
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 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011,016,2 原眼科病院 〒320-0861 一般        30（一般入院）第328号       平成26年 8月 1日
     宇医1016 宇都宮市西１－１－１１ 病棟種別:一般
     028-636-5233  (028-635-2902) 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011,017,0 佐藤病院 〒320-0861 一般        43（一般入院）第327号       平成24年 4月 1日
     宇医1017 宇都宮市西３－１－１１ 病棟種別:一般
     028-633-9261  (028-633-9264) 病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:１５対１入院基本料
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:求人を行っているが応
     募がないため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011,043,6 うつのみや病院 〒321-0143 一般       199（一般入院）第459号       平成28年 9月 1日
     宇医1043 宇都宮市南高砂町１１－１７ 療養        46 病棟種別:一般
     028-653-1001  (028-653-1514) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:147床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4011,053,5 宇都宮病院 〒320-8521 精神       533（一般入院）第548号       平成29年 7月 1日
     宇医1053 宇都宮市陽南４－６－３４ 療養        60 病棟種別:一般
     028-658-2121  (028-658-2117) 一般        60 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5011,108,7 宇都宮中央病院 〒321-0953 一般       138（一般入院）第549号       平成29年 5月 1日
     宇医1108 宇都宮市東宿郷２－１－１ 療養        60 病棟種別:一般
     028-635-1110  (028-637-4871) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    6011,110,3 宇都宮第一病院 〒320-0075 一般       180（一般入院）第511号       平成28年 8月 1日
     宇医1110 宇都宮市宝木本町２３１３ 病棟種別:一般
     028-665-5111  (028-665-5788) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:180床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7011,112,9 鷲谷病院 〒321-0346 一般        51（一般入院）第489号       平成29年 8月 1日
     宇医1112 宇都宮市下荒針町３６１８ 療養        59 病棟種別:一般
     028-648-3851  (028-648-0222) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:51床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8011,113,7 宇都宮東病院 〒321-0901 一般 （一般入院）第450号       平成27年 8月 1日
     宇医1113 宇都宮市平出町３６８－８ 　　一般    40 病棟種別:一般
     028-664-1551  (028-660-0819) 療養 病床区分:一般
     　　療養   102 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9011,127,7 柴病院 〒321-0974 一般        50（一般入院）第410号       平成24年 4月 1日
     宇医1127 宇都宮市竹林町５０４ 療養        60 病棟種別:一般
     028-621-8211  (028-625-9236) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10011,240,8 医療法人慶晴会宇都宮〒321-0169 一般 （一般入院）第534号       平成24年 6月 1日
     宇医1240 南病院 宇都宮市八千代１丁目２番１１号　　一般    33 病棟種別:一般
     028-658-5511  (028-658-5508) 療養 病床区分:一般
     　　療養    24 病棟数:1棟
     病床数:33床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11011,317,4 宇都宮記念病院 〒320-0811 一般       193（一般入院）第490号       平成28年 8月 1日
     宇医1317 宇都宮市大通り１丁目３番１６号 病棟種別:一般
     028-622-1991  (028-611-5603) 病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:190床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   12011,319,0 倉持病院 〒321-0112 一般        96（一般入院）第493号       平成28年10月 1日
     宇医1319 宇都宮市屋板町４００－１ 病棟種別:一般
     028-657-0366  (028-657-0388) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:96床
     区分:７対１入院基本料
     ＡＤＬ維持向上等体制加算:加
     算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13021,008,7 今井病院 〒326-0822 一般        86（一般入院）第338号       平成29年10月 1日
     (023,016,4) 足利市田中町１００ 療養       137 病棟種別:一般
     足医1008 0284-71-0181  (0284-73-0412) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:86床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14021,020,2 足利第一病院 〒326-0005 一般        57（一般入院）第405号       平成24年 7月 1日
     足医1020 足利市大月町１０３１ 病棟種別:一般
     0284-44-1212  (0284-44-0009) 病棟数:1棟
     病床数:57床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15021,050,9 皆川病院 〒329-4214 一般        32（一般入院）第538号       平成29年 9月 1日
     足医1050 足利市多田木町１１６８－１ 療養        40 病棟種別:一般
     0284-91-2188  (0284-91-2190) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:32床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16021,082,2 長﨑病院 〒326-0053 一般        34（一般入院）第366号       平成18年 4月 1日
     足医1082 足利市伊勢町１丁目４番地７ 療養        46 病棟種別:一般
     0284-41-2230  (0284-41-4692) 病棟数:1棟
     病床数:34床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17021,092,1 足利中央病院 〒326-0334 一般 （一般入院）第468号       平成20年 7月 1日
     足医1092 足利市下渋垂町４４７ 　　一般    38 病棟種別:一般
     0284-72-8401  (0284-72-6582) 療養 病床区分:一般
     　　療養    45 病棟数:1棟
     病床数:38床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   18021,096,2 本庄記念病院 〒326-0831 一般        54（一般入院）第532号       平成24年 4月 1日
     足医1096 足利市堀込町２８５９番地 療養        38 病棟種別:一般
     0284-73-1199  (0284-73-1198) 病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19031,071,3 とちぎメディカルセン〒328-0071 一般       128（一般入院）第541号       平成30年 1月 1日
     木医1071 ターとちのき 栃木市大町３９番５号 療養       122 病棟種別:一般
     0282-22-7722  (0282-22-7509) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20031,086,1 とちぎメディカルセン〒329-4498 一般       301（一般入院）第551号       平成28年 5月 1日
     木医31086 ターしもつが 栃木市大平町川連４２０番地１ 一般（感染） 病棟種別:一般
     0282-22-2551  (0282-24-1631)              6 病棟数:6棟
     病床数:263床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21041,005,9 佐野医師会病院 〒327-0832 一般        85（一般入院）第467号       平成28年10月 1日
     佐医1005 佐野市植上町１６７７ 療養        34 病棟種別:一般
     0283-22-5358  (0283-21-8978) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:58床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22041,048,9 佐野厚生総合病院 〒327-8511 一般       376（一般入院）第436号       平成28年10月 1日
     佐医1048 佐野市堀米町１７２８番地 精神        51 病棟種別:一般
     0283-22-5222  (0283-22-8252) 療養       100 病床区分:一般
     一般（感染） 病棟数:7棟
                  4 病床数:336床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23041,049,7 佐野市民病院 〒327-0317 一般 （一般入院）第480号       平成28年 8月 1日
     佐医1049 佐野市田沼町１８３２番地１ 　　一般   164 病棟種別:一般
     0283-62-5111  (0283-62-0811) 療養 病床区分:一般
     　　療養    94 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:７対１入院基本料
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   24051,002,3 上都賀総合病院 〒322-8550 一般       302（一般入院）第414号       平成28年10月 1日
     (053,014,2) 鹿沼市下田町１－１０３３ 精神        50 病棟種別:一般
     鹿医1002 0289-64-2161  (0289-64-2468) 病床区分:一般
     病棟数:6棟
     病床数:250床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25051,014,8 御殿山病院 〒322-0068 一般        55（一般入院）第533号       平成28年 3月 1日
     鹿医1014 鹿沼市今宮町１６８２－２ 療養       144 病棟種別:一般
     0289-64-2131  (0289-64-2194) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26061,013,8 日光市民病院 〒321-1441 一般        51（一般入院）第353号       平成29年 9月 1日
     日医1013 日光市清滝安良沢町１７５２番地療養        45 病棟種別:一般
     １０ 一般（感染） 病床区分:一般
     0288-50-1188  (0288-50-1321)              4 病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27061,023,7 獨協医科大学日光医療〒321-2593 一般 （一般入院）第516号       平成28年10月 1日
     日医1023 センター 日光市高徳６３２番地 　　一般   199 病棟種別:一般
     0288-76-1515  (0288-76-1611) 病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:199床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28071,004,5 森病院 〒321-1261 一般        42（一般入院）第443号       平成19年 7月 1日
     今医1004 日光市今市６７４ 療養        72 病棟種別:一般
     0288-22-1024  (0288-22-2671) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   29071,008,6 今市病院 〒321-1261 一般       129（一般入院）第540号       平成28年10月 1日
     今医1008 日光市今市３８１ 病棟種別:一般
     0288-22-2200  (0288-21-1315) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:129床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30071,009,4 川上病院 〒321-1271 一般        42（一般入院）第547号       平成25年 5月 1日
     今医1009 日光市並木町２－５ 療養        25 病棟種別:一般
     0288-22-2311  (0288-22-2314) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31081,038,1 光南病院 〒329-0214 一般        95（一般入院）第501号       平成26年10月 1日
     小医1038 小山市大字乙女７９５ 療養        60 病棟種別:一般
     0285-45-7711  (0285-45-8585) 病棟数:2棟
     病床数:95床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32081,050,6 杉村病院 〒323-0025 一般        41（一般入院）第454号       平成28年10月 1日
     小医1050 小山市城山町２－７－１８ 病棟種別:一般
     0285-25-5533  (0285-23-7865) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:41床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33081,052,2 星野病院 〒329-0201 一般        41（一般入院）第427号       平成29年 9月 1日
     小医1052 小山市粟宮１－７－８ 病棟種別:一般
     0285-23-7227  (0285-23-5508) 病棟数:1棟
     病床数:41床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   34081,077,9 小山整形外科内科 〒323-0826 一般        60（一般入院）第535号       平成24年 6月 1日
     小医1077 小山市大字雨ケ谷７５３番地 病棟種別:一般
     0285-31-1331  (0285-31-1322) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35081,111,6 新小山市民病院 〒323-0827 一般       300（一般入院）第550号       平成28年10月 1日
     小医81111 小山市大字神鳥谷２２５１番地１ 病床区分:一般
     0285-36-0200  (0285-36-0300) 病棟数:5棟
     病床数:215床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36091,010,8 福田記念病院 〒321-4361 一般       138（一般入院）第526号       平成29年12月 1日
     真医1010 真岡市並木町３－１０－６ 療養        48 病棟種別:一般
     0285-84-1171  (0285-84-1173) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:94床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37091,012,4 真岡病院 〒321-4305 一般        60（一般入院）第364号       平成18年 4月 1日
     真医1012 真岡市荒町３－４５－１６ 療養        60 病棟種別:一般
     0285-84-6311  (0285-84-0947) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38101,006,4 室井病院 〒324-0042 一般        29（一般入院）第449号       平成19年 8月 1日
     大医1006 大田原市末広１－２－５ 精神       175 病棟種別:一般
     0287-23-6622  (0287-23-7825) 病棟数:1棟
     病床数:29床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39101,013,0 那須中央病院 〒324-0036 一般        96（一般入院）第508号       平成28年 9月 1日
     大医1013 大田原市下石上１４５３ 療養        73 病棟種別:一般
     0287-29-2121  (0287-29-2501) 病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   40121,006,0 菅間記念病院 〒325-0046 一般       259（一般入院）第513号       平成28年10月 1日
     黒医1006 那須塩原市大黒町２－５ 療養        60 病棟種別:一般
     0287-62-0733  (0287-63-9357) 病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:199床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41121,009,4 黒磯病院 〒325-0045 一般        19（一般入院）第418号       平成27年 3月 1日
     黒医1009 那須塩原市高砂町３－５ 療養        36 病棟種別:一般
     0287-62-0961  (0287-62-4328) 病棟数:1棟
     病床数:19床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42121,012,8 福島整形外科病院 〒325-0044 一般        60（一般入院）第498号       平成24年 4月 1日
     黒医1012 那須塩原市弥生町１－１０ 病棟種別:一般
     0287-62-0805  (0287-63-1441) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43121,022,7 那須脳神経外科病院 〒325-0014 一般        50（一般入院）第352号       平成30年 1月 1日
     黒医1022 那須塩原市野間字神沼４５３－１療養        50 病棟種別:一般
     ４ 病棟数:1棟
     0287-62-5500  (0287-62-5505) 病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44161,017,8 石橋総合病院 〒329-0502 一般       136（一般入院）第552号       平成29年 3月 1日
     野医161017 下野市下古山１丁目１５－４ 療養        49 病棟種別:一般
     0285-53-1134  (0285-53-3957) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:94床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45211,029,3 藤井脳神経外科病院 〒329-1105 一般        56（一般入院）第523号       平成29年10月 1日
     河医1029 宇都宮市中岡本町４６１番地１ 療養        57 病棟種別:一般
     028-673-6211  (028-673-2115) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:56床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   46211,042,6 新上三川病院 〒329-0611 一般        38（一般入院）第522号       平成28年10月 1日
     河医1042 河内郡上三川町上三川２３６０ 療養       171 病棟種別:一般
     0285-56-7111  (0285-56-7165) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:38床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47221,007,7 西方病院 〒322-0601 一般        93（一般入院）第524号       平成29年10月 1日
     上医1007 栃木市西方町金崎２７３－３ 病棟種別:一般
     0282-92-2323  (0282-92-7913) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:93床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48221,008,5 足尾双愛病院 〒321-1515 一般        36（一般入院）第492号       平成25年 9月 1日
     上医1008 日光市足尾町砂畑４１４７－２ 療養        50 病棟種別:一般
     0288-93-2011  (0288-93-4713) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:36床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49231,050,5 小金井中央病院 〒329-0414 一般        85（一般入院）第404号       平成28年10月 1日
     下医1050 下野市小金井２－４－３ 療養        50 病棟種別:一般
     0285-44-7000  (0285-44-7005) 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50251,053,4 南那須地区広域行政事〒321-0621 一般       100（一般入院）第346号       平成28年10月 1日
     那医1053 務組合立那須南病院 那須烏山市中央３－２－１３ 療養        50 病棟種別:一般
     0287-84-3911  (0287-84-3915) 病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51261,019,3 菅又病院 〒329-1207 一般        46（一般入院）第397号       平成24年 4月 1日
     塩医1019 塩谷郡高根沢町大字花岡２３５１療養        88 病棟種別:一般
     028-676-0311  (028-676-2399) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   52261,020,1 黒須病院 〒329-1395 一般       144（一般入院）第499号       平成29年 7月 1日
     塩医1020 さくら市氏家２６５０ 療養        46 病棟種別:一般
     028-682-8811  (028-682-9499) 病棟数:3棟
     病床数:144床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53511,001,9 芳賀赤十字病院 〒321-4306 一般       368（一般入院）第381号       平成28年 9月 1日
     真医1001 真岡市台町２４６１ 一般（感染） 病棟種別:一般
     0285-82-2195  (0285-84-3332)              1 病床区分:一般
     病棟数:7棟
     病床数:289床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54511,037,3 日本赤十字社栃木県支〒326-0843 一般       500（一般入院）第384号       平成28年10月 1日
     足医1037 部足利赤十字病院 足利市五十部町２８４番地１ 結核        15 病棟種別:一般
     0284-21-0121  (0284-22-0225) 精神        40 病床区分:一般
     病棟数:12棟
     病床数:388床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55511,039,9 那須赤十字病院 〒324-8686 一般       454（一般入院）第536号       平成28年 7月 1日
     (513,007,0) 大田原市中田原１０８１番地４ 一般（感染） 病棟種別:一般
     大医1039 0287-23-1122  (0287-23-3004)              6 病床区分:一般
     病棟数:9棟
     病床数:383床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56521,018,1 国際医療福祉大学病院〒329-2763 一般       353（一般入院）第503号       平成28年10月 1日
     那塩医1018 那須塩原市井口５３７－３ 病棟種別:一般
     0287-37-2221  (0287-39-3001) 病棟数:7棟
     病床数:292床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57521,021,5 国際医療福祉大学塩谷〒329-2145 一般       196（一般入院）第518号       平成28年10月 1日
     矢医1021 病院 矢板市富田７７番地 療養        44 病棟種別:一般
     0287-44-1155  (0287-43-9822) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:150床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58611,115,6 とちぎリハビリテーシ〒320-8503 一般       120（一般入院）第413号       平成18年 9月 1日
     宇医1115 ョンセンター 宇都宮市駒生町３３３７番地１ 病棟種別:一般
     028-623-6101  (028-623-6151) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１５対１入院基本料



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 一般病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   59621,011,5 済生会宇都宮病院 〒321-0974 一般       644（一般入院）第438号       平成28年 8月 1日
     (013,133,9) 宇都宮市竹林町９１１－１ 病棟種別:一般
     宇医1011 028-626-5500  (028-626-5594) 病棟数:12棟
     病床数:529床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60711,004,1 独立行政法人国立病院〒320-8580 一般       344（一般入院）第431号       平成28年 8月 1日
     宇医1004 機構栃木医療センター宇都宮市中戸祭１－１０－３７ 一般（感染） 病棟種別:一般
     028-622-5241  (028-625-2718)              6 病棟数:7棟
     病床数:338床
     区分:７対１入院基本料
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61721,002,3 独立行政法人国立病院〒329-1193 一般       350（一般入院）第506号       平成28年10月 1日
     河医1002 機構宇都宮病院 宇都宮市下岡本町２１６０ 結核        30 病棟種別:一般
     028-673-2111  (028-673-6148) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:160床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011,012,1 沼尾病院 〒320-0038 療養       100（療養入院）第244号       平成21年 1月 1日
     宇医1012 宇都宮市星が丘１－７－３８ 病棟種別:療養
     028-622-2222  (028-624-2228) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011,028,7 上野病院 〒320-0816 療養       103（療養入院）第245号       平成28年10月 1日
     宇医1028 宇都宮市天神２－２－１５ 病棟種別:療養
     028-636-2035  (028-636-2513) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:103床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011,053,5 宇都宮病院 〒320-8521 精神       533（療養入院）第233号       平成18年10月 1日
     宇医1053 宇都宮市陽南４－６－３４ 療養        60 病棟種別:療養
     028-658-2121  (028-658-2117) 一般        60 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4011,069,1 皆藤病院 〒321-0985 精神       318（療養入院）第247号       平成24年 2月 1日
     宇医1069 宇都宮市東町２２ 療養        79 病棟種別:療養
     028-661-3261  (028-661-3269) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:39床
     区分:入院基本料１
     （療養入院）第326号       平成28年10月 1日
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院基本料２（注１１に
     規定する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5011,099,8 飯田病院 〒320-0027 療養       120（療養入院）第272号       平成28年10月 1日
     宇医1099 宇都宮市塙田３－５－１７ 病棟種別:療養
     028-622-4970  (028-622-1251) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料２
     （療養入院）第324号       平成23年 5月 1日
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    6011,105,3 比企病院 〒320-0812 療養       120（療養入院）第299号       平成28年 4月 1日
     宇医1105 宇都宮市一番町２－１１ 介護       106 病棟種別:療養
     028-635-4161  (028-635-4094) その他      60 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料１
     （療養入院）第333号       平成28年10月 1日
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料２（注１１に
     規定する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7011,108,7 宇都宮中央病院 〒321-0953 一般       138（療養入院）第211号       平成28年10月 1日
     宇医1108 宇都宮市東宿郷２－１－１ 療養        60 病棟種別:療養
     028-635-1110  (028-637-4871) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8011,112,9 鷲谷病院 〒321-0346 一般        51（療養入院）第331号       平成28年 7月 1日
     宇医1112 宇都宮市下荒針町３６１８ 療養        59 病棟種別:療養
     028-648-3851  (028-648-0222) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:59床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9011,127,7 柴病院 〒321-0974 一般        50（療養入院）第323号       平成24年 4月 1日
     宇医1127 宇都宮市竹林町５０４ 療養        60 病棟種別:療養
     028-621-8211  (028-625-9236) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:２０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10011,233,3 医療法人社団松栄会宇〒320-0857 療養 （療養入院）第251号       平成18年10月 1日
     宇医1233 都宮内科病院 宇都宮市鶴田２丁目７番２９号 　　療養    89 病棟種別:療養
     028-648-7555  (028-649-0117) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:89床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   11011,240,8 医療法人慶晴会宇都宮〒321-0169 一般 （療養入院）第319号       平成24年 4月 1日
     宇医1240 南病院 宇都宮市八千代１丁目２番１１号　　一般    33 病棟種別:療養
     028-658-5511  (028-658-5508) 療養 病床区分:療養
     　　療養    24 病棟数:1棟
     病床数:24床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12021,005,3 鈴木病院 〒326-0815 療養        56（療養入院）第225号       平成28年10月 1日
     足医1005 足利市栄町１－３４１２ 病棟種別:療養
     0284-21-2854  (0284-21-3751) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:56床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13021,008,7 今井病院 〒326-0822 一般        86（療養入院）第226号       平成28年10月 1日
     (023,016,4) 足利市田中町１００ 療養       137 病棟種別:療養
     足医1008 0284-71-0181  (0284-73-0412) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:37床
     区分:入院基本料２（注１１に
     規定する届出）
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14021,050,9 皆川病院 〒329-4214 一般        32（療養入院）第252号       平成28年 9月 1日
     足医1050 足利市多田木町１１６８－１ 療養        40 病棟種別:療養
     0284-91-2188  (0284-91-2190) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15021,082,2 長﨑病院 〒326-0053 一般        34（療養入院）第253号       平成28年 7月 1日
     足医1082 足利市伊勢町１丁目４番地７ 療養        46 病棟種別:療養
     0284-41-2230  (0284-41-4692) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16021,092,1 足利中央病院 〒326-0334 一般 （療養入院）第306号       平成28年10月 1日
     足医1092 足利市下渋垂町４４７ 　　一般    38 病棟種別:療養
     0284-72-8401  (0284-72-6582) 療養 病床区分:療養
     　　療養    45 病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:入院基本料２



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   17021,096,2 本庄記念病院 〒326-0831 一般        54（療養入院）第328号       平成28年10月 1日
     足医1096 足利市堀込町２８５９番地 療養        38 病棟種別:療養
     0284-73-1199  (0284-73-1198) 病棟数:1棟
     病床数:38床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18031,018,4 中野病院 〒328-0052 療養        55（療養入院）第260号       平成21年 3月 1日
     木医1018 栃木市祝町８－１ 病棟種別:療養
     0282-22-0031  (0282-22-8249) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19031,071,3 とちぎメディカルセン〒328-0071 一般       128（療養入院）第337号       平成28年 9月 1日
     木医1071 ターとちのき 栃木市大町３９番５号 療養       122 病棟種別:療養
     0282-22-7722  (0282-22-7509) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:86床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20041,005,9 佐野医師会病院 〒327-0832 一般        85（療養入院）第321号       平成28年10月 1日
     佐医1005 佐野市植上町１６７７ 療養        34 病棟種別:療養
     0283-22-5358  (0283-21-8978) 病棟数:1棟
     病床数:34床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21041,048,9 佐野厚生総合病院 〒327-8511 一般       376（療養入院）第255号       平成29年12月 1日
     佐医1048 佐野市堀米町１７２８番地 精神        51 病棟種別:療養
     0283-22-5222  (0283-22-8252) 療養       100 病床区分:療養
     一般（感染） 病棟数:1棟
                  4 病床数:50床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   22041,049,7 佐野市民病院 〒327-0317 一般 （療養入院）第316号       平成28年10月 1日
     佐医1049 佐野市田沼町１８３２番地１ 　　一般   164 病棟種別:療養
     0283-62-5111  (0283-62-0811) 療養 病床区分:療養
     　　療養    94 病棟数:1棟
     病床数:51床
     区分:入院基本料２（注１１に
     規定する届出）
     （療養入院）第322号       平成28年 8月 1日
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23051,014,8 御殿山病院 〒322-0068 一般        55（療養入院）第329号       平成24年 8月 1日
     鹿医1014 鹿沼市今宮町１６８２－２ 療養       144 病棟種別:療養
     0289-64-2131  (0289-64-2194) 病床区分:療養
     病棟数:3棟
     病床数:144床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24061,013,8 日光市民病院 〒321-1441 一般        51（療養入院）第232号       平成28年10月 1日
     日医1013 日光市清滝安良沢町１７５２番地療養        45 病棟種別:療養
     １０ 一般（感染） 病棟数:1棟
     0288-50-1188  (0288-50-1321)              4 病床数:45床
     区分:入院基本料２（注１１に
     規定する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25061,015,3 日光野口病院 〒321-1424 療養       120（療養入院）第257号       平成28年11月 1日
     日医1015 日光市野口４４５番地 病棟種別:療養
     0288-50-3111  (0288-50-3112) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:92床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26071,004,5 森病院 〒321-1261 一般        42（療養入院）第290号       平成28年10月 1日
     今医1004 日光市今市６７４ 療養        72 病棟種別:療養
     0288-22-1024  (0288-22-2671) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:72床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   27071,009,4 川上病院 〒321-1271 一般        42（療養入院）第332号       平成29年 3月 1日
     今医1009 日光市並木町２－５ 療養        25 病棟種別:療養
     0288-22-2311  (0288-22-2314) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:25床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28081,009,2 小山厚生病院 〒323-0031 一般        23（療養入院）第230号       平成18年 7月 1日
     小医1009 小山市八幡町２－１０－６ 療養        30 病棟種別:療養
     0285-22-1105  (0285-24-9870) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29081,038,1 光南病院 〒329-0214 一般        95（療養入院）第320号       平成18年10月 1日
     小医1038 小山市大字乙女７９５ 療養        60 病棟種別:療養
     0285-45-7711  (0285-45-8585) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30081,070,4 南栃木病院 〒323-0803 療養       158（療養入院）第228号       平成18年 7月 1日
     小医1070 小山市北飯田７４－２ 病棟種別:療養
     0285-39-1150  (0285-39-1151) 病床区分:療養
     病棟数:3棟
     病床数:158床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31091,010,8 福田記念病院 〒321-4361 一般       138（療養入院）第229号       平成18年 7月 1日
     真医1010 真岡市並木町３－１０－６ 療養        48 病棟種別:療養
     0285-84-1171  (0285-84-1173) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32091,012,4 真岡病院 〒321-4305 一般        60（療養入院）第263号       平成28年10月 1日
     真医1012 真岡市荒町３－４５－１６ 療養        60 病棟種別:療養
     0285-84-6311  (0285-84-0947) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   33101,013,0 那須中央病院 〒324-0036 一般        96（療養入院）第309号       平成25年 9月 1日
     大医1013 大田原市下石上１４５３ 療養        73 病棟種別:療養
     0287-29-2121  (0287-29-2501) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:73床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34111,014,6 矢板南病院 〒329-1574 療養       144（療養入院）第305号       平成24年 4月 1日
     矢医1014 矢板市乙畑１７３５－９ 病棟種別:療養
     0287-48-2555  (0287-48-0612) 病床区分:療養
     病棟数:3棟
     病床数:144床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35121,006,0 菅間記念病院 〒325-0046 一般       259（療養入院）第314号       平成29年10月 1日
     黒医1006 那須塩原市大黒町２－５ 療養        60 病棟種別:療養
     0287-62-0733  (0287-63-9357) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36161,017,8 石橋総合病院 〒329-0502 一般       136（療養入院）第338号       平成29年 8月 1日
     野医161017 下野市下古山１丁目１５－４ 療養        49 病棟種別:療養
     0285-53-1134  (0285-53-3957) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:39床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37211,026,9 白澤病院 〒329-1102 療養 （療養入院）第317号       平成24年 4月 1日
     河医1026 宇都宮市白沢町１８１３－１６ 　　療養   101 病棟種別:療養
     028-673-0011  (028-673-7711) 一般 病床区分:療養
     　　一般    58 病棟数:2棟
     病床数:101床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38221,008,5 足尾双愛病院 〒321-1515 一般        36（療養入院）第243号       平成28年10月 1日
     上医1008 日光市足尾町砂畑４１４７－２ 療養        50 病棟種別:療養
     0288-93-2011  (0288-93-4713) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   39231,050,5 小金井中央病院 〒329-0414 一般        85（療養入院）第267号       平成28年10月 1日
     下医1050 下野市小金井２－４－３ 療養        50 病棟種別:療養
     0285-44-7000  (0285-44-7005) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40251,053,4 南那須地区広域行政事〒321-0621 一般       100（療養入院）第268号       平成28年10月 1日
     那医1053 務組合立那須南病院 那須烏山市中央３－２－１３ 療養        50 病棟種別:療養
     0287-84-3911  (0287-84-3915) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41251,056,7 高野病院 〒324-0613 療養        50（療養入院）第269号       平成18年 7月 1日
     那医1056 那須郡那珂川町馬頭２０６８ 病棟種別:療養
     0287-92-2520  (0287-92-2225) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42251,064,1 栃木県医師会塩原温泉〒329-2921 一般        99（療養入院）第295号       平成28年10月 1日
     那医1064 病院 那須塩原市塩原１３３３ 療養       100 病棟種別:療養
     0287-32-4111  (0287-32-4226) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43261,020,1 黒須病院 〒329-1395 一般       144（療養入院）第284号       平成18年10月 1日
     塩医1020 さくら市氏家２６５０ 療養        46 病棟種別:療養
     028-682-8811  (028-682-9499) 病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44261,043,3 高根沢中央病院 〒329-1232 療養 （療養入院）第297号       平成24年 4月 1日
     塩医1043 塩谷郡高根沢町光陽台３－１６－　　療養    53 病棟種別:療養
     １ 病棟数:1棟
     028-675-1133  (028-675-8666) 病床数:53床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45271,005,0 菊池病院 〒321-4216 療養        33（療養入院）第271号       平成28年10月 1日
     芳医1005 芳賀郡益子町大字塙３１６ 精神       240 病棟種別:療養
     0285-72-3235  (0285-72-3234) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:33床
     区分:入院基本料２



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 療養病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   46271,008,4 茂木中央病院 〒321-3531 療養        40（療養入院）第277号       平成28年10月 1日
     芳医1008 芳賀郡茂木町大字茂木２１０１ 病棟種別:療養
     0285-63-1151  (0285-63-3081) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院基本料２
     栄養管理体制:減算あり
     非常勤の管理栄養士の有無:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47521,021,5 国際医療福祉大学塩谷〒329-2145 一般       196（療養入院）第315号       平成22年 4月 1日
     矢医1021 病院 矢板市富田７７番地 療養        44 病棟種別:療養
     0287-44-1155  (0287-43-9822) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 結核病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1721,002,3 独立行政法人国立病院〒329-1193 一般       350（結核入院）第159号       平成25年11月 1日
     河医1002 機構宇都宮病院 宇都宮市下岡本町２１６０ 結核        30 病棟種別:結核
     028-673-2111  (028-673-6148) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 精神病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011,015,4 滝澤病院 〒320-0828 精神       244（精神入院）第250号       平成22年 1月 1日
     宇医1015 宇都宮市花房本町２－２９ 病棟種別:精神
     028-633-1200  (028-633-1347) 病棟数:3棟
     病床数:210床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011,032,9 森病院 〒321-0347 精神       165（精神入院）第254号       平成26年12月 1日
     宇医1032 宇都宮市飯田町４１９ 病棟種別:精神
     028-648-6111  (028-648-5910) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011,053,5 宇都宮病院 〒320-8521 精神       533（精神入院）第262号       平成29年 7月 1日
     宇医1053 宇都宮市陽南４－６－３４ 療養        60 病棟種別:精神
     028-658-2121  (028-658-2117) 一般        60 病棟数:3棟
     病床数:187床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4011,069,1 皆藤病院 〒321-0985 精神       318（精神入院）第217号       平成18年 4月 1日
     宇医1069 宇都宮市東町２２ 療養        79 病棟種別:精神
     028-661-3261  (028-661-3269) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5011,085,7 新直井病院 〒321-0912 精神       199（精神入院）第219号       平成24年 4月 1日
     宇医1085 宇都宮市石井町３３８５ 病棟種別:精神
     028-656-8600  (028-656-3877) 病棟数:1棟
     病床数:47床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6011,244,0 宇都宮西ケ丘病院 〒320-0004 精神       200（精神入院）第237号       平成24年 4月 1日
     宇医1244 宇都宮市長岡町８４２番地 病棟種別:精神
     028-621-3171  (028-627-6181) 病棟数:4棟
     病床数:200床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7021,012,9 前沢病院 〒326-0338 精神       105（精神入院）第220号       平成18年 4月 1日
     足医1012 足利市福居町１２１０ 病棟種別:精神
     0284-71-3191  (0284-71-3153) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:１５対１入院基本料



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 精神病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    8041,004,2 両毛病院 〒327-0843 精神       183（精神入院）第222号       平成18年 4月 1日
     佐医1004 佐野市堀米町１６４８ 病棟種別:精神
     0283-22-6150  (0283-22-6159) 病棟数:2棟
     病床数:124床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9041,048,9 佐野厚生総合病院 〒327-8511 一般       376（精神入院）第259号       平成24年10月 1日
     佐医1048 佐野市堀米町１７２８番地 精神        51 病棟種別:精神
     0283-22-5222  (0283-22-8252) 療養       100 病床区分:精神
     一般（感染） 病棟数:1棟
                  4 病床数:51床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10051,018,9 鹿沼病院 〒322-0002 精神       286（精神入院）第227号       平成21年 4月 1日
     鹿医1018 鹿沼市千渡１５８５－２ 病棟種別:精神
     0289-64-2255  (0289-64-2259) 病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11061,024,5 大澤台病院 〒321-2343 精神 （精神入院）第253号       平成24年 4月 1日
     日医1024 日光市山口８６７番地３ 　　一般    60 病棟種別:精神
     0288-26-2828  (0288-26-5144) 精神 病棟数:1棟
     　　療養    60 病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12111,004,7 佐藤病院 〒329-2131 精神       282（精神入院）第226号       平成24年 4月 1日
     矢医1004 矢板市土屋１８ 病棟種別:精神
     0287-43-0758  (0287-43-4570) 病棟数:2棟
     病床数:108床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13231,011,7 大平下病院 〒329-4404 精神       144（精神入院）第252号       平成24年 4月 1日
     下医1011 栃木市大平町富田１６６５ 病棟種別:精神
     0282-43-2222  (0282-43-1888) 病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14231,015,8 小山富士見台病院 〒329-0412 精神       197（精神入院）第239号       平成18年 7月 1日
     下医1015 下野市柴１１２３ 病棟種別:精神
     0285-44-0200  (0285-44-8163) 病棟数:2棟
     病床数:107床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 精神病棟入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   15251,030,2 那須高原病院 〒325-0001 精神       344（精神入院）第261号       平成26年 5月 1日
     那医1030 那須郡那須町大字高久甲３７５ 病棟種別:精神
     0287-63-5511  (0287-63-0904) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:51床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16251,060,9 烏山台病院 〒321-0605 精神       122（精神入院）第232号       平成24年 4月 1日
     那医1060 那須烏山市滝田字富士山１８６８ 病棟種別:精神
     －１８ 病棟数:1棟
     0287-82-2739  (0287-82-2762) 病床数:24床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17271,005,0 菊池病院 〒321-4216 療養        33（精神入院）第247号       平成24年 4月 1日
     芳医1005 芳賀郡益子町大字塙３１６ 精神       240 病棟種別:精神
     0285-72-3235  (0285-72-3234) 病棟数:2棟
     病床数:120床
     区分:１８対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18511,037,3 日本赤十字社栃木県支〒326-0843 一般       500（精神入院）第263号       平成29年 8月 1日
     足医1037 部足利赤十字病院 足利市五十部町２８４番地１ 結核        15 病棟種別:精神
     0284-21-0121  (0284-22-0225) 精神        40 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19611,006,7 栃木県立岡本台病院 〒329-1104 精神       221（精神入院）第230号       平成18年 4月 1日
     河医1006 宇都宮市下岡本町２１６２ 病棟種別:精神
     028-673-2211  (028-673-2214) 病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:158床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定機能病院入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1521,007,4 自治医科大学附属病院〒329-0498 一般     1,075（特定入院）第16号        平成28年10月 1日
     河医1007 下野市薬師寺３３１１－１ 精神        56 病棟種別:一般
     0285-44-2111  (0285-40-6016) 一般（感染） 病棟数:19棟
                  1 病床数:776床
     区分:７対１入院基本料
     病棟種別:精神
     病棟数:1棟
     病床数:41床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2521,017,3 獨協医科大学病院 〒321-0293 一般     1,125（特定入院）第6号         平成28年10月 1日
     下医1017 下都賀郡壬生町大字北小林８８０精神        42 病棟種別:一般
     0282-86-1111  (0282-86-4775) 病棟数:25棟
     病床数:1007床
     区分:７対１入院基本料
     病棟種別:精神
     病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 専門病院入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011,385,1 栃木県立がんセンター〒320-0834 一般       291（専門入院）第8号         平成28年10月 1日
     (013,115,6) 宇都宮市陽南４－９－１３ 病棟種別:一般
     宇医11385 028-658-5151  (028-658-5482) 病床区分:一般
     病棟数:6棟
     病床数:234床
     区分:７対１入院基本料
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 障害者施設等入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011,108,7 宇都宮中央病院 〒321-0953 一般       138（障害入院）第38号        平成25年 8月 1日
     宇医1108 宇都宮市東宿郷２－１－１ 療養        60 病棟種別:その他
     028-635-1110  (028-637-4871) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:88床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2021,078,0 あしかがの森足利病院〒326-0011 一般 （障害入院）第37号        平成24年 4月 1日
     足医1078 足利市大沼田町６１５番地 　　一般   240 病棟種別:その他
     0284-91-0611  (0284-91-2867) 病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:214床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3031,019,2 重症心身障害児施設星〒328-0004 一般        60（障害入院）第40号        平成28年 3月 1日
     (033,009,7) 風会病院星風院 栃木市田村町９２５－２ 病床区分:一般
     木医1019 0282-27-5222  (0282-27-5482) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4101,028,8 なす療育園 〒324-0011 一般        55（障害入院）第33号        平成27年 7月 1日
     大医1028 大田原市北金丸２６００番地７ 病棟数:1棟
     0287-20-5100  (0287-20-5121) 病床数:55床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5611,115,6 とちぎリハビリテーシ〒320-8503 一般       120（障害入院）第32号        平成20年10月 1日
     宇医1115 ョンセンター 宇都宮市駒生町３３３７番地１ 病棟種別:その他
     028-623-6101  (028-623-6151) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6721,002,3 独立行政法人国立病院〒329-1193 一般       350（障害入院）第34号        平成20年11月 1日
     河医1002 機構宇都宮病院 宇都宮市下岡本町２１６０ 結核        30 病棟種別:その他
     028-673-2111  (028-673-6148) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:150床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,269,8 荒井胃腸科外科医院 〒320-0036 一般         3（診入院）第172号         平成26年 4月 1日
     宇医269 宇都宮市小幡２－５－１５ 病棟種別:一般
     028-621-1766  病床区分:一般
     病床数:3床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,533,7 福泉医院 〒321-0924 一般        18（診入院）第560号         平成26年 4月 1日
     宇医533 宇都宮市下栗１－１－１ 病棟種別:一般
     028-639-1122  (028-639-3033) 病床区分:一般
     病床数:18床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3010,541,0 はぎわらクリニック 〒321-0972 一般        19（診入院）第548号         平成24年 4月 1日
     宇医541 宇都宮市下川俣町字前原２０９－ 病棟種別:一般
     １７４ 病床数:19床
     028-660-5511  区分:入院基本料４
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:求人を行っているが応
     募がないため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    4010,555,0 田村整形外科 〒321-0953 一般        19（診入院）第505号         平成24年 4月 1日
     宇医555 宇都宮市東宿郷６－３－１１ 病棟種別:一般
     028-633-2622  (028-638-0908) 病床数:19床
     区分:入院基本料５
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:求人を行っているが応
     募がないため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5010,558,4 稲田整形外科医院 〒321-0932 一般         2（診入院）第591号         平成24年 8月 1日
     宇医558 宇都宮市平松本町３２６－１ 病棟種別:一般
     028-639-1128  (028-639-1136) 病床区分:一般
     病床数:2床
     区分:入院基本料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6010,588,1 のうか眼科 〒320-0072 一般         6（診入院）第476号         平成24年 4月 1日
     宇医588 宇都宮市若草３－１－１５ 病棟種別:一般
     028-643-3222  病床区分:一般
     病床数:6床
     区分:入院基本料６
     夜間の緊急体制:無
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:求人を行っているが応
     募がないため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    7010,601,2 佐々木記念クリニック〒321-0112 一般        19（診入院）第518号         平成28年 4月 1日
     宇医601 宇都宮市屋板町５７８－３８ 病棟種別:一般
     028-656-7117  (028-657-7093) 病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8010,628,5 福島眼科医院 〒321-0912 一般        10（診入院）第498号         平成26年 4月 1日
     宇医628 宇都宮市石井町２０１６ 病棟種別:一般
     028-660-6115  (028-660-6158) 病床区分:一般
     病床数:10床
     区分:入院基本料５
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9010,700,2 冨塚メディカルクリニ〒321-2116 一般 （診入院）第493号         平成26年 4月 1日
     宇医700 ック 宇都宮市徳次郎町８８８ 　　一般    19 病棟種別:一般
     028-666-2555  (028-665-4188) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   10010,744,0 宇都宮整形外科内科ク〒321-0151 一般 （診入院）第404号         平成24年 4月 1日
     宇医744 リニック 宇都宮市西川田町８１２－１ 　　一般    19 病棟種別:一般
     028-601-3355  (028-601-3312) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料５
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:無
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:その他
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     なその他理由:外注委託してい
     るため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11011,103,8 宇都宮肛門・胃腸クリ〒320-0867 一般        16（診入院）第482号         平成26年 4月 1日
     宇医1103 ニック 宇都宮市大寛１－１－７ 病棟種別:一般
     028-634-0151  (028-637-1850) 病床区分:一般
     病床数:16床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   12011,117,8 奥田クリニック 〒321-0964 一般         9（診入院）第512号         平成26年 9月 1日
     宇医1117 宇都宮市駅前通り２－２－１１ 療養         8 病棟種別:一般
     028-635-0310  (028-632-9073) 病床数:9床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算２
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13011,145,9 かしわぶち産婦人科 〒321-0971 一般        14（診入院）第579号         平成26年12月 1日
     宇医1145 宇都宮市海道町７０－８ 病棟種別:一般
     028-663-3715  (028-663-5781) 病床区分:一般
     病床数:14床
     区分:入院基本料６
     夜間の緊急体制:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14011,151,7 早津眼科医院 〒321-0953 一般         9（診入院）第527号         平成29年 8月 1日
     宇医1151 宇都宮市東宿郷５－４－５ 病棟種別:一般
     028-637-0130  (028-636-3522) 病床区分:一般
     病床数:9床
     区分:入院基本料４
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   15011,172,3 髙橋レディスクリニッ〒320-0021 一般        19（診入院）第564号         平成26年 6月 1日
     宇医1172 ク 宇都宮市東塙田１－５－１ 病床区分:一般
     028-624-0130  (028-624-0370) 病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16011,183,0 根本外科胃腸科医院 〒321-0904 一般        19（診入院）第481号         平成24年 4月 1日
     宇医1183 宇都宮市陽東４－１７－１０ 病棟種別:一般
     028-662-6710  (028-661-0113) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料４
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:その他
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     なその他理由:委託業者　相談
     中
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   17011,184,8 村山医院 〒320-0847 一般        19（診入院）第556号         平成26年 4月 1日
     宇医1184 宇都宮市滝谷町１３－１７ 病棟種別:一般
     028-632-7000  (028-651-4032) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18011,189,7 柴崎外科医院 〒321-0935 一般        18（診入院）第535号         平成29年 5月 1日
     宇医1189 宇都宮市城東２丁目１３番３号 病棟種別:一般
     028-633-7676  (028-632-9825) 病床数:18床
     区分:入院基本料５
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19011,192,1 中田ウィメンズ＆キッ〒320-0861 一般        19（診入院）第547号         平成26年 4月 1日
     宇医1192 ズクリニック 宇都宮市西１丁目３番１１号 病棟種別:一般
     028-634-2488  (028-601-8133) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   20011,198,8 たかしま耳鼻咽喉科 〒320-0042 一般         4（診入院）第526号         平成24年 4月 1日
     宇医1198 宇都宮市材木町１番７号 病棟種別:一般
     028-633-9115  (028-632-9663) 病床区分:一般
     病床数:16床
     区分:入院基本料６
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21011,222,6 おおくぼ眼科 〒321-0932 一般         5（診入院）第556号         平成24年 4月 1日
     宇医1222 宇都宮市平松本町１１３７－４ 病棟種別:一般
     028-634-3232  (028-637-3671) 病床区分:一般
     病床数:5床
     区分:入院基本料４
     加減算区分:医師配置加算２
     夜間の緊急体制:有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22011,223,4 医療法人社団一心会高〒320-0071 一般 （診入院）第462号         平成26年 4月 1日
     宇医1223 橋内科胃腸科外科 宇都宮市野沢町４５－１４ 　　一般    19 病棟種別:一般
     028-665-3366  (028-665-3368) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   23011,249,9 矢野整形外科医院 〒321-0141 一般         6（診入院）第485号         平成26年11月 1日
     宇医1249 宇都宮市さつき２丁目２番１０号 病棟種別:一般
     028-688-1110  (028-655-5583) 病床区分:一般
     病床数:6床
     区分:入院基本料６
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24011,259,8 みずほの耳鼻咽喉科 〒321-0914 一般         3（診入院）第544号         平成24年 4月 1日
     宇医1259 宇都宮市下桑島町１１５９番地４ 病棟種別:一般
     028-657-7722  (028-657-7720) 病床区分:一般
     病床数:3床
     区分:入院基本料６
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25011,261,4 宇都宮協立診療所 〒320-0061 一般 （診入院）第511号         平成26年 4月 1日
     宇医1261 宇都宮市宝木町２丁目１０１６－　　一般    19 病棟種別:一般
     ５ 病床区分:一般
     028-650-7881  (028-650-7884) 病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   26011,282,0 アルテミス宇都宮クリ〒321-0118 一般 （診入院）第524号         平成28年 4月 1日
     宇医1282 ニック 宇都宮市インターパーク５丁目１　　一般    19 病棟種別:一般
     番地９ 病床区分:一般
     028-655-5600  (028-653-9821) 病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27011,285,3 中央公園レディースク〒320-0864 一般 （診入院）第529号         平成24年 4月 1日
     宇医1285 リニック 宇都宮市住吉町１０番１７号 　　一般     3 病棟種別:一般
     028-636-8514  (028-636-8631) 病床区分:一般
     病床数:3床
     区分:入院基本料６
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:その他
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     なその他理由:日帰り入院のみ
     で、食事の提供なしの為
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28011,296,0 かわつクリニック 〒320-0867 一般         4（診入院）第507号         平成22年 4月 1日
     宇医1296 宇都宮市大寛２丁目２番２６号 病棟種別:一般
     028-639-1118  (028-639-1167) 病床区分:一般
     病床数:5床
     区分:入院基本料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

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   29011,300,0 こいけレディスクリニ〒321-0139 一般        16（診入院）第513号         平成26年 4月 1日
     宇医1300 ック 宇都宮市若松原３丁目１番２号 病棟種別:一般
     028-688-3588  (028-688-3589) 病床区分:一般
     病床数:16床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30011,315,8 ちかざわＬａｄｉｅｓ〒321-0935 一般 （診入院）第421号         平成26年 4月 1日
     宇医1315 ’クリニック 宇都宮市城東１丁目２番５号 　　一般    19 病棟種別:一般
     028-638-2380  (028-638-2373) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料４
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31011,328,1 宇都宮脳脊髄センター〒320-0812 一般        19（診入院）第596号         平成26年 5月 1日
     宇医1328 宇都宮市一番町１番１８号 病棟種別:一般
     028-633-0201  (028-678-3660) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   32011,342,2 みずほの中央クリニッ〒321-0917 一般        19（診入院）第593号         平成27年 9月 1日
     宇医1342 ク 宇都宮市西刑部町２４１１番地４ 病棟種別:一般
     028-657-7766  (028-657-7768) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33011,364,6 ゆめクリニック 〒321-3226 一般        11（診入院）第607号         平成28年 9月 1日
     宇医11364 宇都宮市ゆいの杜３丁目１４番６ 病棟種別:一般
     号 病床区分:一般
     028-611-1881  病床数:11床
     区分:入院基本料１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34011,409,9 目黒医院 〒321-0105 一般        10（診入院）第609号         平成29年 8月 7日
     宇医11409 宇都宮市横田新町１２番１８号 療養         8 病棟種別:一般
     028-653-7151  (028-653-8121) 病床区分:一般
     病床数:10床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:無
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   35020,234,0 伏島クリニック 〒326-0823 一般        12（診入院）第186号         平成26年 4月 1日
     足医234 足利市朝倉町３－３－１ 病棟種別:一般
     0284-70-3085  病床区分:一般
     病床数:12床
     区分:入院基本料２
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36020,248,0 かしま産婦人科 〒326-0844 一般 （診入院）第457号         平成26年 4月 1日
     足医248 足利市鹿島町５０１－１ 　　一般    19 病棟種別:一般
     0284-65-0341  (0284-65-0340) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37020,251,4 柏瀬眼科 〒326-0052 一般 （診入院）第573号         平成24年 4月 1日
     足医251 足利市相生町３８６－１ 　　一般     6 病棟種別:一般
     0284-41-6447  (0284-40-2642) 病床区分:一般
     病床数:6床
     区分:入院基本料６
     夜間の緊急体制:無
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :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 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   38021,018,6 両毛クリニック 〒326-0825 一般        19（診入院）第497号         平成26年 4月 1日
     足医1018 足利市中川町３５４６－５ 病棟種別:一般
     0284-72-5522  (0284-72-7164) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39021,046,7 浅岡医院 〒326-0052 一般        13（診入院）第576号         平成24年 4月 1日
     足医1046 足利市相生町３８７ 病棟種別:一般
     0284-41-8188  (0284-42-4230) 病床数:13床
     区分:入院基本料４
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:求人を行っているが応
     募がないため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   40021,051,7 栃木産科婦人科医院 〒326-0047 一般        14（診入院）第604号         平成26年 4月 1日
     足医1051 足利市錦町１４ 病棟種別:一般
     0284-41-3378  (0284-41-3379) 病床区分:一般
     病床数:14床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41021,071,5 みなみ眼科 〒326-0338 一般         6（診入院）第503号         平成26年 6月 1日
     足医1071 足利市福居町１８４番地１ 病棟種別:一般
     0284-72-3730  (0284-72-8133) 病床区分:一般
     病床数:6床
     区分:入院基本料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42021,079,8 鹿島整形外科 〒326-0844 一般        19（診入院）第510号         平成26年 4月 1日
     足医1079 足利市鹿島町５０６番地 病棟種別:一般
     0284-62-7881  (0284-62-7860) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   43021,084,8 鹿島眼科 〒326-0844 一般 （診入院）第551号         平成24年 4月 1日
     足医1084 足利市鹿島町４３２番地の１ 　　一般     3 病棟種別:一般
     0284-65-0017  (0284-65-0345) 病床区分:一般
     病床数:3床
     区分:入院基本料６
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44040,164,5 匠レディースクリニッ〒327-0842 一般 （診入院）第534号         平成28年 4月 1日
     佐医164 ク 佐野市奈良渕町３３９－２５ 　　一般    14 病棟種別:一般
     0283-21-0003  (0283-21-8977) 病床区分:一般
     病床数:14床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45041,042,2 岡産科婦人科医院 〒327-0845 一般         8（診入院）第468号         平成24年 4月 1日
     佐医1042 佐野市久保町１１０番地１ 病棟種別:一般
     0283-23-9118  (0283-23-9124) 病床区分:一般
     病床数:8床
     区分:入院基本料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

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   46041,063,8 佐野利根川橋クリニッ〒327-0821 一般 （診入院）第465号         平成26年 5月 1日
     佐医1063 ク 佐野市高萩町１３１５番地６ 　　一般    19 病棟種別:一般
     0283-27-8282  (0283-27-8283) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47050,059,4 荒木医院 〒322-0044 一般        19（診入院）第569号         平成26年 4月 1日
     鹿医59 鹿沼市鳥居跡町９９５－１ 病棟種別:一般
     0289-64-2775  (0289-64-3237) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48051,026,2 吉沢眼科医院 〒322-0036 一般        11（診入院）第477号         平成28年 4月 1日
     鹿医1026 鹿沼市下田町２丁目１４００番地 病棟種別:一般
     １ 病床区分:一般
     0289-62-3322  (0289-62-3238) 病床数:11床
     区分:入院基本料４
     加減算区分:医師配置加算２
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   49051,043,7 鹿沼脳神経外科 〒322-0026 一般        19（診入院）第466号         平成26年 4月 1日
     鹿医1043 鹿沼市茂呂２０２７ 病棟種別:一般
     0289-63-1333  (0289-63-0055) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50051,052,8 竹村内科腎クリニック〒322-0029 一般        19（診入院）第514号         平成26年 4月 1日
     鹿医1052 鹿沼市西茂呂４－４６－３ 病棟種別:一般
     0289-60-7577  (0289-60-7578) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   51051,056,9 細川内科・外科・眼科〒322-0026 一般 （診入院）第486号         平成26年 4月 1日
     鹿医1056 鹿沼市茂呂２２６６番地３ 　　一般    15 病棟種別:一般
     0289-60-1600  (0289-62-1158) 療養 病床区分:一般
     　　療養     4 病棟数:1棟
     病床数:15床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52051,059,3 大野医院 〒322-0066 一般        17（診入院）第525号         平成26年 4月 1日
     鹿医1059 鹿沼市上田町１９１５番地４ 病棟種別:一般
     0289-65-3661  (0289-63-0546) 病床区分:一般
     病床数:17床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53060,035,2 亀森レディースクリニ〒321-2345 一般        14（診入院）第588号         平成26年 4月 1日
     日医35 ック 日光市木和田島３０４６－３ 病棟種別:一般
     0288-32-2203  (0288-26-2266) 病床区分:一般
     病床数:14床
     区分:入院基本料１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   54061,027,8 見龍堂医療福祉総合ク〒321-2345 一般 （診入院）第484号         平成29年 3月 1日
     日医1027 リニック 日光市木和田島３００８番地の８　　一般    16 病棟種別:一般
     0288-32-2021  (0288-26-5601) 病床区分:一般
     病床数:16床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55070,034,3 新沢外科 〒321-1261 一般        19（診入院）第533号         平成26年 4月 1日
     今医34 日光市今市８１４－１ 病棟種別:一般
     0288-21-1787  (0288-22-9093) 病床数:16床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   56071,022,7 阿久津医院 〒321-1261 一般        12（診入院）第585号         平成24年 4月 1日
     今医1022 日光市今市１１５７－１ 病棟種別:一般
     0288-21-0734  (0288-21-1021) 病床区分:一般
     病床数:14床
     区分:入院基本料５
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57071,026,8 見龍堂クリニックかわ〒321-1262 一般        19（診入院）第483号         平成26年 4月 1日
     今医1026 せみ 日光市平ケ崎６０９番地の４ 病棟種別:一般
     0288-22-1221  (0288-22-3557) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58080,145,5 すずき整形外科 〒323-0014 一般        19（診入院）第589号         平成26年 4月 1日
     小医145 小山市喜沢４３８－１ 病棟種別:一般
     0285-23-2010  (0285-23-2227) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料２
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   59081,023,3 小山クリニック 〒329-0201 一般        19（診入院）第494号         平成26年 5月 1日
     小医1023 小山市大字粟宮字宮内１９７０－ 病棟種別:一般
     １０ 病床区分:一般
     0285-23-3771  (0285-23-3775) 病床数:19床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60081,045,6 船田内科外科医院 〒323-0007 一般        15（診入院）第558号         平成26年 4月 1日
     小医1045 小山市大字松沼５７８ 療養         4 病棟種別:一般
     0285-37-0010  (0285-37-2091) 病床区分:一般
     病床数:15床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61081,069,6 関根整形外科医院 〒323-0822 一般        12（診入院）第508号         平成26年 4月 1日
     小医1069 小山市駅南町１丁目９番１５号 病棟種別:一般
     0285-27-6713  (0285-27-6713) 病床区分:一般
     病床数:14床
     区分:入院基本料３
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   62081,072,0 小山すぎの木クリニッ〒323-0806 一般        11（診入院）第492号         平成26年 4月 1日
     小医1072 ク 小山市中久喜字陣場１１１３番地療養         8 病棟種別:一般
     １ 病床区分:一般
     0285-30-3456  (0285-24-7777) 病床数:11床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63081,079,5 樹レディスクリニック〒323-0034 一般 （診入院）第461号         平成26年 4月 1日
     小医1079 小山市神鳥谷５丁目１８番１５号　　一般    15 病棟種別:一般
     0285-20-5505  (0285-20-5506) 病床区分:一般
     病床数:15床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64081,102,5 やまなかレディースク〒323-0028 一般        13（診入院）第595号         平成26年 4月 1日
     小医81102 リニック 小山市若木町２丁目１１番２０号 病棟種別:一般
     0285-37-8020  (0285-37-8022) 病床区分:一般
     病床数:13床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   65090,036,4 柳田産婦人科小児科医〒321-4361 一般         3（診入院）第559号         平成28年 4月 1日
     真医36 院 真岡市並木町４－５－３ 病棟種別:一般
     0285-84-1833  病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料２
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66091,015,7 桜井内科医院 〒321-4341 一般        19（診入院）第495号         平成29年 4月 1日
     真医1015 真岡市高勢町１－２０５ 病棟種別:一般
     0285-83-1733  (0285-83-8088) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67091,023,1 岡田・小松崎クリニッ〒321-4333 一般        19（診入院）第471号         平成26年 4月 1日
     真医1023 ク 真岡市大谷本町７－１７ 病棟種別:一般
     0285-84-1941  (0285-84-3851) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     52

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   68091,026,4 真岡中央クリニック 〒321-4337 一般         3（診入院）第487号         平成26年 4月 1日
     真医1026 真岡市上高間木２丁目２４番地４療養        16 病棟種別:一般
     0285-82-2245  (0285-84-5959) 病床区分:一般
     病床数:3床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69091,039,7 小菅クリニック 〒321-4335 一般 （診入院）第528号         平成26年 4月 1日
     真医1039 真岡市下高間木一丁目１番地１ 　　一般    14 病棟種別:一般
     0285-84-3511  (0285-84-3512) 病床区分:一般
     病床数:14床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70091,042,1 医療法人弘真会二宮中〒321-4521 一般         9（診入院）第491号         平成29年10月 1日
     真医1042 央クリニック 真岡市久下田７１２－２ 病棟種別:一般
     0285-74-5511  (0285-74-5522) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:9床
     区分:入院基本料４
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   71091,047,0 真岡メディカルクリニ〒321-4305 一般         6（診入院）第605号         平成28年11月 1日
     真医91047 ック 真岡市荒町３丁目４９番地６ 病棟種別:一般
     0285-81-6733  (0285-84-3232) 病床区分:一般
     病床数:6床
     区分:入院基本料４
     加減算区分:医師配置加算２
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72101,014,8 原眼科医院 〒324-0042 一般        11（診入院）第502号         平成26年 4月 1日
     大医1014 大田原市末広１－５－２７ 病棟種別:一般
     0287-24-0011  (0287-24-0588) 病床区分:一般
     病床数:11床
     区分:入院基本料４
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算２
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73101,017,1 井上眼科医院 〒324-0051 一般         3（診入院）第479号         平成22年 4月 1日
     大医1017 大田原市山の手１－２－１１ 病棟種別:一般
     0287-22-2514  (0287-22-3761) 病床区分:一般
     病床数:8床
     区分:入院基本料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74101,032,0 藤田医院 〒324-0038 一般        18（診入院）第538号         平成26年 4月 1日
     大医1032 大田原市野崎二丁目７番地１４ 病棟種別:一般
     0287-29-0010  (0287-29-0155) 病床区分:一般
     病床数:18床
     区分:入院基本料２
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     54

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   75101,033,8 だいなリハビリクリニ〒324-0058 一般 （診入院）第460号         平成26年 4月 1日
     大医1033 ック 大田原市紫塚３丁目２６３３－１　　一般    19 病棟種別:一般
     ２ 病床区分:一般
     0287-20-3102  (0287-20-3103) 病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76111,006,2 尾形クリニック 〒329-2162 一般        19（診入院）第509号         平成26年 4月 1日
     矢医1006 矢板市末広町４５－３ 病棟種別:一般
     0287-43-2230  (0287-43-3537) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77111,019,5 きうち産婦人科医院 〒329-2145 一般        19（診入院）第523号         平成28年 4月 1日
     矢医1019 矢板市富田５４８番地１ 病棟種別:一般
     0287-43-5600  (0287-40-1168) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   78111,022,9 村井胃腸科外科クリニ〒329-2142 一般        19（診入院）第456号         平成26年 4月 1日
     矢医1022 ック 矢板市木幡１３０８番地２０ 病棟種別:一般
     0287-40-3055  (0287-40-3057) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79131,001,9 伊野田眼科クリニック〒329-3156 一般 （診入院）第542号         平成24年 4月 1日
     那塩医1001 那須塩原市方京１丁目１番１８号　　一般     8 病棟種別:一般
     0287-65-3787  (0287-67-1222) 病床区分:一般
     病床数:8床
     区分:入院基本料５
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:有
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80131,005,0 那須塩原クリニック・〒329-3135 一般 （診入院）第489号         平成26年 4月 1日
     那塩医1005 健康増進センター 那須塩原市前弥六５１－１ 　　一般    19 病棟種別:一般
     0287-67-1570  (0287-67-1572) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   81160,011,2 和田マタニティクリニ〒329-0414 一般 （診入院）第594号         平成26年 4月 1日
     野医11 ック 下野市小金井１－３０－６ 　　一般    14 病棟種別:一般
     0285-40-5503  病床区分:一般
     病床数:14床
     区分:入院基本料１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82161,004,6 国分寺さくらクリニッ〒329-0414 一般 （診入院）第587号         平成24年 4月 1日
     野医1004 ク 下野市小金井７７７番地１ 　　一般     2 病棟種別:一般
     0285-40-0203  (0285-40-0206) 病床区分:一般
     病床数:2床
     区分:入院基本料６
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83161,019,4 医療法人社団蒔北会お〒329-0502 一般         7（診入院）第610号         平成29年10月 1日
     野医161019 ちあい眼科 下野市下古山８８番地１ 病棟種別:一般
     0285-53-8222  (0285-53-8226) 病床数:7床
     区分:入院基本料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84211,017,8 木村クリニック 〒329-0434 一般        15（診入院）第516号         平成26年 4月 1日
     河医1017 下野市祇園１－７－７ 病棟種別:一般
     0285-44-8211  (0285-44-8212) 病床区分:一般
     病床数:15床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   85211,020,2 中央クリニック 〒329-0431 一般        17（診入院）第597号         平成26年 4月 1日
     河医1020 下野市薬師寺３１５４－２ 病棟種別:一般
     0285-40-1121  (0285-44-9562) 病床区分:一般
     病床数:17床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86230,218,9 整形外科メディカルパ〒329-4423 一般        19（診入院）第488号         平成28年 1月 1日
     下医218 パス 栃木市大平町西水代１９４３－１ 病棟種別:一般
     0282-45-1366  (0282-45-1367) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87230,242,9 クララクリニック 〒321-0214 一般 （診入院）第562号         平成24年 4月 1日
     下医242 下都賀郡壬生町大字壬生甲字車塚　　一般    13 病棟種別:一般
     ３３１２－１ 病床区分:一般
     0282-83-1311  (0282-83-1312) 病床数:13床
     区分:入院基本料４
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   88231,031,5 藤沼医院 〒329-4404 一般        11（診入院）第553号         平成26年 4月 1日
     下医1031 栃木市大平町富田５９２－１ 療養         8 病棟種別:一般
     0282-43-2233  (0282-43-2320) 病床区分:一般
     病床数:11床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89231,036,4 おおひらレディスクリ〒329-4406 一般        19（診入院）第490号         平成26年 4月 1日
     下医1036 ニック 栃木市大平町下皆川７５３ 病棟種別:一般
     0282-43-8211  (0282-43-0838) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90231,048,9 都丸整形外科 〒329-0507 一般        19（診入院）第580号         平成26年 4月 1日
     下医1048 下野市文教一丁目１１番地１６ 病棟種別:一般
     0285-52-1010  (0285-52-0998) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     59

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   91231,049,7 多島外科胃腸科 〒321-0214 一般        18（診入院）第572号         平成24年 4月 1日
     下医1049 下都賀郡壬生町大字壬生甲３０７ 病棟種別:一般
     ２－１ 病床数:18床
     0282-82-7500  (0282-82-7503) 区分:入院基本料５
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92251,047,6 佐藤医院 〒324-0501 一般        19（診入院）第561号         平成26年 4月 1日
     那医1047 那須郡那珂川町小川２９６０－１ 病棟種別:一般
     0287-96-2841  (0287-96-2843) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料２
     夜間の緊急体制:無
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93251,050,0 石塚産婦人科 〒329-2752 一般        18（診入院）第515号         平成28年 4月 1日
     那医1050 那須塩原市三島２－１４－９ 病棟種別:一般
     0287-36-6231  (0287-36-6232) 病床区分:一般
     病床数:18床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     60

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   94251,062,5 坂本クリニック 〒324-0617 一般        12（診入院）第463号         平成24年 4月 1日
     那医1062 那須郡那珂川町北向田１８７ 病棟種別:一般
     0287-92-1166  (0287-92-1181) 病床数:16床
     区分:入院基本料４
     夜間の緊急体制:無
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:その他
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     なその他理由:管理栄養士の資
     格を取得するための勉強中
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95251,074,0 見川医院 〒325-0301 一般 （診入院）第549号         平成24年 4月 1日
     那医1074 那須郡那須町大字湯本２１２番地　　一般    19 病棟種別:一般
     0287-76-2204  (0287-76-2640) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料６
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:その他
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     なその他理由:これから募集を
     行う為
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96261,035,9 さくら産院 〒329-1311 一般        18（診入院）第577号         平成24年 4月 1日
     塩医1035 さくら市氏家２１９０－５ 病棟種別:一般
     028-682-3000  (028-682-3007) 病床数:18床
     区分:入院基本料４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97261,045,8 尾形医院 〒329-2221 一般         3（診入院）第541号         平成24年 4月 1日
     塩医1045 塩谷郡塩谷町大字玉生５７０－１療養        16 病棟種別:一般
     0287-45-2222  (0287-45-2223) 病床数:3床
     区分:入院基本料６
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     非常勤の管理栄養士の有無:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     61

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   98261,053,2 たかはし眼科 〒329-1232 一般 （診入院）第582号         平成24年 4月 1日
     塩医1053 塩谷郡高根沢町光陽台４丁目７番　　一般     5 病棟種別:一般
     １号 病床区分:一般
     028-680-1711  (028-680-1711) 病床数:5床
     区分:入院基本料５
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     なその他理由:日帰り手術の為
     食事を出さない
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99271,012,6 普門院診療所 〒321-4217 一般        19（診入院）第458号         平成24年 4月 1日
     芳医1012 芳賀郡益子町益子４４６９ 病棟種別:一般
     0285-72-7122  (0285-70-1075) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料５
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100271,018,3 芳賀中央クリニック 〒321-3311 一般        19（診入院）第473号         平成26年 4月 1日
     芳医1018 芳賀郡芳賀町大字上延生５３４－ 病棟種別:一般
     １ 病床区分:一般
     028-677-5581  (028-677-5583) 病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所療養病床入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     62

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011,117,8 奥田クリニック 〒321-0964 一般         9（診療養入院）第31号      平成24年 4月 1日
     宇医1117 宇都宮市駅前通り２－２－１１ 療養         8 病棟種別:一般
     028-635-0310  (028-632-9073) 病床区分:療養
     病床数:8床
     区分:入院基本料１
     栄養管理実施加算:有
     看取り加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011,409,9 目黒医院 〒321-0105 一般        10（診療養入院）第43号      平成29年 8月 7日
     宇医11409 宇都宮市横田新町１２番１８号 療養         8 病棟種別:療養
     028-653-7151  (028-653-8121) 病床区分:療養
     病床数:8床
     区分:８割以上
     栄養管理実施加算:有
     看取り加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3051,056,9 細川内科・外科・眼科〒322-0026 一般 （診療養入院）第37号      平成26年 4月 1日
     鹿医1056 鹿沼市茂呂２２６６番地３ 　　一般    15 病棟種別:療養
     0289-60-1600  (0289-62-1158) 療養 病床区分:療養
     　　療養     4 病棟数:1棟
     病床数:4床
     区分:８割未満
     看取り加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4081,045,6 船田内科外科医院 〒323-0007 一般        15（診療養入院）第7号       平成24年 4月 1日
     小医1045 小山市大字松沼５７８ 療養         4 病棟種別:一般
     0285-37-0010  (0285-37-2091) 病床区分:療養
     病床数:4床
     区分:入院基本料２
     看取り加算:有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:その他
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     なその他理由:日本栄養給食協
     会へ委託
     非常勤の管理栄養士の有無:有
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5081,072,0 小山すぎの木クリニッ〒323-0806 一般        11（診療養入院）第33号      平成24年 4月 1日
     小医1072 ク 小山市中久喜字陣場１１１３番地療養         8 病棟種別:一般
     １ 病床区分:療養
     0285-30-3456  (0285-24-7777) 病床数:8床
     区分:入院基本料１
     看取り加算:有



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 有床診療所療養病床入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     63

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    6091,026,4 真岡中央クリニック 〒321-4337 一般         3（診療養入院）第1号       平成26年 4月 1日
     真医1026 真岡市上高間木２丁目２４番地４療養        16 病棟種別:一般
     0285-82-2245  (0285-84-5959) 病床区分:療養
     病床数:16床
     看取り加算:有
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月28日     64

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011,015,4 滝澤病院 〒320-0828 精神       244（看補）第293号           平成18年 4月 1日
     宇医1015 宇都宮市花房本町２－２９ 病棟種別:精神
     028-633-1200  (028-633-1347) 病棟数:4
     病床数:257
     基本料区分:精神入院
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011,016,2 原眼科病院 〒320-0861 一般        30（看補）第351号           平成18年 4月 1日
     宇医1016 宇都宮市西１－１－１１ 病棟種別:一般
     028-636-5233  (028-635-2902) 病棟数:1
     病床数:30
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011,017,0 佐藤病院 〒320-0861 一般        43（看補）第292号           平成18年 4月 1日
     宇医1017 宇都宮市西３－１－１１ 病棟種別:一般
     028-633-9261  (028-633-9264) 病棟数:1
     病床数:45
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4011,053,5 宇都宮病院 〒320-8521 精神       533（看補）第434号           平成29年 5月 1日
     宇医1053 宇都宮市陽南４－６－３４ 療養        60 病棟種別:一般
     028-658-2121  (028-658-2117) 一般        60 病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     病棟種別:精神
     病棟数:3
     病床数:187
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5011,069,1 皆藤病院 〒321-0985 精神       318（看補）第289号           平成18年 4月 1日
     宇医1069 宇都宮市東町２２ 療養        79 病棟種別:精神
     028-661-3261  (028-661-3269) 病棟数:1
     病床数:50
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6011,085,7 新直井病院 〒321-0912 精神       199（看補）第353号           平成18年 4月 1日
     宇医1085 宇都宮市石井町３３８５ 病棟種別:精神
     028-656-8600  (028-656-3877) 病棟数:1
     病床数:47
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月28日     65

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    7011,113,7 宇都宮東病院 〒321-0901 一般 （看補）第290号           平成18年 4月 1日
     宇医1113 宇都宮市平出町３６８－８ 　　一般    40 病棟種別:一般
     028-664-1551  (028-660-0819) 療養 病床区分:一般
     　　療養   102 病棟数:1
     病床数:40
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8011,127,7 柴病院 〒321-0974 一般        50（看補）第411号           平成21年11月 1日
     宇医1127 宇都宮市竹林町５０４ 療養        60 病棟種別:一般
     028-621-8211  (028-625-9236) 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:50
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9011,240,8 医療法人慶晴会宇都宮〒321-0169 一般 （看補）第426号           平成24年 6月 1日
     宇医1240 南病院 宇都宮市八千代１丁目２番１１号　　一般    33 病棟種別:一般
     028-658-5511  (028-658-5508) 療養 病床区分:一般
     　　療養    24 病棟数:1
     病床数:33
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10011,244,0 宇都宮西ケ丘病院 〒320-0004 精神       200（看補）第291号           平成27年 4月 1日
     宇医1244 宇都宮市長岡町８４２番地 看護補助加算:看護補助加算１
     028-621-3171  (028-627-6181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11021,012,9 前沢病院 〒326-0338 精神       105（看補）第366号           平成18年 7月 1日
     足医1012 足利市福居町１２１０ 病棟種別:精神
     0284-71-3191  (0284-71-3153) 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:45
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12021,015,2 青木病院 〒326-0808 精神       156（看補）第304号           平成18年 4月 1日
     足医1015 足利市本城１－１５６０ 病棟種別:精神
     0284-41-2213  (0284-43-0463) 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:54
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月28日     66

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   13021,050,9 皆川病院 〒329-4214 一般        32（看補）第430号           平成29年 9月 1日
     足医1050 足利市多田木町１１６８－１ 療養        40 病棟種別:一般
     0284-91-2188  (0284-91-2190) 病棟数:1
     病床数:32
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14021,082,2 長﨑病院 〒326-0053 一般        34（看補）第331号           平成18年 4月 1日
     足医1082 足利市伊勢町１丁目４番地７ 療養        46 病棟種別:一般
     0284-41-2230  (0284-41-4692) 病棟数:1
     病床数:34
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15021,092,1 足利中央病院 〒326-0334 一般 （看補）第400号           平成20年 7月 1日
     足医1092 足利市下渋垂町４４７ 　　一般    38 病棟種別:一般
     0284-72-8401  (0284-72-6582) 療養 病床区分:一般
     　　療養    45 病棟数:1
     病床数:38
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16021,096,2 本庄記念病院 〒326-0831 一般        54（看補）第423号           平成24年 4月 1日
     足医1096 足利市堀込町２８５９番地 療養        38 病棟種別:一般
     0284-73-1199  (0284-73-1198) 病棟数:1
     病床数:54
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17041,004,2 両毛病院 〒327-0843 精神       183（看補）第429号           平成25年 6月 1日
     佐医1004 佐野市堀米町１６４８ 病棟種別:精神
     0283-22-6150  (0283-22-6159) 病床区分:精神
     病棟数:2
     病床数:124
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18041,048,9 佐野厚生総合病院 〒327-8511 一般       376（看補）第422号           平成27年 2月 1日
     佐医1048 佐野市堀米町１７２８番地 精神        51 病棟種別:精神
     0283-22-5222  (0283-22-8252) 療養       100 病床区分:精神
     一般（感染） 病棟数:1
                  4 病床数:51
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月28日     67

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   19051,014,8 御殿山病院 〒322-0068 一般        55（看補）第311号           平成30年 2月 1日
     鹿医1014 鹿沼市今宮町１６８２－２ 療養       144 夜間看護体制加算:有
     0289-64-2131  (0289-64-2194) 病棟種別:一般
     病棟数:1
     病床数:55
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
     夜間75対１看護補助加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20051,018,9 鹿沼病院 〒322-0002 精神       286（看補）第319号           平成21年 4月 1日
     鹿医1018 鹿沼市千渡１５８５－２ 病棟種別:精神
     0289-64-2255  (0289-64-2259) 病棟数:1
     病床数:43
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21061,024,5 大澤台病院 〒321-2343 精神 （看補）第437号           平成27年 9月 1日
     日医1024 日光市山口８６７番地３ 　　一般    60 病棟種別:精神
     0288-26-2828  (0288-26-5144) 精神 病棟数:1
     　　療養    60 病床数:60
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22071,004,5 森病院 〒321-1261 一般        42（看補）第413号           平成22年 7月 1日
     今医1004 日光市今市６７４ 療養        72 病棟種別:一般
     0288-22-1024  (0288-22-2671) 病棟数:1
     病床数:42
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23071,009,4 川上病院 〒321-1271 一般        42（看補）第433号           平成25年 5月 1日
     今医1009 日光市並木町２－５ 療養        25 病床区分:一般
     0288-22-2311  (0288-22-2314) 病棟数:1
     病床数:42
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24081,038,1 光南病院 〒329-0214 一般        95（看補）第425号           平成28年 4月 1日
     小医1038 小山市大字乙女７９５ 療養        60 夜間看護体制加算:有
     0285-45-7711  (0285-45-8585) 病棟種別:一般
     病棟数:2
     病床数:95
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     夜間75対１看護補助加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月28日     68

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   25081,050,6 杉村病院 〒323-0025 一般        41（看補）第394号           平成19年10月 1日
     小医1050 小山市城山町２－７－１８ 病棟種別:一般
     0285-25-5533  (0285-23-7865) 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:41
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26081,077,9 小山整形外科内科 〒323-0826 一般        60（看補）第427号           平成24年 6月 1日
     小医1077 小山市大字雨ケ谷７５３番地 病棟種別:一般
     0285-31-1331  (0285-31-1322) 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27091,012,4 真岡病院 〒321-4305 一般        60（看補）第328号           平成18年 4月 1日
     真医1012 真岡市荒町３－４５－１６ 療養        60 病棟種別:一般
     0285-84-6311  (0285-84-0947) 病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28101,006,4 室井病院 〒324-0042 一般        29（看補）第390号           平成19年 8月 1日
     大医1006 大田原市末広１－２－５ 精神       175 病棟種別:一般
     0287-23-6622  (0287-23-7825) 病棟数:1
     病床数:29
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29111,004,7 佐藤病院 〒329-2131 精神       282（看補）第415号           平成22年11月 1日
     矢医1004 矢板市土屋１８ 病棟種別:精神
     0287-43-0758  (0287-43-4570) 病棟数:2
     病床数:102
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30121,009,4 黒磯病院 〒325-0045 一般        19（看補）第376号           平成27年 3月 1日
     黒医1009 那須塩原市高砂町３－５ 療養        36 病棟種別:一般
     0287-62-0961  (0287-62-4328) 病棟数:1
     病床数:19
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月28日     69

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   31121,012,8 福島整形外科病院 〒325-0044 一般        60（看補）第424号           平成26年10月 1日
     黒医1012 那須塩原市弥生町１－１０ 病棟種別:一般
     0287-62-0805  (0287-63-1441) 病棟数:1
     病床数:60
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32221,008,5 足尾双愛病院 〒321-1515 一般        36（看補）第409号           平成21年 7月 1日
     上医1008 日光市足尾町砂畑４１４７－２ 療養        50 病棟種別:一般
     0288-93-2011  (0288-93-4713) 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:36
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33231,011,7 大平下病院 〒329-4404 精神       144（看補）第335号           平成18年 4月 1日
     下医1011 栃木市大平町富田１６６５ 病棟種別:精神
     0282-43-2222  (0282-43-1888) 病棟数:1
     病床数:44
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34251,030,2 那須高原病院 〒325-0001 精神       344（看補）第431号           平成26年 5月 1日
     那医1030 那須郡那須町大字高久甲３７５ 病棟種別:精神
     0287-63-5511  (0287-63-0904) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:51
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35251,060,9 烏山台病院 〒321-0605 精神       122（看補）第345号           平成18年 4月 1日
     那医1060 那須烏山市滝田字富士山１８６８ 病棟種別:精神
     －１８ 病棟数:1
     0287-82-2739  (0287-82-2762) 病床数:24
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36261,019,3 菅又病院 〒329-1207 一般        46（看補）第332号           平成18年 4月 1日
     塩医1019 塩谷郡高根沢町大字花岡２３５１療養        88 病棟種別:一般
     028-676-0311  (028-676-2399) 病棟数:1
     病床数:46
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37261,020,1 黒須病院 〒329-1395 一般       144（看補）第441号           平成29年 6月 1日
     塩医1020 さくら市氏家２６５０ 療養        46 看護補助加算:看護補助加算１
     028-682-8811  (028-682-9499)



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 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月28日     70

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   38271,005,0 菊池病院 〒321-4216 療養        33（看補）第379号           平成19年 1月 1日
     芳医1005 芳賀郡益子町大字塙３１６ 精神       240 病棟種別:精神
     0285-72-3235  (0285-72-3234) 病棟数:1
     病床数:240
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39521,007,4 自治医科大学附属病院〒329-0498 一般     1,075（看補）第384号           平成19年 4月 1日
     河医1007 下野市薬師寺３３１１－１ 精神        56 病棟種別:精神
     0285-44-2111  (0285-40-6016) 一般（感染） 病棟数:2
                  1 病床数:56
     基本料区分:特定入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40611,006,7 栃木県立岡本台病院 〒329-1104 精神       221（看補）第372号           平成18年 8月 1日
     河医1006 宇都宮市下岡本町２１６２ 病棟種別:精神
     028-673-2211  (028-673-2214) 病棟数:4
     病床数:204
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41611,115,6 とちぎリハビリテーシ〒320-8503 一般       120（看補）第373号           平成18年 9月 1日
     宇医1115 ョンセンター 宇都宮市駒生町３３３７番地１ 病棟種別:一般
     028-623-6101  (028-623-6151) 病棟数:1
     病床数:40
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


