2 １床当たりの床面積：18.64㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 救命救急入院料４　医科］ 平成30年 3月26日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    103,1236,3 総合病院土浦協同病院〒300-0028 一般       794（救４）第3号             平成28年10月 1日
     (03,3218,5) 土浦市おおつ野四丁目１番１号 一般（感染） 当該治療室の病床数：12床
     029-830-3711  (029-846-3721)              6 １床当たりの床面積：18.88㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    220,1006,4 公益財団法人　筑波メ〒305-8558 一般       450（救４）第1号             平成28年 9月 1日
     (20,3233,8) ディカルセンター　筑つくば市天久保１－３－１ 一般（感染） 当該治療室の病床数：10床
     波メディカルセンター029-851-3511  (029-858-2773)              3 １床当たりの床面積：15.82㎡
     病院 救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料１　医科］ 平成30年 3月26日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    102,1004,7 株式会社　日立製作所〒317-0077 一般       647（集１）第1号             平成28年 9月 1日
     (02,3062,9) 　日立総合病院 日立市城南町２－１－１ 一般（感染） １床当たりの床面積：21㎡
     0294-23-1111  (0294-23-8317)              4 病床数：8床
     治療室名：CCU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料２　医科］ 平成30年 3月26日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    102,1004,7 株式会社　日立製作所〒317-0077 一般       647（集２）第2号             平成28年 9月 1日
     (02,3062,9) 　日立総合病院 日立市城南町２－１－１ 一般（感染） １床当たりの床面積：20.27㎡
     0294-23-1111  (0294-23-8317)              4 当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     病床数：8床
     治療室名：ICU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料３　医科］ 平成30年 3月26日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1020,5 社会福祉法人恩賜財団〒311-4198 一般       472（集３）第27号            平成28年 6月 1日
     (01,3201,5) 済生会支部　茨城県済水戸市双葉台３－３－１０ １床当たりの床面積：16.1㎡
     生会　水戸済生会総合029-254-5151  (029-254-0502) 病床数：10床
     病院 治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1047,8 総合病院水戸協同病院〒310-0015 一般       389（集３）第31号            平成28年10月 1日
     (01,3196,7) 水戸市宮町３－２－７ １床当たりの床面積：24.35㎡
     029-231-2371  病床数：6床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303,1236,3 総合病院土浦協同病院〒300-0028 一般       794（集３）第34号            平成28年 4月 1日
     (03,3218,5) 土浦市おおつ野四丁目１番１号 一般（感染） １床当たりの床面積：16.97㎡
     029-830-3711  (029-846-3721)              6 当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     病床数：10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    408,1066,3 龍ヶ崎済生会病院 〒301-0854 一般 （集３）第30号            平成28年 8月 1日
     龍ケ崎市中里１丁目１―１ 　　一般   210 １床当たりの床面積：32.3㎡
     0297-63-7111  病床数：4床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    516,1031,0 茨城県立中央病院 〒309-1793 一般       475（集３）第28号            平成28年 8月 1日
     (16,3063,7) 笠間市鯉淵６５２８ 結核        25 １床当たりの床面積：27.5㎡
     0296-77-1121  (0296-77-2886) 病床数：6床
     治療室名：ICU
     １床当たりの床面積：25.8㎡
     病床数：6床
     治療室名：CCU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    620,1017,1 筑波記念病院 〒300-2622 一般 （集３）第29号            平成28年10月 1日
     つくば市要１１８７－２９９ 　　一般   387 １床当たりの床面積：21.82㎡
     029-864-1212  (029-864-8135) 療養 病床数：8床
     　　療養   100 治療室名：ＩＣＵ（集中治療室
     ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    721,1017,9 株式会社日立製作所　〒312-0057 一般       300（集３）第33号            平成28年 9月 1日
     (21,3001,7) ひたちなか総合病院 ひたちなか市石川町２０番１ 一般（感染） １床当たりの床面積：22.75㎡
     029-354-5111  (029-276-7030)              2 病床数：4床
     治療室名：ICU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    831,1100,2 独立行政法人国立病院〒311-3193 一般       500（集３）第26号            平成28年 8月 1日
     (31,3115,4) 機構水戸医療センター東茨城郡茨城町桜の郷２８０番地 １床当たりの床面積：15.3㎡
     029-240-7711  (029-240-7788) 病床数：4床
     治療室名：３階東病棟　ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料３　医科］ 平成30年 3月26日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    938,1117,1 東京医科大学茨城医療〒300-0395 一般 （集３）第32号            平成28年10月 1日
     (38,3137,3) センター 稲敷郡阿見町中央３－２０－１ 　　一般   389 １床当たりの床面積：17.17㎡
     029-887-1161  (029-887-6266) 病床数：8床
     治療室名：集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1051,1003,6 独立行政法人国立病院〒319-1113 一般       342（集３）第18号            平成28年10月 1日
     (51,3003,0) 機構　茨城東病院 那珂郡東海村大字照沼８２５ 結核        68 １床当たりの床面積：16.03㎡
     029-282-1151  (029-282-1151) 病床数：4床
     治療室名：特定集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料４　医科］ 平成30年 3月26日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    120,1006,4 公益財団法人　筑波メ〒305-8558 一般       450（集４）第2号             平成28年 9月 1日
     (20,3233,8) ディカルセンター　筑つくば市天久保１－３－１ 一般（感染） １床当たりの床面積：21.4㎡
     波メディカルセンター029-851-3511  (029-858-2773)              3 当該保険医療機関内に広範囲熱
     病院 傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     病床数：10床
     治療室名：２Ｎ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    251,1005,1 筑波大学附属病院 〒305-8576 一般       759（集４）第1号             平成28年10月 1日
     (51,3005,5) つくば市天久保２－１－１ 精神        41 １床当たりの床面積：19.4㎡
     029-853-3902  (029-853-3554) 当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     病床数：20床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 ハイケアユニット入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月26日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    103,1236,3 総合病院土浦協同病院〒300-0028 一般       794（ハイケア１）第9号       平成28年11月 1日
     (03,3218,5) 土浦市おおつ野四丁目１番１号 一般（感染） 当該治療室の病床数:8床
     029-830-3711  (029-846-3721)              6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    216,1031,0 茨城県立中央病院 〒309-1793 一般       475（ハイケア１）第5号       平成26年 9月 1日
     (16,3063,7) 笠間市鯉淵６５２８ 結核        25 当該治療室の病床数:20床
     0296-77-1121  (0296-77-2886)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    317,1010,2 ＪＡとりで総合医療セ〒302-0022 一般       406（ハイケア１）第8号       平成28年 2月 1日
     (17,3067,6) ンター 取手市本郷２－１－１ 一般（感染） 当該治療室の病床数:10床
     0297-74-5551  (0297-74-2721) 　　感染     8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    419,1002,5 医療法人社団　常仁会〒300-1296 一般 （ハイケア１）第4号       平成26年 6月 1日
     (19,3006,0) 　牛久愛和総合病院 牛久市猪子町８９６ 　　一般   434 当該治療室の病床数:10床
     029-873-3111  (029-874-1031) 療養
     　　療養    55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    519,1023,1 社会医療法人若竹会　〒300-1211 一般 （ハイケア１）第7号       平成28年 1月 1日
     (19,3047,4) つくばセントラル病院牛久市柏田町１５８９－３ 　　一般   313 当該治療室の病床数:4床
     029-872-1771  (029-874-4763)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    620,1004,9 一般財団法人筑波麓仁〒305-0854 一般       295（ハイケア１）第10号      平成28年11月 1日
     (20,3124,9) 会　筑波学園病院 つくば市上横場字細田２５７３－一般（感染） 当該治療室の病床数:10床
     １              3
     029-836-1355  (029-836-1918) 結核        33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    721,1017,9 株式会社日立製作所　〒312-0057 一般       300（ハイケア１）第6号       平成26年10月 1日
     (21,3001,7) ひたちなか総合病院 ひたちなか市石川町２０番１ 一般（感染） 当該治療室の病床数:16床
     029-354-5111  (029-276-7030)              2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    831,1100,2 独立行政法人国立病院〒311-3193 一般       500（ハイケア１）第2号       平成26年 4月 1日
     (31,3115,4) 機構水戸医療センター東茨城郡茨城町桜の郷２８０番地 当該治療室の病床数:4床
     029-240-7711  (029-240-7788)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    951,1005,1 筑波大学附属病院 〒305-8576 一般       759（ハイケア１）第1号       平成26年 4月 1日
     (51,3005,5) つくば市天久保２－１－１ 精神        41 当該治療室の病床数:28床
     029-853-3902  (029-853-3554)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 ハイケアユニット入院医療管理料２　医科］ 平成30年 3月26日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    103,1236,3 総合病院土浦協同病院〒300-0028 一般       794（ハイケア２）第8号       平成28年 4月 1日
     (03,3218,5) 土浦市おおつ野四丁目１番１号 一般（感染） 当該治療室の病床数:9床
     029-830-3711  (029-846-3721)              6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


