
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 救命救急入院料１　医科］ 平成30年 3月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 （救１）第4号             平成25年 5月 1日
     (01,1001,7) 前橋市朝日町３－２１－３６ 　　一般   570 加減算区分:加算あり
     前医1001 027-224-4585  (027-243-3380) 一般 当該治療室の病床数：24床
     　　一般    16 １床当たりの床面積：10.5㎡
     一般（感染） 救命救急センターに係る事項：
     　　感染     6 高度救命救急センターである
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    270,1002,4 独立行政法人国立病院〒370-0829 一般       445（救１）第3号             平成25年 4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） 当該治療室の病床数：30床
     高医1001 ター 027-322-5901  (027-327-1826)              6 １床当たりの床面積：18.39㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 救命救急入院料４　医科］ 平成30年 3月28日      2

   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 （救４）第1号             平成28年10月 1日
     (01,1001,7) 前橋市朝日町３－２１－３６ 　　一般   570 加減算区分:加算あり
     前医1001 027-224-4585  (027-243-3380) 一般 当該治療室の病床数：6床
     　　一般    16 １床当たりの床面積：63㎡
     一般（感染） 救命救急センターに係る事項：
     　　感染     6 高度救命救急センターである
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料２　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)

    101,1001,1 前橋赤十字病院 〒371-0014 一般 （集２）第1号             平成28年10月 1日
     (01,1001,7) 前橋市朝日町３－２１－３６ 　　一般   570 １床当たりの床面積：63㎡
     前医1001 027-224-4585  (027-243-3380) 一般 当該保険医療機関内に広範囲熱
     　　一般    16 傷特定集中治療を担当する常勤
     一般（感染） の医師が勤務している
     　　感染     6 病床数：6床
     治療室名：ICU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    225,1005,1 ＳＵＢＡＲＵ健康保険〒373-8585 一般       400（集２）第2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） １床当たりの床面積：20.92㎡
     太医1005 0276-55-2200  (0276-55-2205)              4 当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     病床数：12床
     治療室名：ＩＣＵ／ＣＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    370,1001,6 国立大学法人群馬大学〒371-8511 一般       680（集２）第3号             平成30年 3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） １床当たりの床面積：22㎡
     前医1002 027-220-7111  (027-220-7832)              2 当該保険医療機関内に広範囲熱
     結核         9 傷特定集中治療を担当する常勤
     精神        40 の医師が勤務している
     病床数：17床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料３　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)

    102,1073,8 伊勢崎市民病院 〒372-0817 一般       490（集３）第14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） １床当たりの床面積：26.74㎡
     伊医1073 0270-25-5022  (0270-25-5023)              4 病床数：8床
     治療室名：ＩＣＵ室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    250,1004,2 群馬県立小児医療セン〒377-8577 一般       150（集３）第13号            平成28年10月 1日
     (50,1004,8) ター 渋川市北橘町下箱田７７９ １床当たりの床面積：17.55㎡
     勢医1014 0279-52-3551  (0279-52-2045) 当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     病床数：8床
     治療室名：小児ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    370,1002,4 独立行政法人国立病院〒370-0829 一般       445（集３）第19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） １床当たりの床面積：19.97㎡
     高医1001 ター 027-322-5901  (027-327-1826)              6 病床数：6床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料４　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)

    170,1001,6 国立大学法人群馬大学〒371-8511 一般       680（集４）第2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） １床当たりの床面積：22㎡
     前医1002 027-220-7111  (027-220-7832)              2 病床数：7床
     結核         9
     精神        40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 ハイケアユニット入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月28日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1003,7 独立行政法人地域医療〒371-0025 一般       333（ハイケア１）第11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 当該治療室の病床数:5床
     前医1003 病院 027-221-8165  (027-224-1415)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1014,4 群馬県済生会前橋病院〒371-0821 一般 （ハイケア１）第4号       平成26年 7月 1日
     前医1014 前橋市上新田町５６４－１ 　　一般   317 当該治療室の病床数:16床
     027-252-6011  (027-253-0390) 一般
     　　一般    10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303,1036,3 利根中央病院 〒378-0012 一般       253（ハイケア１）第9号       平成27年10月 1日
     沼医1036 沼田市沼須町９１０番地１ 当該治療室の病床数:12床
     0278-22-4321  (0278-22-4393)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    410,1024,4 医療法人　社団　日高〒370-0001 一般       287（ハイケア１）第10号      平成28年 9月 1日
     (10,1025,7) 会　日高病院 高崎市中尾町８８６ 当該治療室の病床数:4床
     高医1024 027-362-6201  (027-362-8901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    513,1002,4 公立富岡総合病院 〒370-2393 一般 （ハイケア１）第8号       平成26年10月 1日
     (13,1002,0) 富岡市富岡２０７３－１ 　　一般   330 当該治療室の病床数:6床
     富医1002 0274-63-2111  (0274-64-3377) 一般
     　　一般     4
     一般
     　　感染     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    624,1002,1 桐生厚生総合病院 〒376-0024 一般 （ハイケア１）第6号       平成26年 9月 1日
     (24,1009,2) 桐生市織姫町６－３ 　　一般   467 当該治療室の病床数:6床
     桐医1002 0277-44-7171  (0277-44-7170) 一般（感染）
     　　感染     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    725,1005,1 ＳＵＢＡＲＵ健康保険〒373-8585 一般       400（ハイケア１）第2号       平成26年 5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） 当該治療室の病床数:10床
     太医1005 0276-55-2200  (0276-55-2205)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    826,1001,8 館林厚生病院 〒374-8533 一般 （ハイケア１）第3号       平成26年 7月 1日
     (26,1001,4) 館林市成島町２６２－１ 　　一般   323 当該治療室の病床数:4床
     館医1001 0276-72-3140  (0276-72-5445) 一般（感染） 当該治療室の病床数:4床
     　　感染     6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    950,1001,8 群馬県立心臓血管セン〒371-0004 一般       195（ハイケア１）第7号       平成26年10月 1日
     前医1004 ター 前橋市亀泉町甲３－１２ 当該治療室の病床数:15床
     027-269-7455  (027-269-7020)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1070,1004,0 独立行政法人国立病院〒378-0051 一般 （ハイケア１）第1号       平成26年 4月 1日
     沼医1001 機構沼田病院 沼田市上原町１５５１－４ 　　一般   175 当該治療室の病床数:4床
     0278-23-2181  (0278-24-1819) 一般（感染）
     　　感染     4


