
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 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)

    101,1001,1 前橋赤十字病院 〒371-0014 一般 （一般入院）第4号         平成28年10月 1日
     (01,1001,7) 前橋市朝日町３－２１－３６ 　　一般   570 病棟種別:一般
     前医1001 027-224-4585  (027-243-3380) 一般 病棟数:9棟
     　　一般    16 病床数:482床
     一般（感染） 区分:７対１入院基本料
     　　感染     6 急性期看護補助体制加算:50対
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1003,7 独立行政法人地域医療〒371-0025 一般       333（一般入院）第5号         平成28年 9月 1日
     (01,1003,3) 機能推進機構群馬中央前橋市紅雲町１－７－１３ 病棟種別:一般
     前医1003 病院 027-221-8165  (027-224-1415) 病棟数:4棟
     病床数:208床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     夜間急性期看護補助体制加算:
     夜間100対１
     看護職員夜間配置加算:16対１ 
     配置加算
     看護職員夜間配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1014,4 群馬県済生会前橋病院〒371-0821 一般 （一般入院）第6号         平成28年 9月 1日
     前医1014 前橋市上新田町５６４－１ 　　一般   317 病棟種別:一般
     027-252-6011  (027-253-0390) 一般 病棟数:6棟
     　　一般    10 病床数:285床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     看護職員夜間配置加算:12対１ 
     配置加算１
     看護職員夜間配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1015,1 前橋協立病院 〒371-0811 一般       156（一般入院）第7号         平成28年10月 1日
     前医1015 前橋市朝倉町８２８－１ 療養        33 病棟種別:一般
     027-265-3511  (027-265-3629) 病棟数:2棟
     病床数:105床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割未満）
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算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 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)

    501,1035,9 公益財団法人　老年病〒371-0847 一般       139（一般入院）第9号         平成28年10月 1日
     (01,1043,9) 研究所附属病院 前橋市大友町３－２６－８ 療養       114 病棟種別:一般
     前医1035 027-253-3311  (027-252-7575) 病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:139床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1037,5 医療法人　中沢会　上〒379-2152 一般        20（一般入院）第133号       平成24年 8月 1日
     (01,3018,9) 毛病院 前橋市下大島町５９６－１ 精神       314 病棟種別:一般
     前医1037 027-266-1482  (027-266-2800) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:20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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,1051,6 医療法人　積心会　富〒371-0014 一般        48（一般入院）第12号        平成23年12月 1日
     前医1051 沢病院 前橋市朝日町４－１７－１ 療養        32 病棟種別:一般
     027-224-3955  (027-224-3902) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1067,2 医療法人　社団　敬寿〒379-2161 一般        60（一般入院）第13号        平成24年10月 1日
     前医1067 会　前橋城南病院 前橋市富田町１１７２－１ 療養       101 病棟種別:一般
     027-268-4111  (027-268-4114) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1084,7 上武呼吸器科内科病院〒371-0048 一般        60（一般入院）第14号        平成29年 7月 1日
     前医1084 前橋市田口町５８６－１ 療養        60 病棟種別:一般
     027-232-5000  (027-232-5002) 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
     看護補助加算:看護補助加算１
     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      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1001,1132,4 医療法人　相生会　わ〒371-0843 一般        66（一般入院）第16号        平成18年 4月 1日
     前医1132 かば病院 前橋市新前橋町３－３ 療養        42 病棟種別:一般
     027-255-5252  (027-255-5353) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,1140,7 医療法人　前橋北病院〒371-0054 一般        40（一般入院）第3号         平成18年 4月 1日
     前医1140 前橋市下細井町６９２ 病棟種別:一般
     027-235-3333  (027-235-0210) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,1166,2 横田マタニティーホス〒371-0031 一般        35（一般入院）第145号       平成24年12月 1日
     前医1166 ピタル 前橋市下小出町１丁目５－２２ 病棟種別:一般
     027-219-4103  (027-219-4115) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:35床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,1202,5 山王リハビリテーショ〒379-2123 一般        50（一般入院）第159号       平成29年10月 1日
     前医1202 ン病院 前橋市山王町１３３番地 病棟種別:一般
     027-266-8622  (027-266-8623) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,1209,0 群馬ペインクリニック〒379-2147 一般        50（一般入院）第170号       平成26年 4月 1日
     前医1209 病院 前橋市亀里町３５９ 病棟種別:一般
     027-265-0999  (027-265-1516) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 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)

   1501,1230,6 善衆会病院 〒379-2115 一般       198（一般入院）第176号       平成28年10月 1日
     前医1230 前橋市笂井町５４番地１ 病棟種別:一般
     027-261-5410  (027-261-5450) 病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:156床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     夜間急性期看護補助体制加算:
     夜間100対１
     看護職員夜間配置加算:12対１ 
     配置加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,1233,0 東前橋整形外科病院 〒379-2104 一般        60（一般入院）第179号       平成29年 5月 1日
     前医1233 前橋市西大室町１３０２番地２ 病棟種別:一般
     027-226-5201  (027-226-5234) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1702,1018,3 一般社団法人　伊勢崎〒372-0024 一般       205（一般入院）第18号        平成28年10月 1日
     (02,3009,6) 佐波医師会病院 伊勢崎市下植木町４８１ 療養        50 病棟種別:一般
     伊医1018 0270-24-0111  (0270-21-1562) 病棟数:4棟
     病床数:205床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1802,1027,4 公益財団法人　脳血管〒372-0006 一般        90（一般入院）第20号        平成28年10月 1日
     伊医1027 研究所附属　美原記念伊勢崎市太田町３６６ 療養        99 病棟種別:一般
     病院 0270-24-3355  (0270-24-3359) 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     夜間急性期看護補助体制加算:
     夜間50対１
     看護職員夜間配置加算:12対１ 
     配置加算１
     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)

   1902,1031,6 医療法人　石井会　石〒372-0001 一般       188（一般入院）第21号        平成28年10月 1日
     伊医1031 井病院 伊勢崎市波志江町１１５２ 病棟種別:一般
     0270-21-3111  (0270-21-3002) 病棟数:3棟
     病床数:145床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2002,1073,8 伊勢崎市民病院 〒372-0817 一般       490（一般入院）第17号        平成28年 8月 1日
     (02,1012,2) 伊勢崎市連取本町１２番地１ 一般（感染） 病棟種別:一般
     伊医1073 0270-25-5022  (0270-25-5023)              4 病棟数:9棟
     病床数:434床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2102,1092,8 伊勢崎福島病院 〒372-0015 一般 （一般入院）第168号       平成26年 8月 1日
     (02,3000,5) 伊勢崎市鹿島町５５６－２ 　　一般   137 病棟種別:一般
     伊医1092 0270-24-3456  (0270-26-3276) 療養 病床区分:一般
     　　療養    95 病棟数:3棟
     病床数:137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
     看護補助加算:看護補助加算１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2203,1006,6 沼田脳神経外科循環器〒378-0014 一般        84（一般入院）第23号        平成28年10月 1日
     沼医1006 科病院 沼田市栄町８ 病棟種別:一般
     0278-22-5052  (0278-22-5469) 病棟数:2棟
     病床数:84床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     夜間急性期看護補助体制加算:
     夜間50対１
     看護職員夜間配置加算:16対１ 
     配置加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 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)

   2303,1036,3 利根中央病院 〒378-0012 一般       253（一般入院）第175号       平成28年10月 1日
     沼医1036 沼田市沼須町９１０番地１ 病棟種別:一般
     0278-22-4321  (0278-22-4393) 病床区分:一般
     病棟数:6棟
     病床数:208床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2404,1018,9 北関東循環器病院 〒377-0061 一般       120（一般入院）第25号        平成28年10月 1日
     勢医1018 渋川市北橘町下箱田７４０ 病棟種別:一般
     027-232-7111  (027-233-9092) 病棟数:2棟
     病床数:75床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2505,1006,1 医療法人　パテラ会　〒379-1308 一般        32（一般入院）第26号        平成26年10月 1日
     利医1006 月夜野病院 利根郡みなかみ町真庭３１６ 療養        40 病棟種別:一般
     0278-62-2011  (0278-62-2013) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:32床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2605,1007,9 医療法人　社団　ほた〒378-0113 一般        55（一般入院）第163号       平成28年10月 1日
     利医1007 か会　ほたか病院 利根郡川場村大字生品１８６１ 療養       144 病棟種別:一般
     0278-52-2141  (0278-52-3588) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:23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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2705,1008,7 上牧温泉病院 〒379-1311 一般        40（一般入院）第28号        平成30年 3月 1日
     利医1008 利根郡みなかみ町石倉１９８番地療養        36 病棟種別:一般
     ２ 病棟数:1棟
     0278-72-5858  (0278-72-5857) 病床数:40床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2806,1004,4 鶴谷病院 〒370-0117 一般       228（一般入院）第29号        平成28年10月 1日
     (06,1001,6) 伊勢崎市境百々４２１番地 一般         4 病棟種別:一般
     佐医1004 0270-74-0670  (0270-74-3775) 療養        88 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 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)

   2906,1012,7 角田病院 〒370-1133 一般        77（一般入院）第150号       平成29年 8月 1日
     佐医1012 佐波郡玉村町上新田６７５－４ 療養        48 病棟種別:一般
     0270-65-7171  (0270-65-9829) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:30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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3006,1020,0 せせらぎ病院 〒379-2211 一般        49（一般入院）第117号       平成18年 4月 1日
     佐医1020 伊勢崎市市場町１丁目１３９９ 病棟種別:一般
     0270-63-6363  (0270-63-6364) 病棟数:1棟
     病床数:49床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3110,1005,3 医療法人　山崎会　サ〒370-0857 一般       105（一般入院）第32号        平成28年 6月 1日
     (10,1003,4) ンピエール病院 高崎市上佐野町７８６－７ 精神       417 病棟種別:一般
     高医1005 027-347-1177  (027-347-2850) 病棟数:1棟
     病床数:57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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3210,1008,7 高崎中央病院 〒370-0043 一般        60（一般入院）第33号        平成28年10月 1日
     高医1008 高崎市高関町４９８－１ 療養        59 病棟種別:一般
     027-323-2665  (027-327-3860) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3310,1010,3 希望館病院 〒370-0046 一般        46（一般入院）第34号        平成29年 5月 1日
     高医1010 高崎市江木町１１２０ 療養        84 病棟種別:一般
     027-322-4067  (027-322-7758) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:46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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 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)

   3410,1014,5 医療法人　博仁会　第〒370-0074 一般       148（一般入院）第35号        平成28年10月 1日
     (10,1028,1) 一病院 高崎市下小鳥町１２７７ 療養        45 病棟種別:一般
     高医1014 027-362-1811  (027-362-1814) 病棟数:3棟
     病床数:83床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3510,1018,6 医療法人　真木会　真〒370-0075 一般       150（一般入院）第36号        平成28年10月 1日
     高医1018 木病院 高崎市筑縄町７１－１ 病棟種別:一般
     027-361-8411  (027-362-7630) 病棟数:3棟
     病床数:122床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3610,1021,0 野口病院 〒370-0067 一般        50（一般入院）第161号       平成24年 7月 1日
     高医1021 高崎市請地町３８ 病棟種別:一般
     027-322-2288  (027-322-0433) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3710,1024,4 医療法人　社団　日高〒370-0001 一般       287（一般入院）第40号        平成28年 9月 1日
     (10,1025,7) 会　日高病院 高崎市中尾町８８６ 病棟種別:一般
     高医1024 027-362-6201  (027-362-8901) 病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:232床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3810,1026,9 医療法人　十薬会　上〒370-0031 一般        25（一般入院）第41号        平成18年 4月 1日
     高医1026 大類病院 高崎市上大類町７５９ 病棟種別:一般
     027-352-1019  (027-352-8995) 病棟数:1棟
     病床数:25床
     区分:１３対１入院基本料
     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 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)

   3910,1027,7 昭和病院 〒370-1207 一般        94（一般入院）第42号        平成18年 4月 1日
     (10,1009,1) 高崎市綿貫町字堀米前１３４１ 療養        46 病棟種別:一般
     高医1027 027-347-1171  (027-347-1172) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4010,1036,8 医療法人　井上病院 〒370-0053 一般        85（一般入院）第157号       平成29年 3月 1日
     高医1036 高崎市通町５５ 病棟種別:一般
     027-322-3660  (027-322-6002) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:43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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4110,1082,2 群馬循環器病院 〒370-0001 一般        49（一般入院）第47号        平成29年12月 1日
     高医1082 高崎市中尾町１２３０ 療養        50 病棟種別:一般
     027-361-7200  (027-362-9799) 病棟数:1棟
     病床数:49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
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4210,1098,8 医療法人　中央群馬脳〒370-0001 一般        52（一般入院）第48号        平成28年10月 1日
     高医1098 神経外科病院 高崎市中尾町６４－１ 療養        36 病棟種別:一般
     027-363-6161  (027-363-6620) 病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4310,1174,7 産科婦人科舘出張　佐〒370-0836 一般        84（一般入院）第169号       平成28年10月 1日
     高医1174 藤病院 高崎市若松町９６ 病棟種別:一般
     027-322-2243  (027-322-8248) 病棟数:2棟
     病床数:84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     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4410,1185,3 黒沢病院 〒370-1203 一般       130（一般入院）第172号       平成28年10月 1日
     (10,3007,3) 高崎市矢中町村北１８７番地 病棟種別:一般
     高医1185 027-352-1166  (027-352-7925) 病棟数:3棟
     病床数:118床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     夜間急性期看護補助体制加算:
     夜間100対１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4510,1194,5 高瀬クリニック 〒370-0036 一般        35（一般入院）第173号       平成28年10月 1日
     高医1194 高崎市南大類町８８５番地２ 病棟種別:一般
     027-353-1156  (027-353-6123) 病棟数:1棟
     病床数:35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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4611,1007,7 北毛保健生活協同組合〒377-0005 一般       100（一般入院）第50号        平成28年 9月 1日
     渋医1007 　北毛病院 渋川市有馬２３７－１ 療養        50 病棟種別:一般
     0279-24-1234  (0279-24-3834) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4711,1013,5 医療法人　恒和会　関〒377-0008 一般        59（一般入院）第51号        平成30年 1月 1日
     渋医1013 口病院 渋川市渋川１６９３－１２ 一般        26 病棟種別:一般
     0279-22-2378  (0279-23-1365) 病棟数:2棟
     病床数:59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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4811,1022,6 渋川中央病院 〒377-0007 一般       103（一般入院）第52号        平成28年10月 1日
     渋医1022 渋川市石原５０８－１ 療養        50 病棟種別:一般
     0279-25-1711  (0279-25-1712) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     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     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4912,1009,1 医療法人　社団　三思〒375-0024 一般       160（一般入院）第156号       平成29年 6月 1日
     (12,1005,5) 会　くすの木病院 藤岡市藤岡６０７－２２ 療養        54 病棟種別:一般
     藤医1009 0274-24-3111  (0274-24-3110) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:80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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5012,1010,9 光病院 〒375-0023 一般        80（一般入院）第55号        平成26年10月 1日
     (12,1013,9) 藤岡市本郷１０４５ 病棟種別:一般
     藤医1010 0274-24-1234  (0274-23-1233) 病棟数:2棟
     病床数:80床
     区分:１３対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5112,1011,7 医療法人　育生会　篠〒375-0017 一般        20（一般入院）第56号        平成28年10月 1日
     藤医1011 塚病院 藤岡市篠塚１０５－１ 療養        54 病棟種別:一般
     0274-23-9261  (0274-24-1880) 療養        36 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:20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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5212,1041,4 公立藤岡総合病院 〒375-8503 一般       410（一般入院）第180号       平成29年11月 1日
     (12,3003,8) 藤岡市中栗須８１３番地１ 一般（感染） 病棟種別:一般
     藤医1041 0274-22-3311  (0274-24-3161)              4 病棟数:7棟
     病床数:299床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5313,1002,4 公立富岡総合病院 〒370-2393 一般 （一般入院）第57号        平成28年10月 1日
     (13,1002,0) 富岡市富岡２０７３－１ 　　一般   330 病棟種別:一般
     富医1002 0274-63-2111  (0274-64-3377) 一般 病棟数:6棟
     　　一般     4 病床数:266床
     一般 区分:７対１入院基本料
     　　感染     4 急性期看護補助体制加算:50対
     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     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5414,1006,3 医療法人済恵会　須藤〒379-0116 一般        89（一般入院）第60号        平成28年 8月 1日
     安医1006 病院 安中市安中３５３２－５ 療養        31 病棟種別:一般
     027-382-3131  (027-382-6568) 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割未満）
     夜間急性期看護補助体制加算:
     夜間50対１
     看護職員夜間配置加算:16対１ 
     配置加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5514,1009,7 正田病院 〒379-0116 一般        43（一般入院）第61号        平成18年 4月 1日
     安医1009 安中市安中１－１６－３２ 病棟種別:一般
     027-382-1123  (027-382-5316) 病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5614,1015,4 公立碓氷病院 〒379-0133 一般       146（一般入院）第59号        平成29年 4月 1日
     (14,1004,4) 安中市原市１－９－１０ 一般         3 病棟種別:一般
     安医1015 027-385-8221  (027-385-4905) 療養        50 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
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5715,1002,9 榛名荘病院 〒370-3347 一般       120（一般入院）第63号        平成30年 2月 1日
     (15,1002,5) 高崎市中室田町５９８９ 療養       111 病棟種別:一般
     群医1002 027-374-1135  (027-374-1139) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:80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     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5815,1012,8 関越中央病院 〒370-3513 一般        90（一般入院）第65号        平成28年10月 1日
     群医1012 高崎市北原町７１ 病棟種別:一般
     027-373-5115  (027-372-2829) 病棟数:2棟
     病床数:90床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5917,1026,4 医療法人　社団　日高〒370-2104 一般       104（一般入院）第114号       平成24年10月 1日
     多医1026 会　日高リハビリテー高崎市吉井町馬庭２２０４ 病棟種別:一般
     ション病院 027-388-2005  (027-388-2007) 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
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6018,1007,2 下仁田厚生病院 〒370-2601 一般 （一般入院）第68号        平成28年10月 1日
     甘医1007 甘楽郡下仁田町大字下仁田４０９　　一般    94 病棟種別:一般
     0274-82-3555  (0274-82-5998) 療養 病棟数:1棟
     　　療養    22 病床数:46床
     療養 区分:１０対１入院基本料
     　　療養    28 急性期看護補助体制加算:50対
     １
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6121,1007,6 原町赤十字病院 〒377-0882 一般       184（一般入院）第72号        平成28年10月 1日
     吾医1007 吾妻郡東吾妻町大字原町６９８ 一般（感染） 病棟種別:一般
     0279-68-2711  (0279-68-2758)              4 病床区分:一般
     療養        39 病棟数:3棟
     病床数:139床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 一般病棟入院基本料　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)

   6221,1032,4 西吾妻福祉病院 〒377-1308 一般        74（一般入院）第119号       平成28年12月 1日
     吾医1032 吾妻郡長野原町大字大津７４６－療養        37 病棟種別:一般
     ４ 病床区分:一般
     0279-83-7111  (0279-83-8032) 病棟数:1棟
     病床数:37床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6321,1035,7 田島病院 〒377-0424 一般        24（一般入院）第71号        平成18年 4月 1日
     吾医1035 吾妻郡中之条町中之条町１７８２療養        46 病棟種別:一般
     番地 病床区分:一般
     0279-75-3350  (0279-75-6505) 病棟数:1棟
     病床数:25床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6421,1039,9 長生病院 〒377-1304 一般        39（一般入院）第70号        平成24年10月 1日
     吾医1039 吾妻郡長野原町大字長野原７１ 病棟種別:一般
     0279-82-2188  (0279-82-3854) 病棟数:1棟
     病床数:39床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6524,1002,1 桐生厚生総合病院 〒376-0024 一般 （一般入院）第78号        平成28年10月 1日
     (24,1009,2) 桐生市織姫町６－３ 　　一般   467 病棟種別:一般
     桐医1002 0277-44-7171  (0277-44-7170) 一般（感染） 病棟数:8棟
     　　感染     4 病床数:389床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6624,1018,7 医療法人　岩下会　岩〒376-0031 一般        48（一般入院）第82号        平成27年12月 1日
     桐医1018 下病院 桐生市本町４－３２０ 病棟種別:一般
     0277-22-0151  (0277-40-1186) 病棟数:1棟
     病床数:20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３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 一般病棟入院基本料　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)

   6724,1049,2 桐生整形外科病院 〒376-0014 一般        38（一般入院）第112号       平成22年 5月 1日
     桐医1049 桐生市広沢町間ノ島２８４－１ 病棟種別:一般
     0277-40-2600  (0277-40-2602) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:38床
     区分:１５対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     無
     看護補助加算:看護補助加算２
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6824,1053,4 医療法人　社団　全仁〒376-0011 一般       119（一般入院）第80号        平成28年10月 1日
     桐医1053 会　高木病院 桐生市相生町５－７５４ 療養        48 病棟種別:一般
     0277-53-7711  (0277-54-0570) 病棟数:1棟
     病床数:59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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6924,1054,2 日新病院 〒376-0001 療養        51（一般入院）第142号       平成18年 4月 1日
     桐医1054 桐生市菱町３－２０６９－１ 一般 病棟種別:一般
     0277-30-3660  (0270-30-3661) 　　一般    39 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:39床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7025,1004,4 本島総合病院 〒373-0033 一般 （一般入院）第166号       平成28年10月 1日
     (25,1009,9) 太田市西本町３－８ 　　一般   283 病棟種別:一般
     太医1004 0276-22-7131  (0276-22-4682) 一般 病床区分:一般
     　　一般     6 病棟数:4棟
     療養 病床数:226床
     　　療養    60 区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7125,1005,1 ＳＵＢＡＲＵ健康保険〒373-8585 一般       400（一般入院）第158号       平成28年 8月 1日
     (25,1005,7) 組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１ 一般（感染） 病棟種別:一般
     太医1005 0276-55-2200  (0276-55-2205)              4 病床区分:一般
     病棟数:8棟
     病床数:333床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     看護職員夜間配置加算:12対１ 
     配置加算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     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7225,1010,1 医療法人　三省会　堀〒373-8601 一般       133（一般入院）第88号        平成28年10月 1日
     太医1010 江病院 太田市高林東町１８００ 療養        45 病棟種別:一般
     0276-38-1215  (0276-38-3095) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:133床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7325,1020,0 医療法人　慶仁会　城〒373-0817 一般        86（一般入院）第165号       平成28年10月 1日
     太医1020 山病院 太田市飯塚町１ 療養 病棟種別:一般
     0276-46-0311  (0276-48-0105) 　　療養    96 病床区分:一般
     療養 病棟数:2棟
     　　療養    48 病床数:86床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7425,1021,8 医療法人　社団　松嶺〒373-0025 一般        51（一般入院）第91号        平成28年 8月 1日
     太医1021 会　冨士ヶ丘病院 太田市熊野町３８－８１ 療養        39 病棟種別:一般
     0276-22-1281  (0276-22-2616) 療養        97 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7525,1037,4 東毛敬愛病院 〒373-0024 一般         4（一般入院）第177号       平成28年 6月 1日
     太医1037 太田市上小林町２３０－１ 療養        44 病床区分:一般
     0276-26-1793  (0276-55-1400) 病棟数:1棟
     病床数:4床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7625,1069,7 医療法人財団明理会　〒373-8513 一般       212（一般入院）第148号       平成28年10月 1日
     (25,1017,2) イムス太田中央総合病太田市東今泉町８７５番地１ 療養       138 病棟種別:一般
     太医1069 院 0276-37-2378  (0276-37-1050) 病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:164床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定: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 一般病棟入院基本料　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)

   7726,1001,8 館林厚生病院 〒374-8533 一般 （一般入院）第92号        平成28年10月 1日
     (26,1001,4) 館林市成島町２６２－１ 　　一般   323 病棟種別:一般
     館医1001 0276-72-3140  (0276-72-5445) 一般（感染） 病棟数:7棟
     　　感染     6 病床数:237床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7826,1010,9 館林記念病院 〒374-0068 一般        76（一般入院）第171号       平成28年10月 1日
     館医1010 館林市台宿町７－１８ 療養        28 病棟種別:一般
     0276-72-3155  (0276-74-1368) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:20床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7926,1013,3 医療法人　社団　田口〒374-0044 一般        46（一般入院）第94号        平成18年 4月 1日
     館医1013 会　新橋病院 館林市下三林町４５２ 療養        88 病棟種別:一般
     0276-75-3011  (0276-75-3020) 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
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8026,1017,4 医療法人　社団　慶友〒374-0011 一般       129（一般入院）第95号        平成28年10月 1日
     館医1017 会　慶友整形外科病院館林市羽附町１７４１ 病棟種別:一般
     0276-72-6000  (0276-75-4888) 病棟数:3棟
     病床数:129床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8126,1022,4 医療法人　海宝会　海〒374-0033 一般        39（一般入院）第96号        平成26年10月 1日
     館医1022 宝病院 館林市堀工町１２６９ 病棟種別:一般
     0276-74-0811  (0276-75-4682) 病棟数:1棟
     病床数:39床
     区分:１０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     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8227,1003,2 医療法人　社団　三思〒379-2311 一般       221（一般入院）第97号        平成28年 8月 1日
     (27,1001,2) 会　東邦病院 みどり市笠懸町阿左美１１５５ 療養       222 病棟種別:一般
     新医1003 0277-76-6311  (0277-76-6763) 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
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     看護職員夜間配置加算:16対１ 
     配置加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8327,1012,3 医療法人　宏愛会　宏〒379-2305 一般        83（一般入院）第118号       平成28年 8月 1日
     新医1012 愛会第一病院 太田市六千石町９９－６３ 療養        40 病棟種別:一般
     0277-78-1555  (0277-78-1570) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:43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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8428,1003,0 医療法人社団東郷会　〒376-0101 一般       168（一般入院）第164号       平成28年10月 1日
     山医1003 恵愛堂病院 みどり市大間々町大間々５０４－療養       102 病棟種別:一般
     ６ 病床区分:一般
     0277-73-2211  (0277-30-7712) 病棟数:3棟
     病床数:127床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
     夜間急性期看護補助体制加算:
     夜間100対１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8530,1007,7 医療法人　徹裕会　蜂〒370-0514 一般        26（一般入院）第100号       平成18年 4月 1日
     邑医1007 谷病院 邑楽郡大泉町朝日４－１１－１ 療養        48 病棟種別:一般
     0276-63-0888  (0276-62-8218) 病棟数:1棟
     病床数:26床
     区分:１５対１入院基本料
     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 一般病棟入院基本料　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)

   8630,1017,6 医療法人社団醫光会お〒370-0615 一般        39（一般入院）第99号        平成29年 1月 1日
     邑医1017 うら病院 邑楽郡邑楽町篠塚３２３３－１ 療養        41 病棟種別:一般
     0276-88-5678  (0276-88-5992) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:39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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8750,1001,8 群馬県立心臓血管セン〒371-0004 一般       195（一般入院）第101号       平成28年10月 1日
     前医1004 ター 前橋市亀泉町甲３－１２ 病棟種別:一般
     027-269-7455  (027-269-7020) 病棟数:4棟
     病床数:175床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8850,1004,2 群馬県立小児医療セン〒377-8577 一般       150（一般入院）第102号       平成28年10月 1日
     (50,1004,8) ター 渋川市北橘町下箱田７７９ 病棟種別:一般
     勢医1014 0279-52-3551  (0279-52-2045) 病棟数:1棟
     病床数:18床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8970,1001,6 国立大学法人群馬大学〒371-8511 一般       680（一般入院）第174号       平成28年 9月 1日
     (70,1001,2) 医学部附属病院 前橋市昭和町３－３９－１５ 一般（感染） 病棟種別:一般
     前医1002 027-220-7111  (027-220-7832)              2 病棟数:13棟
     結核         9 病床数:608床
     精神        40 区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割以上）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9070,1002,4 独立行政法人国立病院〒370-0829 一般       445（一般入院）第103号       平成28年10月 1日
     (70,1002,0) 機構高崎総合医療セン高崎市高松町３６ 一般（感染） 病棟種別:一般
     高医1001 ター 027-322-5901  (027-327-1826)              6 病棟数:8棟
     病床数:415床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割未満）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 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     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9170,1004,0 独立行政法人国立病院〒378-0051 一般 （一般入院）第105号       平成28年 6月 1日
     沼医1001 機構沼田病院 沼田市上原町１５５１－４ 　　一般   175 病棟種別:一般
     0278-23-2181  (0278-24-1819) 一般（感染） 病床区分:一般
     　　感染     4 病棟数:2棟
     病床数:106床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:50対
     １
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9270,1009,9 国立療養所　栗生楽泉〒377-1711 一般       395（一般入院）第162号       平成25年 4月 1日
     (70,1009,5) 園 吾妻郡草津町大字草津乙６４７ 病棟種別:一般
     吾医1021 0279-88-3030  (0279-88-5473) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9370,1011,5 独立行政法人国立病院〒377-0280 一般 （一般入院）第178号       平成28年 8月 1日
     渋医1044 機構　渋川医療センタ渋川市白井３８３番地 　　一般   400 病棟種別:一般
     ー 0279-23-1010  (0279-23-1011) 結核        46 病床区分:一般
     一般（感染） 病棟数:6棟
                  4 病床数:275床
     区分:７対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:75対
     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     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1015,1 前橋協立病院 〒371-0811 一般       156（療養入院）第1号         平成28年 4月 1日
     前医1015 前橋市朝倉町８２８－１ 療養        33 病棟種別:療養
     027-265-3511  (027-265-3629) 病棟数:1棟
     病床数:33床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1067,2 医療法人　社団　敬寿〒379-2161 一般        60（療養入院）第103号       平成28年10月 1日
     前医1067 会　前橋城南病院 前橋市富田町１１７２－１ 療養       101 病棟種別:療養
     027-268-4111  (027-268-4114) 病棟数:2棟
     病床数:101床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1084,7 上武呼吸器科内科病院〒371-0048 一般        60（療養入院）第122号       平成19年 6月 1日
     前医1084 前橋市田口町５８６－１ 療養        60 病棟種別:療養
     027-232-5000  (027-232-5002) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1088,8 生方医院 〒371-0024 療養        18（療養入院）第77号        平成28年 5月 1日
     前医1088 前橋市表町２－２７－２２ 療養         8 病棟種別:療養
     027-224-2818  (027-224-1988) 病棟数:1棟
     病床数:18床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1132,4 医療法人　相生会　わ〒371-0843 一般        66（療養入院）第5号         平成28年10月 1日
     前医1132 かば病院 前橋市新前橋町３－３ 療養        42 病棟種別:療養
     027-255-5252  (027-255-5353) 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602,1008,4 大島病院 〒372-0006 精神       200（療養入院）第62号        平成29年10月 1日
     伊医1008 伊勢崎市太田町５０８－１ 療養        40 病棟種別:療養
     0270-25-2428  (0270-21-8298) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    702,1018,3 一般社団法人　伊勢崎〒372-0024 一般       205（療養入院）第125号       平成20年 9月 1日
     (02,3009,6) 佐波医師会病院 伊勢崎市下植木町４８１ 療養        50 病棟種別:療養
     伊医1018 0270-24-0111  (0270-21-1562) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50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     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    802,1092,8 伊勢崎福島病院 〒372-0015 一般 （療養入院）第145号       平成27年 5月 1日
     (02,3000,5) 伊勢崎市鹿島町５５６－２ 　　一般   137 病棟種別:療養
     伊医1092 0270-24-3456  (0270-26-3276) 療養 病床区分:療養
     　　療養    95 病棟数:2棟
     病床数:95床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    905,1007,9 医療法人　社団　ほた〒378-0113 一般        55（療養入院）第141号       平成25年 4月 1日
     利医1007 か会　ほたか病院 利根郡川場村大字生品１８６１ 療養       144 病棟種別:療養
     0278-52-2141  (0278-52-3588) 病床区分:療養
     病棟数:3棟
     病床数:144床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1005,1008,7 上牧温泉病院 〒379-1311 一般        40（療養入院）第140号       平成25年 2月 1日
     利医1008 利根郡みなかみ町石倉１９８番地療養        36 病棟種別:療養
     ２ 病床区分:療養
     0278-72-5858  (0278-72-5857) 病棟数:1棟
     病床数:36床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1110,1008,7 高崎中央病院 〒370-0043 一般        60（療養入院）第105号       平成22年 4月 1日
     高医1008 高崎市高関町４９８－１ 療養        59 病棟種別:療養
     027-323-2665  (027-327-3860) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:59床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1210,1010,3 希望館病院 〒370-0046 一般        46（療養入院）第13号        平成28年10月 1日
     高医1010 高崎市江木町１１２０ 療養        84 病棟種別:療養
     027-322-4067  (027-322-7758) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:84床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1310,1016,0 松岡病院 〒370-0862 療養         6（療養入院）第15号        平成28年10月 1日
     高医1016 高崎市片岡町１－１７－３１ 療養        14 病棟種別:療養
     027-323-0954  (027-323-0938) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:6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     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1410,1020,2 医療法人　社団　大原〒370-0063 療養        45（療養入院）第16号        平成25年12月 1日
     高医1020 会　大原病院 高崎市飯玉町４６ 病棟種別:療養
     027-362-5800  (027-362-5801) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1510,1027,7 昭和病院 〒370-1207 一般        94（療養入院）第126号       平成28年10月 1日
     (10,1009,1) 高崎市綿貫町字堀米前１３４１ 療養        46 病棟種別:療養
     高医1027 027-347-1171  (027-347-1172) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1610,1034,3 医療法人　社団　醫光〒370-0016 療養       100（療養入院）第19号        平成28年10月 1日
     高医1034 会　駒井病院 高崎市矢島町４４９－２ 病棟種別:療養
     027-352-6212  (027-352-6975) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1710,1082,2 群馬循環器病院 〒370-0001 一般        49（療養入院）第144号       平成29年11月 1日
     高医1082 高崎市中尾町１２３０ 療養        50 病棟種別:療養
     027-361-7200  (027-362-9799) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1810,1198,6 綿貫病院 〒370-0065 療養        80（療養入院）第149号       平成27年 3月30日
     高医1198 高崎市末広町４１番地１ 病棟種別:療養
     027-322-2206  (027-324-7890) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:80床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1911,1007,7 北毛保健生活協同組合〒377-0005 一般       100（療養入院）第20号        平成28年 9月 1日
     渋医1007 　北毛病院 渋川市有馬２３７－１ 療養        50 病棟種別:療養
     0279-24-1234  (0279-24-3834) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 療養病棟入院基本料　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)

   2011,1022,6 渋川中央病院 〒377-0007 一般       103（療養入院）第114号       平成28年10月 1日
     渋医1022 渋川市石原５０８－１ 療養        50 病棟種別:療養
     0279-25-1711  (0279-25-1712) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2112,1009,1 医療法人　社団　三思〒375-0024 一般       160（療養入院）第137号       平成28年10月 1日
     (12,1005,5) 会　くすの木病院 藤岡市藤岡６０７－２２ 療養        54 病棟種別:療養
     藤医1009 0274-24-3111  (0274-24-3110) 病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2212,1011,7 医療法人　育生会　篠〒375-0017 一般        20（療養入院）第24号        平成18年10月 1日
     藤医1011 塚病院 藤岡市篠塚１０５－１ 療養        54 病棟種別:療養
     0274-23-9261  (0274-24-1880) 療養        36 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:39床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2312,1034,9 藤岡市国民健康保険鬼〒370-1401 一般        52（療養入院）第143号       平成29年 9月 1日
     藤医1034 石病院 藤岡市鬼石１３９－１ 療養        47 病棟種別:療養
     0274-52-3121  (0274-52-3093) 病棟数:1棟
     病床数:47床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2413,1008,1 医療法人　大和会　西〒370-2455 精神        60（療養入院）第134号       平成29年 5月 1日
     (13,1003,8) 毛病院 富岡市神農原５５９－１ 精神       240 病棟種別:療養
     富医1008 0274-62-3156  (0274-64-3826) 精神        60 病床区分:療養
     療養        50 病棟数:1棟
     療養       100 病床数:50床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2514,1004,8 本多病院 〒379-0124 療養        21（療養入院）第28号        平成28年10月 1日
     安医1004 安中市鷺宮字蔵畑２０５－１ 療養        14 病棟種別:療養
     027-382-1255  (027-382-7396) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:21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     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2614,1006,3 医療法人済恵会　須藤〒379-0116 一般        89（療養入院）第54号        平成20年 5月15日
     安医1006 病院 安中市安中３５３２－５ 療養        31 病棟種別:療養
     027-382-3131  (027-382-6568) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:31床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2714,1015,4 公立碓氷病院 〒379-0133 一般       146（療養入院）第110号       平成28年10月 1日
     (14,1004,4) 安中市原市１－９－１０ 一般         3 病棟種別:療養
     安医1015 027-385-8221  (027-385-4905) 療養        50 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2815,1002,9 榛名荘病院 〒370-3347 一般       120（療養入院）第116号       平成30年 3月 1日
     (15,1002,5) 高崎市中室田町５９８９ 療養       111 病棟種別:療養
     群医1002 027-374-1135  (027-374-1139) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2915,1003,7 二之沢病院 〒370-3531 療養       120（療養入院）第83号        平成22年 6月 1日
     群医1003 高崎市足門町１４２－１ 病棟種別:療養
     027-373-2215  (027-372-5130) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:120床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3015,1006,0 重症心身障害児施設　〒370-3341 一般        51（療養入院）第123号       平成20年 4月 1日
     (15,1004,1) はんな・さわらび療育高崎市榛名山町２８－３０ 療養        56 病棟種別:療養
     群医1006 園 027-374-9221  (027-374-9159) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3116,1003,5 群栄会　田中病院 〒370-3603 一般        43（療養入院）第119号       平成18年 7月 1日
     (16,1005,6) 北群馬郡吉岡町大字陣場９８ 精神       396 病棟種別:療養
     北医1003 0279-54-2106  (0279-54-0247) 療養        55 病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3218,1007,2 下仁田厚生病院 〒370-2601 一般 （療養入院）第31号        平成28年10月 1日
     甘医1007 甘楽郡下仁田町大字下仁田４０９　　一般    94 病棟種別:療養
     0274-82-3555  (0274-82-5998) 療養 病床区分:療養
     　　療養    22 病棟数:1棟
     療養 病床数:22床
     　　療養    28 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     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3320,1005,2 松井田病院 〒379-0221 一般        54（療養入院）第127号       平成20年10月 1日
     碓医1005 安中市松井田町新堀１３００－１療養        55 病棟種別:療養
     027-393-1301  (027-393-5421) 結核        10 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3421,1007,6 原町赤十字病院 〒377-0882 一般       184（療養入院）第70号        平成28年10月 1日
     吾医1007 吾妻郡東吾妻町大字原町６９８ 一般（感染） 病棟種別:療養
     0279-68-2711  (0279-68-2758)              4 病床区分:療養
     療養        39 病棟数:1棟
     病床数:39床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3521,1013,4 公益社団法人群馬県医〒377-0541 一般        39（療養入院）第101号       平成28年10月 1日
     吾医1013 師会群馬リハビリテー吾妻郡中之条町大字上沢渡２１３療養        40 病棟種別:療養
     ション病院 ６ 療養       117 病棟数:1棟
     0279-66-2121  (0279-66-2900) 病床数:40床
     区分:入院基本料２（注１１に
     規定する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3621,1015,9 吾妻さくら病院 〒377-0423 一般 （療養入院）第139号       平成28年10月 1日
     吾医1015 吾妻郡中之条町大字伊勢町７８２　　一般    16 病棟種別:療養
     －１ 療養 病棟数:1棟
     0279-75-3011  (0279-75-3299) 　　療養    51 病床数:51床
     療養 区分:入院基本料１
     　　療養    47 在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3721,1032,4 西吾妻福祉病院 〒377-1308 一般        74（療養入院）第74号        平成30年 3月 1日
     吾医1032 吾妻郡長野原町大字大津７４６－療養        37 病棟種別:療養
     ４ 病棟数:1棟
     0279-83-7111  (0279-83-8032) 病床数:37床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3821,1035,7 田島病院 〒377-0424 一般        24（療養入院）第148号       平成26年10月 1日
     吾医1035 吾妻郡中之条町中之条町１７８２療養        46 病棟種別:療養
     番地 病棟数:1棟
     0279-75-3350  (0279-75-6505) 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 療養病棟入院基本料　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)

   3921,1040,7 草津こまくさ病院 〒377-1711 療養       114（療養入院）第128号       平成28年10月 1日
     吾医1040 吾妻郡草津町草津４６４－７０１ 病棟種別:療養
     0279-88-4321  (0279-88-7654) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分:入院基本料１
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4024,1019,5 医療法人　大和会　大〒376-0022 療養        40（療養入院）第53号        平成20年 8月 1日
     桐医1019 和病院 桐生市稲荷町２－９ 病棟種別:療養
     0277-45-1551  (0277-45-1552) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4124,1053,4 医療法人　社団　全仁〒376-0011 一般       119（療養入院）第120号       平成28年10月 1日
     桐医1053 会　高木病院 桐生市相生町５－７５４ 療養        48 病棟種別:療養
     0277-53-7711  (0277-54-0570) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4224,1054,2 日新病院 〒376-0001 療養        51（療養入院）第135号       平成28年10月 1日
     桐医1054 桐生市菱町３－２０６９－１ 一般 病棟種別:療養
     0277-30-3660  (0270-30-3661) 　　一般    39 病棟数:1棟
     病床数:51床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4325,1004,4 本島総合病院 〒373-0033 一般 （療養入院）第65号        平成28年10月 1日
     (25,1009,9) 太田市西本町３－８ 　　一般   283 病棟種別:療養
     太医1004 0276-22-7131  (0276-22-4682) 一般 病棟数:1棟
     　　一般     6 病床数:60床
     療養 区分:入院基本料２
     　　療養    60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 療養病棟入院基本料　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)

   4425,1020,0 医療法人　慶仁会　城〒373-0817 一般        86（療養入院）第40号        平成22年 5月 1日
     太医1020 山病院 太田市飯塚町１ 療養 病棟種別:療養
     0276-46-0311  (0276-48-0105) 　　療養    96 病床区分:療養
     療養 病棟数:1棟
     　　療養    48 病床数:48床
     区分:入院基本料１
     （療養入院）第147号       平成28年10月 1日
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4525,1021,8 医療法人　社団　松嶺〒373-0025 一般        51（療養入院）第41号        平成24年 7月 1日
     太医1021 会　冨士ヶ丘病院 太田市熊野町３８－８１ 療養        39 病棟種別:療養
     0276-22-1281  (0276-22-2616) 療養        97 病棟数:1棟
     病床数:39床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4625,1037,4 東毛敬愛病院 〒373-0024 一般         4（療養入院）第42号        平成18年12月 1日
     太医1037 太田市上小林町２３０－１ 療養        44 病棟種別:療養
     0276-26-1793  (0276-55-1400) 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4725,1069,7 医療法人財団明理会　〒373-8513 一般       212（療養入院）第124号       平成29年12月 1日
     (25,1017,2) イムス太田中央総合病太田市東今泉町８７５番地１ 療養       138 病棟種別:療養
     太医1069 院 0276-37-2378  (0276-37-1050) 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:83床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4827,1003,2 医療法人　社団　三思〒379-2311 一般       221（療養入院）第45号        平成28年10月 1日
     (27,1001,2) 会　東邦病院 みどり市笠懸町阿左美１１５５ 療養       222 病棟種別:療養
     新医1003 0277-76-6311  (0277-76-6763) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:入院基本料２（注１１に
     規定する届出）
     （療養入院）第136号       平成26年12月 1日
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:120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     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4927,1009,9 みどり病院 〒379-2313 療養        84（療養入院）第46号        平成18年 7月 1日
     新医1009 みどり市笠懸町鹿２６４６－２ 病棟種別:療養
     0277-76-1110  (0277-76-1116) 病棟数:2棟
     病床数:84床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5028,1002,2 希望の家療育病院 〒376-0101 一般       100（療養入院）第112号       平成18年 7月 1日
     (28,1001,0) みどり市大間々町大間々２２－４療養        40 病棟種別:療養
     山医1002 0277-73-2605  (0277-73-6462) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5128,1003,0 医療法人社団東郷会　〒376-0101 一般       168（療養入院）第47号        平成29年 7月 1日
     山医1003 恵愛堂病院 みどり市大間々町大間々５０４－療養       102 病棟種別:療養
     ６ 病棟数:1棟
     0277-73-2211  (0277-30-7712) 病床数:54床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5230,1007,7 医療法人　徹裕会　蜂〒370-0514 一般        26（療養入院）第133号       平成22年 5月 1日
     邑医1007 谷病院 邑楽郡大泉町朝日４－１１－１ 療養        48 病棟種別:療養
     0276-63-0888  (0276-62-8218) 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5330,1017,6 医療法人社団醫光会お〒370-0615 一般        39（療養入院）第138号       平成22年 6月 1日
     邑医1017 うら病院 邑楽郡邑楽町篠塚３２３３－１ 療養        41 病棟種別:療養
     0276-88-5678  (0276-88-5992) 病棟数:1棟
     病床数:41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     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    120,1005,2 松井田病院 〒379-0221 一般        54（結核入院）第136号       平成28年 5月 1日
     碓医1005 安中市松井田町新堀１３００－１療養        55 病棟種別:結核
     027-393-1301  (027-393-5421) 結核        10 病棟数:1棟
     病床数:10床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    270,1011,5 独立行政法人国立病院〒377-0280 一般 （結核入院）第167号       平成28年 3月26日
     渋医1044 機構　渋川医療センタ渋川市白井３８３番地 　　一般   400 病棟数:1棟
     ー 0279-23-1010  (0279-23-1011) 結核        46 病床数:50床
     一般（感染） 区分:７対１入院基本料
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 精神病棟入院基本料　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)

    101,1017,7 厩橋病院 〒371-0002 精神       320（精神入院）第140号       平成18年 4月 1日
     前医1017 前橋市江木町１２４１ 病棟種別:精神
     027-269-2530  (027-269-4169) 病棟数:2棟
     病床数:80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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1024,3 赤城病院 〒371-0002 精神       228（精神入院）第128号       平成18年 8月 1日
     前医1024 前橋市江木町１０７２ 病棟種別:精神
     027-269-5111  (027-269-5112) 病棟数:3棟
     病床数:175床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1037,5 医療法人　中沢会　上〒379-2152 一般        20（精神入院）第60号        平成19年 4月 1日
     (01,3018,9) 毛病院 前橋市下大島町５９６－１ 精神       314 病棟種別:精神
     前医1037 027-266-1482  (027-266-2800) 病棟数:2棟
     病床数:101床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402,1008,4 大島病院 〒372-0006 精神       200（精神入院）第163号       平成29年 8月 1日
     伊医1008 伊勢崎市太田町５０８－１ 療養        40 病棟種別:精神
     0270-25-2428  (0270-21-8298) 病棟数:2棟
     病床数:148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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    504,1013,0 医療法人　橘会　上之〒377-0055 精神 （精神入院）第155号       平成18年 4月 1日
     勢医1013 原病院 渋川市北橘町上南室１６７番地５　　一般    30 病棟種別:精神
     0279-52-2221  (0279-52-2205) 精神 病棟数:1棟
     　　療養    90 病床数:30床
     精神        50 区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    606,1008,5 医療法人　原病院 〒370-0127 精神       344（精神入院）第53号        平成21年12月 1日
     佐医1008 伊勢崎市境上武士８９８の１ 病棟種別:精神
     0270-74-0633  (0270-74-1988) 病棟数:2棟
     病床数:87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     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    710,1005,3 医療法人　山崎会　サ〒370-0857 一般       105（精神入院）第161号       平成28年 6月 1日
     (10,1003,4) ンピエール病院 高崎市上佐野町７８６－７ 精神       417 病棟種別:精神
     高医1005 027-347-1177  (027-347-2850) 病棟数:1棟
     病床数:54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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    811,1037,4 榛名病院 〒377-0008 精神       300（精神入院）第182号       平成24年 4月 1日
     (11,1008,1) 渋川市渋川３６５８－２０ 病棟種別:精神
     渋医1037 0279-22-1970  (0279-25-1132) 病棟数:2棟
     病床数:120床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:無
     看護補助加算:看護補助加算２
     看護職員夜間配置加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    913,1008,1 医療法人　大和会　西〒370-2455 精神        60（精神入院）第136号       平成26年 9月 1日
     (13,1003,8) 毛病院 富岡市神農原５５９－１ 精神       240 病棟種別:精神
     富医1008 0274-62-3156  (0274-64-3826) 精神        60 病棟数:1棟
     療養        50 病床数:60床
     療養       100 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1015,1005,2 群馬病院 〒370-3516 精神       461（精神入院）第135号       平成18年 4月 1日
     群医1005 高崎市稲荷台町１３６ 病棟種別:精神
     027-373-2251  (027-373-2745) 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２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1121,1014,2 中之条病院 〒377-0432 精神       223（精神入院）第178号       平成23年 8月 1日
     吾医1014 吾妻郡中之条町大字五反田３８９ 病棟種別:精神
     １ 病床区分:精神
     0279-75-3332  (0279-75-6504) 病棟数:3棟
     病床数:223床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1224,1008,8 医療法人　岸会　岸病〒376-0011 精神       286（精神入院）第138号       平成19年 5月 1日
     桐医1008 院 桐生市相生町２－２７７ 病棟種別:精神
     0277-54-8949  (0277-54-8956) 病棟数:2棟
     病床数:120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



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 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     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1325,1015,0 医療法人　赤城会　三〒373-0054 精神       217（精神入院）第151号       平成18年 4月 1日
     太医1015 枚橋病院 太田市長手町１７４４ 精神        16 病棟種別:精神
     0276-26-7511  (0276-26-7510) 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1425,1019,2 武蔵野病院 〒373-0806 精神       185（精神入院）第49号        平成18年 8月 1日
     太医1019 太田市龍舞町２９３ 病棟種別:精神
     0276-45-9221  (0276-45-9218) 病棟数:3棟
     病床数:185床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1550,1003,4 群馬県立精神医療セン〒379-2221 精神       248（精神入院）第35号        平成18年 4月 1日
     (50,1003,0) ター 伊勢崎市国定町二丁目２３７４ 精神        17 病棟種別:精神
     佐医1007 0270-62-3311  (0270-62-0088) 病棟数:3棟
     病床数:172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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1670,1001,6 国立大学法人群馬大学〒371-8511 一般       680（精神入院）第183号       平成27年 6月 1日
     (70,1001,2) 医学部附属病院 前橋市昭和町３－３９－１５ 一般（感染） 病棟種別:精神
     前医1002 027-220-7111  (027-220-7832)              2 病棟数:1棟
     結核         9 病床数:40床
     精神        40 区分:１３対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 専門病院入院基本料　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)

    150,1002,6 群馬県立がんセンター〒373-8550 一般       314（専門入院）第1号         平成28年 8月 1日
     (50,1005,5) 太田市高林西町６１７－１ 病棟種別:一般
     太医1001 0276-38-0771  (0276-38-0614) 病床区分:一般
     病棟数:6棟
     病床数:289床
     区分:１０対１入院基本料
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割未満）
     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 障害者施設等入院基本料　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)

    102,1027,4 公益財団法人　脳血管〒372-0006 一般        90（障害入院）第16号        平成20年 7月 1日
     伊医1027 研究所附属　美原記念伊勢崎市太田町３６６ 療養        99 病棟種別:一般
     病院 0270-24-3355  (0270-24-3359) 病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203,1012,4 医療法人　大誠会　内〒378-0005 一般        49（障害入院）第7号         平成20年11月 1日
     沼医1012 田病院 沼田市久屋原町３４５－１ 療養        50 病棟種別:一般
     0278-23-1231  (0278-24-5315) 病棟数:1棟
     病床数:37床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    304,1018,9 北関東循環器病院 〒377-0061 一般       120（障害入院）第23号        平成29年 9月 1日
     勢医1018 渋川市北橘町下箱田７４０ 病棟種別:一般
     027-232-7111  (027-233-9092) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    406,1004,4 鶴谷病院 〒370-0117 一般       228（障害入院）第10号        平成23年 9月 1日
     (06,1001,6) 伊勢崎市境百々４２１番地 一般         4 病棟種別:一般
     佐医1004 0270-74-0670  (0270-74-3775) 療養        88 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:138床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    506,1012,7 角田病院 〒370-1133 一般        77（障害入院）第17号        平成28年10月 1日
     佐医1012 佐波郡玉村町上新田６７５－４ 療養        48 病棟種別:一般
     0270-65-7171  (0270-65-9829) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:47床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    613,1020,6 公立　七日市病院 〒370-2343 一般       112（障害入院）第8号         平成18年 4月 1日
     富医1020 富岡市七日市６４３ 療養        57 病棟種別:一般
     0274-62-5100  (0274-62-5211) 病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    715,1004,5 群馬整肢療護園 〒370-3531 一般       116（障害入院）第4号         平成18年 4月 1日
     群医1004 高崎市足門町１４６－１ 病棟種別:一般
     027-373-2277  (027-373-2278) 病棟数:3棟
     病床数:116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 障害者施設等入院基本料　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)

    815,1006,0 重症心身障害児施設　〒370-3341 一般        51（障害入院）第5号         平成29年 4月 1日
     (15,1004,1) はんな・さわらび療育高崎市榛名山町２８－３０ 療養        56 病棟種別:一般
     群医1006 園 027-374-9221  (027-374-9159) 病棟数:1棟
     病床数:51床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    916,1003,5 群栄会　田中病院 〒370-3603 一般        43（障害入院）第20号        平成22年10月 1日
     (16,1005,6) 北群馬郡吉岡町大字陣場９８ 精神       396 病棟種別:一般
     北医1003 0279-54-2106  (0279-54-0247) 療養        55 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1018,1007,2 下仁田厚生病院 〒370-2601 一般 （障害入院）第11号        平成20年 6月 1日
     甘医1007 甘楽郡下仁田町大字下仁田４０９　　一般    94 病棟種別:一般
     0274-82-3555  (0274-82-5998) 療養 病床区分:一般
     　　療養    22 病棟数:1棟
     療養 病床数:46床
     　　療養    28 区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1120,1005,2 松井田病院 〒379-0221 一般        54（障害入院）第14号        平成28年 5月 1日
     碓医1005 安中市松井田町新堀１３００－１療養        55 病棟種別:一般
     027-393-1301  (027-393-5421) 結核        10 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1224,1009,6 両毛整肢療護園 〒376-0013 一般        60（障害入院）第19号        平成22年 9月 1日
     桐医1009 桐生市広沢町１－２６４８－１ 病棟種別:一般
     0277-54-1182  (0277-53-7003) 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
     一般病棟看護必要度評価加算:
     無
     看護配置加算:無
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1328,1002,2 希望の家療育病院 〒376-0101 一般       100（障害入院）第1号         平成20年10月 1日
     (28,1001,0) みどり市大間々町大間々２２－４療養        40 病棟種別:一般
     山医1002 0277-73-2605  (0277-73-6462) 病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:１０対１入院基本料
     看護配置加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 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     37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1470,1011,5 独立行政法人国立病院〒377-0280 一般 （障害入院）第22号        平成28年 3月26日
     渋医1044 機構　渋川医療センタ渋川市白井３８３番地 　　一般   400 病棟種別:一般
     ー 0279-23-1010  (0279-23-1011) 結核        46 病床区分:一般
     一般（感染） 病棟数:2棟
                  4 病床数:100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     38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,0174,7 滝澤整形外科医院 〒371-0047 一般         8（診入院）第220号         平成22年 4月 1日
     前医174 前橋市関根町二丁目１０番地１ 病棟種別:一般
     027-232-6502  (027-235-0458) 病床区分:一般
     病床数:8床
     区分:入院基本料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,0404,8 かめい眼科 〒371-0016 一般         6（診入院）第224号         平成22年 4月 1日
     前医404 前橋市城東町１－３１－９ 病棟種別:一般
     027-260-1200  (027-260-1202) 病床区分:一般
     病床数:6床
     区分:入院基本料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1032,6 医療法人　新井胃腸科〒371-0034 一般        19（診入院）第225号         平成22年 4月 1日
     前医1032 診療所 前橋市昭和町１－１６－１０ 病棟種別:一般
     027-231-2083  (027-231-2092) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1034,2 前橋広瀬川クリニック〒371-0022 一般        19（診入院）第340号         平成26年 4月 1日
     前医1034 前橋市千代田町二丁目１０番９号 病床区分:一般
     027-231-4101  (027-231-4112) 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     39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    501,1053,2 医療法人　社団　加藤〒371-0014 一般        13（診入院）第338号         平成26年 4月 1日
     前医1053 外科内科医院 前橋市朝日町１－１３－１２ 療養         1 病床区分:一般
     027-243-5169  (027-223-3149) 療養         5 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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,1070,6 医療法人　神岡産婦人〒371-0841 一般        18（診入院）第353号         平成26年 4月 1日
     前医1070 科医院 前橋市石倉町５－２２－１ 病床区分:一般
     027-253-4152  (027-253-4170) 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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,1077,1 医療法人　金古医院 〒371-0017 一般        16（診入院）第350号         平成26年 4月 1日
     前医1077 前橋市日吉町３－２６－６ 病床区分:一般
     027-233-1131  (027-234-0558) 病床数:16床
     区分:入院基本料２
     加減算区分:医師配置加算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     40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    801,1112,6 宮久保眼科 〒371-0044 一般         6（診入院）第334号         平成26年 6月 1日
     前医1112 前橋市荒牧町二丁目３番地１５ 病床区分:一般
     027-234-3511  (027-235-0798) 病床数:6床
     区分:入院基本料５
     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:無
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1127,4 西片貝クリニック 〒371-0013 一般        19（診入院）第337号         平成26年 4月 1日
     前医1127 前橋市西片貝町３－２９２ 病棟種別:一般
     027-223-6533  (027-223-6551) 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:無
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,1137,3 中嶋医院 〒379-2121 一般        11（診入院）第355号         平成26年 4月 1日
     前医1137 前橋市小屋原町９７６－１ 療養         8 病床区分:一般
     027-266-1601  (027-266-6183) 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
     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     41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1101,1139,9 さるきクリニック 〒370-3573 一般         6（診入院）第363号         平成26年 4月 1日
     前医1139 前橋市青梨子町１７８ 病床区分:一般
     027-210-7171  (027-210-7115) 病床数:6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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,1167,0 医療法人社団三矢会　〒371-0046 一般        19（診入院）第366号         平成27年 4月 1日
     前医1167 上毛大橋クリニック 前橋市川原町一丁目４９番地６ 病床区分:一般
     027-237-2800  (027-210-3611) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,1184,5 星医院 〒379-2131 一般        19（診入院）第336号         平成26年 4月 1日
     前医1184 前橋市西善町２０４番地１ 病棟種別:一般
     027-266-8600  (027-266-8601) 病床数:19床
     区分:入院基本料３
     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     42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1401,1210,8 しらかわ診療所 〒371-0051 一般        19（診入院）第380号         平成26年 4月 1日
     前医1210 前橋市上細井町２０６８番地１ 病床区分:一般
     027-260-1116  (027-233-6300) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,1221,5 マザーズクリニック　〒379-2121 一般        15（診入院）第382号         平成27年 8月 1日
     前医1221 ＴＡＭＵＲＡ 前橋市小屋原町５８４－１ 病床区分:一般
     027-266-8803  (027-266-8839) 病床数:15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
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,1240,5 うしいけホームクリニ〒371-0846 一般        19（診入院）第384号         平成29年12月 1日
     前医1240 ック 前橋市元総社町１７７０番地４ 病床数:19床
     027-289-0841  (027-289-0842) 区分:入院基本料２
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,1252,0 山本整形外科医院 〒371-0013 一般         6（診入院）第385号         平成29年12月 1日
     前医1252 前橋市西片貝町一丁目２００番地 病床数:6床
     027-232-3069  (027-232-3069) 区分:入院基本料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 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)

   1802,0118,2 金本肛門科医院 〒372-0015 一般        13（診入院）第378号         平成26年 4月 1日
     伊医118 伊勢崎市鹿島町５４７ 病床区分:一般
     0270-21-5522  (0270-21-5520) 病床数:13床
     区分:入院基本料２
     栄養管理実施加算:無
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1902,0128,1 渡辺内科クリニック 〒372-0818 一般        19（診入院）第345号         平成29年 9月 1日
     伊医128 伊勢崎市連取元町２３番地２ 病床区分:一般
     0270-21-9777  (0270-21-9780) 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
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2002,0152,1 髙野眼科 〒372-0842 一般         2（診入院）第234号         平成22年 4月 1日
     伊医152 伊勢崎市馬見塚町字植竹１１５８ 病棟種別:一般
     －１ 病床区分:一般
     0270-31-1311  (0270-31-1818) 病床数:2床
     区分:入院基本料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2102,0155,4 セントラルクリニック〒372-0023 一般         8（診入院）第246号         平成22年 4月 1日
     伊医155 伊勢崎 伊勢崎市粕川町１０５０－１ 病棟種別:一般
     0270-30-8113  (0270-30-8116) 病床区分:一般
     病床数:8床
     区分:入院基本料６
     夜間の緊急体制:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 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)

   2202,1039,9 新生産婦人科医院 〒372-0034 一般        17（診入院）第365号         平成26年 4月 1日
     伊医1039 伊勢崎市茂呂町２丁目２８７８－ 病床区分:一般
     １ 病床数:17床
     0270-23-1333  (0270-23-1604) 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２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2302,1045,6 医療法人　望真会　古〒372-0022 一般        13（診入院）第256号         平成22年 4月 1日
     伊医1045 作クリニック 伊勢崎市日乃出町１３５１－８ 病棟種別:一般
     0270-25-3000  (0270-25-3001) 病床区分:一般
     病床数:13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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2402,1054,8 フクイ産婦人科クリニ〒372-0024 一般        19（診入院）第357号         平成26年 4月 1日
     伊医1054 ック 伊勢崎市下植木町５５３－３ 病床区分:一般
     0270-24-7211  (0270-26-2469) 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
     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     45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2502,1061,3 アベ眼科医院 〒372-0013 一般         4（診入院）第333号         平成25年 5月 1日
     伊医1061 伊勢崎市上植木本町２５１８－２ 病棟種別:一般
     0270-25-9018  病床数:4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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2602,1066,2 あかつきウィメンズク〒372-0817 一般        19（診入院）第383号         平成30年 1月 1日
     伊医1066 リニック 伊勢崎市連取本町２０－９ 病棟種別:一般
     0270-21-7000  (0270-21-5010) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2703,1007,4 医療法人　社団　日高〒378-0031 一般        19（診入院）第375号         平成26年 4月 1日
     沼医1007 会　白根クリニック 沼田市薄根町３３００－１ 病床区分:一般
     0278-24-1701  (0278-24-1709) 病床数:19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
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2803,1010,8 医療法人　久保産婦人〒378-0056 一般        11（診入院）第316号         平成22年 4月 1日
     沼医1010 科医院 沼田市高橋場町２０３１－４ 病棟種別:一般
     0278-23-1360  (0278-24-1466) 病床区分:一般
     病床数:11床
     区分:入院基本料４
     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



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 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)

   2903,1019,9 医療法人　順愛会　角〒378-0051 一般        19（診入院）第343号         平成26年 4月 1日
     沼医1019 田外科医院 沼田市上原町１５５５－３ 病床区分:一般
     0278-22-4936  (0278-22-1516) 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２
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3004,0046,1 下山内科医院 〒376-0121 一般         7（診入院）第349号         平成26年 4月 1日
     勢医46 桐生市新里町新川３９８７ 療養        12 病床区分:一般
     0277-74-3322  (0277-74-3321) 病床数:7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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3104,1014,8 小沢医院 〒371-0221 一般        14（診入院）第377号         平成28年 4月 1日
     勢医1015 前橋市樋越町１５－１ 病床区分:一般
     027-283-2009  (027-283-3996) 病床数:14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
     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)

   3206,0058,1 髙柳整形外科歯科クリ〒379-2206 一般        19（診入院）第373号         平成26年 4月 1日
     (06,0040,5) ニック 伊勢崎市香林町二丁目８６３番地 病床区分:一般
     佐医58 の２ 病床数:19床
     0270-20-8866  (0270-63-6868) 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
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3306,1025,9 医療法人　社団　真正〒370-1128 一般         5（診入院）第264号         平成22年 4月 1日
     佐医1025 会　南部眼科 佐波郡玉村町大字後箇２１６－１ 病棟種別:一般
     0270-64-5557  (0270-64-6333) 病床区分:一般
     病床数:5床
     区分:入院基本料５
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3406,1028,3 宇津木医院 〒370-1101 一般         3（診入院）第265号         平成22年 4月 1日
     佐医1028 佐波郡玉村町大字藤川１９８－２ 病棟種別:一般
     0270-64-7878  (0270-64-8577) 病床区分:一般
     病床数:3床
     区分:入院基本料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3510,1022,8 田村産婦人科 〒370-0815 一般        19（診入院）第360号         平成26年 4月 1日
     高医1022 高崎市柳川町６３ 病床区分:一般
     027-323-8496  (027-323-8818) 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: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
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3610,1038,4 医療法人　石澤医院 〒370-0068 一般         5（診入院）第271号         平成22年 4月 1日
     高医1038 高崎市昭和町２ 病棟種別:一般
     027-327-1911  (027-327-1912) 病床区分:一般
     病床数:5床
     区分:入院基本料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 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)

   3710,1054,1 小野垣医院 〒370-0852 一般         3（診入院）第272号         平成22年 4月 1日
     高医1054 高崎市中居町３－３９－２ 病棟種別:一般
     027-352-2233  (027-353-3738) 病床区分:一般
     病床数:8床
     区分:入院基本料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3810,1069,9 高山眼科緑町医院 〒370-0073 一般         9（診入院）第273号         平成22年 4月 1日
     高医1069 高崎市緑町１－５－３ 病棟種別:一般
     027-361-6888  (027-364-4457) 病床区分:一般
     病床数:9床
     区分:入院基本料４
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3910,1070,7 松原医院 〒370-0018 一般        19（診入院）第274号         平成23年 9月 1日
     高医1070 高崎市新保町１５８５－１ 病床数:19床
     027-353-4103  (027-353-3240) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4010,1075,6 独立行政法人　国立重〒370-0865 一般        13（診入院）第275号         平成22年 4月 1日
     (10,1026,5) 度知的障害者総合施設高崎市寺尾町２１２０－２ 病棟種別:一般
     高医1075 のぞみの園診療所 027-325-1501  (027-321-6974) 病床区分:一般
     病床数:13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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4110,1076,4 清水内科 〒370-0069 一般        19（診入院）第362号         平成26年 4月 1日
     高医1076 高崎市飯塚町７０３ 病床区分:一般
     027-362-2838  (027-363-7848) 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
     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     49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4210,1083,0 セントラルレディース〒370-0045 一般        17（診入院）第367号         平成26年 4月 1日
     高医1083 クリニック 高崎市東町８０－７ 病床区分:一般
     0273-26-7711  (0273-28-3643) 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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4310,1086,3 一般財団法人榛名荘　〒370-0871 一般        19（診入院）第279号         平成26年 4月 1日
     高医1086 榛名荘病院附属高崎診高崎市上豊岡町８２７－１ 病床区分:一般
     療所はるな脳外科 027-343-2220  (027-343-1197) 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:無
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4410,1095,4 真中記念クリニック 〒370-0036 一般        19（診入院）第344号         平成26年 4月 1日
     高医1095 高崎市南大類町８８６－１ 病床区分:一般
     027-352-7211  (027-352-7655) 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     50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4510,1226,5 斎川産婦人科医院 〒370-0044 一般        10（診入院）第386号         平成30年 1月 1日
     高医1226 高崎市岩押町３１－１０ 病棟種別:一般
     027-327-0462  (027-327-0466) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4611,0061,5 有馬クリニック 〒377-0005 一般         8（診入院）第342号         平成27年 1月 1日
     渋医61 渋川市有馬字前田１１９１－３ 病床区分:一般
     0279-24-8818  (0279-24-8879) 病床数:8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２
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4711,1024,2 医療法人　社団　悠育〒377-0007 一般        19（診入院）第352号         平成26年 4月 1日
     渋医1024 会　クリニックオガワ渋川市石原１１３ 病床区分:一般
     0279-22-1377  (0279-22-1385) 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     51

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4813,1031,3 小泉医院 〒370-2316 一般         9（診入院）第335号         平成25年 8月 1日
     富医1031 富岡市富岡８９１ 病棟種別:一般
     0274-62-0039  (0274-62-0010) 病床数:9床
     区分:入院基本料６
     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: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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4915,0054,1 佐藤医院 〒370-3102 一般         6（診入院）第284号         平成22年 4月 1日
     群医54 高崎市箕郷町生原１０８１－５ 病棟種別:一般
     027-371-7577  (027-371-7576) 病床区分:一般
     病床数:6床
     区分:入院基本料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5015,1015,1 狩野外科医院 〒370-3511 一般        12（診入院）第287号         平成28年 4月 1日
     群医1015 高崎市金古町２３０ 病棟種別:一般
     027-373-1310  (027-373-2105) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料２
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5115,1026,8 いしもとレディスクリ〒370-3524 一般        14（診入院）第347号         平成26年 4月 1日
     群医1026 ニック 高崎市中泉町６０８番地２ 病床区分:一般
     027-372-4188  (027-372-4199) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 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)

   5215,1031,8 北川眼科クリニック 〒370-3524 一般         5（診入院）第285号         平成22年 4月 1日
     群医1031 高崎市中泉町６０３番２ 病棟種別:一般
     027-372-1818  (027-372-3288) 病床区分:一般
     病床数:5床
     区分:入院基本料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5315,1032,6 みさと診療所 〒370-3104 一般        19（診入院）第356号         平成27年 4月 1日
     群医1032 高崎市箕郷町上芝６２８－１ 病床区分:一般
     027-350-6080  (027-350-6082) 病床数:19床
     区分:入院基本料１
     栄養管理実施加算: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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5416,0034,1 まつい女性クリニック〒370-3602 一般         2（診入院）第288号         平成22年 4月 1日
     北医34 北群馬郡吉岡町大久保７５１－４ 病棟種別:一般
     0279-30-6510  (0279-30-6511) 病床区分:一般
     病床数:2床
     区分:入院基本料６
     夜間の緊急体制:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5517,0056,2 田中眼科医院 〒370-1301 一般         8（診入院）第289号         平成22年 4月 1日
     多医56 高崎市新町７８ 病棟種別:一般
     0274-42-5578  (0274-42-8655) 病床区分:一般
     病床数:8床
     区分:入院基本料６
     夜間の緊急体制:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5617,1017,3 医療法人　吉井中央診〒370-2132 一般        19（診入院）第351号         平成26年 4月 1日
     多医1017 療所 高崎市吉井町吉井４１５－１ 病床区分:一般
     027-387-5889  (027-387-5889) 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２
     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     53

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5721,1026,6 医療法人　けんもち医〒377-0423 一般        19（診入院）第248号         平成22年 4月 1日
     吾医1026 院 吾妻郡中之条町大字伊勢町８３７ 病棟種別:一般
     －１ 病床区分:一般
     0279-75-5155  (0279-75-1097) 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
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5821,1036,5 医療法人　東瞭会　櫻〒377-1304 一般        19（診入院）第292号         平成22年 4月 1日
     吾医1036 井医院 吾妻郡長野原町大字長野原１５８ 病棟種別:一般
     ５番地１ 病床区分:一般
     0279-82-3999  (0279-82-3997) 病床数:19床
     区分:入院基本料４
     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１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5924,1022,9 医療法人　宏愛会　篠〒376-0011 一般        19（診入院）第364号         平成28年 6月 1日
     桐医1022 原クリニック 桐生市相生町３－１７４－２２ 病床区分:一般
     0277-52-6750  (0277-52-6754) 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:無
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6024,1023,7 医療法人　重寿会　く〒376-0035 一般         7（診入院）第296号         平成29年 9月 1日
     桐医1023 りはら医院 桐生市仲町１－８－６ 病棟種別:一般
     0277-44-3395  (0277-44-3372) 病床区分:一般
     病床数:7床
     区分:入院基本料５
     夜間の緊急体制: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)

   6124,1034,4 たかのす診療所 〒376-0041 一般        15（診入院）第376号         平成26年 4月 1日
     (24,1012,6) 桐生市川内町２－２８９－１ 病棟種別:一般
     桐医1034 0277-65-9229  (0277-65-9665) 病床数:15床
     区分:入院基本料１
     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
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6224,1065,8 医療法人山口会　山口〒376-0013 一般        19（診入院）第358号         平成26年 4月 1日
     桐医1065 クリニック 桐生市広沢町六丁目３５５ 病床区分:一般
     0277-54-4153  (0277-54-5418) 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２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6325,1030,9 山口外科医院 〒373-0033 一般        19（診入院）第369号         平成28年11月 1日
     太医1030 太田市西本町５７－３３ 病床区分:一般
     0276-31-3561  (0276-31-3540) 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
     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     55

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6425,1049,9 伊藤産婦人科 〒373-0851 一般        13（診入院）第374号         平成26年 4月 1日
     太医1049 太田市飯田町９６０ 病床区分:一般
     0276-45-2330  (0276-48-1086) 病床数:13床
     区分:入院基本料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１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6525,1058,0 藤井レディースクリニ〒373-0816 一般        18（診入院）第319号         平成22年 4月 1日
     太医1058 ック 太田市東矢島町１１８４番地１ 病棟種別:一般
     0276-60-3111  (0276-60-3112) 病床区分:一般
     病床数:18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２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6625,1067,1 医療法人社団岩崎会岩〒373-0852 一般        13（診入院）第379号         平成26年 4月 1日
     太医1067 崎医院 太田市新井町２０６番地 病床区分:一般
     0276-45-5818  (0276-45-8018) 病床数:13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
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6725,1074,7 太田協立診療所 〒373-0808 一般        19（診入院）第346号         平成28年 4月 1日
     太医1074 太田市石原町９２７ 病床区分:一般
     0276-45-4911  (0276-48-5288) 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
     在宅復帰機能強化加算:加算
     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     56

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6826,1016,6 医療法人　朋友会　岡〒374-0063 一般         2（診入院）第305号         平成26年 4月 1日
     館医1016 田整形外科クリニック館林市朝日町６－１８ 病棟種別:一般
     0276-72-3163  (0276-75-3667) 病床区分:一般
     病床数:2床
     区分:入院基本料５
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6926,1034,9 医療法人社団真中医院〒374-0024 一般        13（診入院）第307号         平成22年 4月 1日
     館医1034 館林市本町三丁目４番５号 病棟種別:一般
     0276-72-1630  (0276-73-6332) 病床区分:一般
     病床数:13床
     区分:入院基本料４
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7028,0026,2 青木眼科 〒376-0101 一般         6（診入院）第309号         平成22年 4月 1日
     山医26 みどり市大間々町大間々２９－１ 病棟種別:一般
     0277-72-7070  (0277-30-7277) 病床区分:一般
     病床数:6床
     区分:入院基本料６
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 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     57

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1053,2 医療法人　社団　加藤〒371-0014 一般        13（診療養入院）第5号       平成26年 4月 1日
     前医1053 外科内科医院 前橋市朝日町１－１３－１２ 療養         1 病床区分:療養
     027-243-5169  (027-223-3149) 療養         5 病棟数:1棟
     病床数:1床
     区分:入院基本料Ｅ
     栄養管理体制:加算あり
     看取り加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1137,3 中嶋医院 〒379-2121 一般        11（診療養入院）第3号       平成26年 4月 1日
     前医1137 前橋市小屋原町９７６－１ 療養         8 病棟種別:療養
     027-266-1601  (027-266-6183) 病棟数:1棟
     病床数:8床
     区分:８割以上
     栄養管理体制:加算あり
     看取り加算:有
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    304,0046,1 下山内科医院 〒376-0121 一般         7（診療養入院）第6号       平成22年 4月 1日
     勢医46 桐生市新里町新川３９８７ 療養        12 病床区分:療養
     0277-74-3322  (0277-74-3321) 病床数:12床
     区分:入院基本料
     救急・在宅等支援療養病床初期
     加算:有
     非常勤の管理栄養士の有無:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    413,1027,1 医療法人民善会　細谷〒370-2316 療養        19（診療養入院）第20号      平成27年 5月 1日
     富医1027 クリニック 富岡市富岡１３７５ 病床区分:療養
     0274-62-4321  (0274-62-4323) 病床数:19床
     区分:８割未満
     栄養管理実施加算: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     58

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1017,7 厩橋病院 〒371-0002 精神       320（看補）第5号             平成23年10月 1日
     前医1017 前橋市江木町１２４１ 病棟種別:精神
     027-269-2530  (027-269-4169) 病棟数:4
     病床数:221
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1024,3 赤城病院 〒371-0002 精神       228（看補）第6号             平成18年 4月 1日
     前医1024 前橋市江木町１０７２ 病棟種別:精神
     027-269-5111  (027-269-5112) 病棟数:4
     病床数:175
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1037,5 医療法人　中沢会　上〒379-2152 一般        20（看補）第148号           平成18年 4月 1日
     (01,3018,9) 毛病院 前橋市下大島町５９６－１ 精神       314 病棟種別:一般
     前医1037 027-266-1482  (027-266-2800) 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:20
     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:2
     病床数:101
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1051,6 医療法人　積心会　富〒371-0014 一般        48（看補）第160号           平成18年 7月 1日
     前医1051 沢病院 前橋市朝日町４－１７－１ 療養        32 病棟種別:一般
     027-224-3955  (027-224-3902) 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:48
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,1067,2 医療法人　社団　敬寿〒379-2161 一般        60（看補）第12号            平成18年 4月 1日
     前医1067 会　前橋城南病院 前橋市富田町１１７２－１ 療養       101 病棟種別:一般
     027-268-4111  (027-268-4114) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 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     59

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    601,1084,7 上武呼吸器科内科病院〒371-0048 一般        60（看補）第13号            平成29年 5月 1日
     前医1084 前橋市田口町５８６－１ 療養        60 病棟種別:一般
     027-232-5000  (027-232-5002) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,1132,4 医療法人　相生会　わ〒371-0843 一般        66（看補）第15号            平成18年 4月 1日
     前医1132 かば病院 前橋市新前橋町３－３ 療養        42 病棟種別:一般
     027-255-5252  (027-255-5353) 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１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,1140,7 医療法人　前橋北病院〒371-0054 一般        40（看補）第3号             平成18年 4月 1日
     前医1140 前橋市下細井町６９２ 病棟種別:一般
     027-235-3333  (027-235-0210) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,1202,5 山王リハビリテーショ〒379-2123 一般        50（看補）第182号           平成28年 3月 1日
     前医1202 ン病院 前橋市山王町１３３番地 病棟種別:一般
     027-266-8622  (027-266-8623) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,1209,0 群馬ペインクリニック〒379-2147 一般        50（看補）第184号           平成26年 4月 1日
     前医1209 病院 前橋市亀里町３５９ 病棟種別:一般
     027-265-0999  (027-265-1516) 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:50
     基本料区分:一般入院
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,1233,0 東前橋整形外科病院 〒379-2104 一般        60（看補）第187号           平成29年 8月 1日
     前医1233 前橋市西大室町１３０２番地２ 病棟種別:一般
     027-226-5201  (027-226-5234) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 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     60

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1202,1008,4 大島病院 〒372-0006 精神       200（看補）第16号            平成24年 6月 1日
     伊医1008 伊勢崎市太田町５０８－１ 療養        40 病棟種別:精神
     0270-25-2428  (0270-21-8298) 病棟数:2
     病床数:148
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1302,1092,8 伊勢崎福島病院 〒372-0015 一般 （看補）第183号           平成26年 8月 1日
     (02,3000,5) 伊勢崎市鹿島町５５６－２ 　　一般   137 病棟種別:一般
     伊医1092 0270-24-3456  (0270-26-3276) 療養 病床区分:一般
     　　療養    95 病棟数:3
     病床数:137
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1404,1013,0 医療法人　橘会　上之〒377-0055 精神 （看補）第23号            平成18年 4月 1日
     勢医1013 原病院 渋川市北橘町上南室１６７番地５　　一般    30 病棟種別:精神
     0279-52-2221  (0279-52-2205) 精神 病棟数:1
     　　療養    90 病床数:30
     精神        50 基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1506,1008,5 医療法人　原病院 〒370-0127 精神       344（看補）第178号           平成23年 6月 1日
     佐医1008 伊勢崎市境上武士８９８の１ 病棟種別:精神
     0270-74-0633  (0270-74-1988) 病床区分:特例
     病棟数:2
     病床数:87
     基本料区分:精神入院
     看護配置加算:無
     看護補助加算:看護補助加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1606,1020,0 せせらぎ病院 〒379-2211 一般        49（看補）第132号           平成24年 3月 1日
     佐医1020 伊勢崎市市場町１丁目１３９９ 病棟種別:一般
     0270-63-6363  (0270-63-6364) 病棟数:1
     病床数:49
     基本料区分:一般入院
     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     61

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1710,1005,3 医療法人　山崎会　サ〒370-0857 一般       105（看補）第31号            平成28年 6月 1日
     (10,1003,4) ンピエール病院 高崎市上佐野町７８６－７ 精神       417 病棟種別:一般
     高医1005 027-347-1177  (027-347-2850) 病棟数:1
     病床数:57
     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: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１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1810,1010,3 希望館病院 〒370-0046 一般        46（看補）第33号            平成29年 5月 1日
     高医1010 高崎市江木町１１２０ 療養        84 病棟種別:一般
     027-322-4067  (027-322-7758) 病床区分:一般
     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
     夜間75対１看護補助加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1910,1026,9 医療法人　十薬会　上〒370-0031 一般        25（看補）第40号            平成18年 4月 1日
     高医1026 大類病院 高崎市上大類町７５９ 病棟種別:一般
     027-352-1019  (027-352-8995) 病棟数:1
     病床数:25
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2010,1027,7 昭和病院 〒370-1207 一般        94（看補）第41号            平成18年 4月 1日
     (10,1009,1) 高崎市綿貫町字堀米前１３４１ 療養        46 病棟種別:一般
     高医1027 027-347-1171  (027-347-1172) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2110,1082,2 群馬循環器病院 〒370-0001 一般        49（看補）第188号           平成29年 7月 1日
     高医1082 高崎市中尾町１２３０ 療養        50 病棟種別:一般
     027-361-7200  (027-362-9799) 病棟数:1
     病床数:49
     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     62

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2211,1013,5 医療法人　恒和会　関〒377-0008 一般        59（看補）第49号            平成18年 4月 1日
     渋医1013 口病院 渋川市渋川１６９３－１２ 一般        26 病棟種別:一般
     0279-22-2378  (0279-23-1365) 病棟数:2
     病床数:117
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2311,1037,4 榛名病院 〒377-0008 精神       300（看補）第180号           平成24年 4月 1日
     (11,1008,1) 渋川市渋川３６５８－２０ 病棟種別:精神
     渋医1037 0279-22-1970  (0279-25-1132) 病棟数:2
     病床数:120
     基本料区分:精神入院
     看護配置加算:無
     看護補助加算:看護補助加算２
     看護職員夜間配置加算:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2412,1010,9 光病院 〒375-0023 一般        80（看補）第52号            平成18年 4月 1日
     (12,1013,9) 藤岡市本郷１０４５ 病棟種別:一般
     藤医1010 0274-24-1234  (0274-23-1233) 病棟数:2
     病床数:80
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2513,1008,1 医療法人　大和会　西〒370-2455 精神        60（看補）第54号            平成19年 5月 1日
     (13,1003,8) 毛病院 富岡市神農原５５９－１ 精神       240 病棟種別:精神
     富医1008 0274-62-3156  (0274-64-3826) 精神        60 病棟数:1
     療養        50 病床数:60
     療養       100 基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2614,1009,7 正田病院 〒379-0116 一般        43（看補）第140号           平成18年 4月 1日
     安医1009 安中市安中１－１６－３２ 病棟種別:一般
     027-382-1123  (027-382-5316) 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:43
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2715,1005,2 群馬病院 〒370-3516 精神       461（看補）第63号            平成18年 4月 1日
     群医1005 高崎市稲荷台町１３６ 病棟種別:精神
     027-373-2251  (027-373-2745) 病棟数:1
     病床数:60
     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     63

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2816,1003,5 群栄会　田中病院 〒370-3603 一般        43（看補）第173号           平成22年 3月 1日
     (16,1005,6) 北群馬郡吉岡町大字陣場９８ 精神       396 病棟種別:精神
     北医1003 0279-54-2106  (0279-54-0247) 療養        55 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:42
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2917,1026,4 医療法人　社団　日高〒370-2104 一般       104（看補）第139号           平成18年 4月 1日
     多医1026 会　日高リハビリテー高崎市吉井町馬庭２２０４ 病棟種別:一般
     ション病院 027-388-2005  (027-388-2007) 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:44
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3021,1014,2 中之条病院 〒377-0432 精神       223（看補）第186号           平成28年 5月 1日
     吾医1014 吾妻郡中之条町大字五反田３８９ 病棟種別:精神
     １ 病棟数:3
     0279-75-3332  (0279-75-6504) 病床数:223
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3121,1035,7 田島病院 〒377-0424 一般        24（看補）第71号            平成18年 4月 1日
     吾医1035 吾妻郡中之条町中之条町１７８２療養        46 病棟種別:一般
     番地 病棟数:1
     0279-75-3350  (0279-75-6505) 病床数:25
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3221,1039,9 長生病院 〒377-1304 一般        39（看補）第162号           平成21年 2月 1日
     吾医1039 吾妻郡長野原町大字長野原７１ 病棟種別:一般
     0279-82-2188  (0279-82-3854) 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:39
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3324,1008,8 医療法人　岸会　岸病〒376-0011 精神       286（看補）第79号            平成22年 9月 1日
     桐医1008 院 桐生市相生町２－２７７ 病棟種別:精神
     0277-54-8949  (0277-54-8956) 病棟数:2
     病床数:103
     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     64

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3424,1009,6 両毛整肢療護園 〒376-0013 一般        60（看補）第176号           平成22年 9月 1日
     桐医1009 桐生市広沢町１－２６４８－１ 病棟種別:一般
     0277-54-1182  (0277-53-7003) 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:障害入院
     看護配置加算:無
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3524,1018,7 医療法人　岩下会　岩〒376-0031 一般        48（看補）第81号            平成27年12月 1日
     桐医1018 下病院 桐生市本町４－３２０ 病棟種別:一般
     0277-22-0151  (0277-40-1186) 病棟数:1
     病床数:20
     基本料区分:一般入院
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3624,1049,2 桐生整形外科病院 〒376-0014 一般        38（看補）第174号           平成24年 9月 1日
     桐医1049 桐生市広沢町間ノ島２８４－１ 病棟種別:一般
     0277-40-2600  (0277-40-2602) 病床区分:一般
     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２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3724,1054,2 日新病院 〒376-0001 療養        51（看補）第153号           平成18年 4月 1日
     桐医1054 桐生市菱町３－２０６９－１ 一般 病棟種別:一般
     0277-30-3660  (0270-30-3661) 　　一般    39 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:39
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3825,1015,0 医療法人　赤城会　三〒373-0054 精神       217（看補）第133号           平成18年 4月 1日
     太医1015 枚橋病院 太田市長手町１７４４ 精神        16 病棟種別:精神
     0276-26-7511  (0276-26-7510) 病棟数:1
     病床数:42
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3925,1019,2 武蔵野病院 〒373-0806 精神       185（看補）第86号            平成18年 4月 1日
     太医1019 太田市龍舞町２９３ 病棟種別:精神
     0276-45-9221  (0276-45-9218) 病棟数:3
     病床数:185
     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）
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[                   現在        作成         頁
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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)

   4025,1021,8 医療法人　社団　松嶺〒373-0025 一般        51（看補）第88号            平成18年 4月 1日
     太医1021 会　冨士ヶ丘病院 太田市熊野町３８－８１ 療養        39 病棟種別:一般
     0276-22-1281  (0276-22-2616) 療養        97 病棟数:1
     病床数:51
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4126,1009,1 つつじメンタルホスピ〒374-0037 精神       172（看補）第157号           平成19年 7月 1日
     館医1009 タル 館林市小桑原町１５０５ 病棟種別:精神
     0276-80-2111  (0276-80-2113) 病棟数:3
     病床数:172
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4226,1013,3 医療法人　社団　田口〒374-0044 一般        46（看補）第90号            平成18年 4月 1日
     館医1013 会　新橋病院 館林市下三林町４５２ 療養        88 病棟種別:一般
     0276-75-3011  (0276-75-3020) 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２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4330,1007,7 医療法人　徹裕会　蜂〒370-0514 一般        26（看補）第97号            平成18年 4月 1日
     邑医1007 谷病院 邑楽郡大泉町朝日４－１１－１ 療養        48 病棟種別:一般
     0276-63-0888  (0276-62-8218) 病棟数:1
     病床数:26
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4450,1003,4 群馬県立精神医療セン〒379-2221 精神       248（看補）第181号           平成24年 9月 1日
     (50,1003,0) ター 伊勢崎市国定町二丁目２３７４ 精神        17 病棟種別:精神
     佐医1007 0270-62-3311  (0270-62-0088) 病棟数:3
     病床数:172
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4570,1001,6 国立大学法人群馬大学〒371-8511 一般       680（看補）第99号            平成27年 8月 1日
     (70,1001,2) 医学部附属病院 前橋市昭和町３－３９－１５ 一般（感染） 病棟種別:精神
     前医1002 027-220-7111  (027-220-7832)              2 病棟数:1
     結核         9 病床数:40
     精神        40 基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


