
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 脳卒中ケアユニット入院医療管理料　医科］ 平成30年 3月29日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    103,1024,3 東京慈恵会医科大学附〒105-0003 一般     1,026（脳卒中ケア）第274043号  平成27年 7月 1日
     属病院 港区西新橋三丁目１９番１８号 精神        49 当該治療室の病床数:6床
     03-3433-1111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203,1473,2 虎の門病院 〒105-0001 一般       860（脳卒中ケア）第288453号  平成28年 8月 1日
     港区虎ノ門二丁目２番２号 結核         8 当該治療室の病床数:6床
     03-3588-1111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    307,1486,5 東京都立墨東病院 〒130-0022 一般       726（脳卒中ケア）第270208号  平成27年 4月 1日
     墨田区江東橋四丁目２３番１５号精神        36 当該治療室の病床数:6床
     03-3633-6151  一般（感染）
                 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    410,1527,0 国家公務員共済組合連〒153-0051 一般       206（脳卒中ケア）第285988号  平成29年 4月 1日
     合会　三宿病院 目黒区上目黒五丁目３３番１２号療養        38 当該治療室の病床数:3床
     03-3711-5771  当該治療室の病床数:3床
     当該治療室の病床数:3床
     当該治療室の病床数:3床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    510,1687,2 東邦大学医療センター〒153-0044 一般       374（脳卒中ケア）第240253号  平成24年 2月 1日
     大橋病院 目黒区大橋二丁目１７番６号 当該治療室の病床数:6床
     03-3468-1251  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    611,1545,0 社会医療法人財団　仁〒143-0016 一般       246（脳卒中ケア）第258845号  平成26年 1月 1日
     医会　牧田総合病院 大田区大森北一丁目３４番６号 療養        38 当該治療室の病床数:6床
     03-3762-4671  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    711,7108,1 公益財団法人　東京都〒145-0065 一般       456（脳卒中ケア）第279432号  平成28年 1月 1日
     保健医療公社　荏原病大田区東雪谷四丁目５番１０号 一般（感染） 当該治療室の病床数:6床
     院 03-5734-8000              20
     精神        30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    813,1523,3 日本赤十字社医療セン〒150-0012 一般       708（脳卒中ケア）第290160号  平成29年 4月 1日
     ター 渋谷区広尾四丁目１番２２号 当該治療室の病床数:6床
     03-3400-1311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    914,7006,1 東京警察病院 〒164-0001 一般       415（脳卒中ケア）第298022号  平成29年 9月 1日
     中野区中野四丁目２２番１号 当該治療室の病床数:20床
     03-5343-5611  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1017,7075,9 医療法人財団　明理会〒114-0001 一般       311（脳卒中ケア）第295697号  平成29年 7月 1日
     　明理会中央総合病院北区東十条三丁目２番１１号 当該治療室の病床数:5床
     03-5902-1199  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1118,1199,1 東京女子医科大学東医〒116-0011 一般       450（脳卒中ケア）第298772号  平成29年10月 1日
     療センター 荒川区西尾久二丁目１番１０号 当該治療室の病床数:8床
     03-3810-1111  



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 脳卒中ケアユニット入院医療管理料　医科］ 平成30年 3月29日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1219,7086,2 東京都健康長寿医療セ〒173-0015 一般 （脳卒中ケア）第299744号  平成29年11月 1日
     ンター 板橋区栄町３５番２号 　　一般   520 当該治療室の病床数:6床
     03-3964-1141  精神
     　　精神    30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1323,7093,0 医療法人社団　昌医会〒134-0084 一般       144（脳卒中ケア）第282497号  平成28年 4月 1日
     　 西昌医会病院 江戸川区東葛西六丁目３０番３号 当該治療室の病床数:6床
     03-5696-1611  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1423,7109,4 社会医療法人社団　森〒134-0081 一般       181（脳卒中ケア）第291694号  平成30年 2月 1日
     山医会　森山記念病院江戸川区北葛西四丁目３番１号 療養        94 当該治療室の病床数:6床
     03-5679-1211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1533,1572,8 武蔵野赤十字病院 〒180-0023 一般       591（脳卒中ケア）第280402号  平成28年10月 1日
     武蔵野市境南町一丁目２６番１号一般（感染） 当該治療室の病床数:9床
     0422-32-3111              20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1636,1928,5 杏林大学医学部付属病〒181-0004 一般     1,121（脳卒中ケア）第291500号  平成29年 5月 1日
     院 三鷹市新川六丁目２０番２号 精神        32 当該治療室の病床数:10床
     0422-47-5511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1738,1575,0 東京都立多摩総合医療〒183-0042 一般       705（脳卒中ケア）第293420号  平成29年 6月 1日
     センター 府中市武蔵台二丁目８番地２９ 結核        48 当該治療室の病床数:6床
     0423-23-5111  精神        36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1843,1440,7 公立昭和病院 〒187-0002 一般       512（脳卒中ケア）第296392号  平成29年 7月 1日
     小平市花小金井八丁目１番１号 一般（感染） 当該治療室の病床数:3床
     0424-61-0052               6 当該治療室の病床数:3床
     当該治療室の病床数:3床
     当該治療室の病床数:3床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1946,1551,4 社会医療法人財団　大〒207-0014 一般       284（脳卒中ケア）第241800号  平成24年12月 1日
     和会　東大和病院 東大和市南街一丁目１３番１２号 当該治療室の病床数:12床
     0425-62-1411  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2086,1507,2 国立研究開発法人　国〒162-0052 一般       699（脳卒中ケア）第283163号  平成29年 1月 1日
     立国際医療研究センタ新宿区戸山一丁目２１番１号 精神        38 当該治療室の病床数:6床
     ー病院 03-3202-7181  結核        40
     一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2186,7007,7 独立行政法人　国立病〒190-0014 一般       455（脳卒中ケア）第203832号  平成20年 5月 1日
     院機構　災害医療セン立川市緑町３２５６番地 当該治療室の病床数:3床
     ター 0425-26-5511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児特定集中治療室管理料　医科］ 平成30年 3月29日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    138,7012,8 東京都立小児総合医療〒183-8561 一般       347（小集）第292015号        平成30年 3月 1日
     センター 府中市武蔵台二丁目８番地２９ 精神       202
     042-300-5111  結核        12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    286,1531,2 国立研究開発法人　国〒157-0074 一般       500（小集）第276901号        平成27年10月 1日
     立成育医療研究センタ世田谷区大蔵二丁目１０番１号
     ー 03-3416-0181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児特定集中治療室管理料１　医科］ 平成30年 3月29日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    102,7075,1 聖路加国際病院 〒104-8560 一般 （新１）第289454号        平成28年 9月 1日
     中央区明石町９番１号 　　一般   520
     03-3541-5151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203,1024,3 東京慈恵会医科大学附〒105-0003 一般     1,026（新１）第269648号        平成26年 9月 1日
     属病院 港区西新橋三丁目１９番１８号 精神        49 当該治療室の病床数:9
     03-3433-1111  １床当たり床面積:7.64㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    304,1501,8 東京医科大学病院 〒160-0023 一般       988（新１）第260533号        平成26年10月 1日
     新宿区西新宿六丁目７番１号 精神        27 当該治療室の病床数:12
     03-3342-6111  １床当たり床面積:7.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    405,1483,6 順天堂大学医学部附属〒113-0033 一般     1,011（新１）第266513号        平成26年 6月 1日
     　順天堂医院 文京区本郷三丁目１番３号 精神        15 当該治療室の病床数:6
     03-3813-3111  １床当たり床面積:12.12㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    518,1199,1 東京女子医科大学東医〒116-0011 一般       450（新１）第261309号        平成26年10月 1日
     療センター 荒川区西尾久二丁目１番１０号 当該治療室の病床数:9
     03-3810-1111  １床当たり床面積:4.82㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    622,1246,2 日本赤十字社東京都支〒124-0012 一般       113（新１）第262903号        平成26年12月 1日
     部　葛飾赤十字産院 葛飾区立石五丁目１１番１２号 当該治療室の病床数:12
     03-3693-5211  １床当たり床面積:7.18㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    733,1572,8 武蔵野赤十字病院 〒180-0023 一般       591（新１）第280403号        平成28年10月 1日
     武蔵野市境南町一丁目２６番１号一般（感染） 当該治療室の病床数:6
     0422-32-3111              20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    838,7008,6 公益財団法人　日本心〒183-0003 一般       320（新１）第261980号        平成26年12月 1日
     臓血圧研究振興会　附府中市朝日町三丁目１６番地１ 当該治療室の病床数:6
     属榊原記念病院 042-314-3111  １床当たり床面積:17.3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    986,1507,2 国立研究開発法人　国〒162-0052 一般       699（新１）第299072号        平成29年10月 1日
     立国際医療研究センタ新宿区戸山一丁目２１番１号 精神        38 当該治療室の病床数:6
     ー病院 03-3202-7181  結核        40
     一般（感染）
                  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 新生児特定集中治療室管理料２　医科］ 平成30年 3月29日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    103,7071,8 医療法人財団　順和会〒107-0052 一般        79（新２）第270698号        平成28年 3月 1日
     　山王病院 港区赤坂八丁目１０番１６号 当該治療室の病床数:2
     03-3402-3151  １床当たり床面積:18.21㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    205,1034,7 日本医科大学付属病院〒113-0022 一般       870（新２）第291772号        平成30年 2月 1日
     文京区千駄木一丁目１番５号 精神        27 当該治療室の病床数:3
     03-3822-2131  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    307,1077,2 社会福祉法人　賛育会〒130-0012 一般       199（新２）第267408号        平成26年 7月 1日
     　賛育会病院 墨田区太平三丁目２０番２号 当該治療室の病床数:6
     03-3622-9191  １床当たり床面積:10.2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    408,7098,0 昭和大学江東豊洲病院〒135-8577 一般 （新２）第297045号        平成29年 8月 1日
     江東区豊洲五丁目１番３８号 　　一般   309 当該治療室の病床数:9
     03-6204-6000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    517,7073,4 公益社団法人地域医療〒115-0053 一般       343（新２）第285129号        平成28年 5月 1日
     振興協会　東京北医療北区赤羽台四丁目１７番５６号 当該治療室の病床数:3
     センター 03-5963-3311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    630,1571,6 国家公務員共済組合連〒190-0022 一般       431（新２）第272981号        平成27年 6月 1日
     合会　立川病院 立川市錦町四丁目２番２２号 精神        63 当該治療室の病床数:6
     0425-23-3131  一般（感染）
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    732,1416,0 町田市民病院 〒194-0023 一般       447（新２）第288528号        平成28年 8月 1日
     町田市旭町二丁目１５番４１号 当該治療室の病床数:6
     0427-22-2230  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    843,1440,7 公立昭和病院 〒187-0002 一般       512（新２）第263942号        平成26年 4月 1日
     小平市花小金井八丁目１番１号 一般（感染） 当該治療室の病床数:6
     0424-61-0052               6 １床当たり床面積:7.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    950,7001,6 日本医科大学多摩永山〒206-0025 一般       401（新２）第296058号        平成29年 7月 1日
     病院 多摩市永山一丁目７番地１ 当該治療室の病床数:3
     0423-71-2111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1086,1528,8 独立行政法人　国立病〒152-0021 一般       712（新２）第266670号        平成26年 6月 1日
     院機構　東京医療セン目黒区東が丘二丁目５番１号 精神        48 当該治療室の病床数:3
     ター 03-3411-0111  １床当たり床面積:14.82㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1188,1477,4 東京医科歯科大学医学〒113-0034 一般       712（新２）第260881号        平成26年10月 1日
     部附属病院 文京区湯島一丁目５番４５号 精神        41 当該治療室の病床数:6
     03-3813-6111  １床当たり床面積:10㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 総合周産期特定集中治療室管理料　医科］ 平成30年 3月29日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    103,7078,3 社会福祉法人恩賜財団〒105-8321 一般 （周）第265651号          平成27年 2月 1日
     　母子愛育会　総合母港区芝浦一丁目１６番１０号 　　一般   160 総合周産期特定集中治療室管理
     子保健センター愛育病03-6453-7300  料１
     院 総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    204,1504,2 東京女子医科大学病院〒162-0054 一般     1,314（周）第287268号          平成28年 7月 1日
     新宿区河田町８番１号 精神        65 総合周産期特定集中治療室管理
     03-3353-8111  料１
     当該治療室の病床数:9
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    304,1506,7 慶應義塾大学病院 〒160-0016 一般     1,013（周）第266744号          平成26年 6月 1日
     新宿区信濃町３５番地 精神        31 総合周産期特定集中治療室管理
     03-3353-1211  料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:18.85㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:9
     １床当たり床面積:8.38㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    407,1486,5 東京都立墨東病院 〒130-0022 一般       726（周）第287303号          平成29年 4月 1日
     墨田区江東橋四丁目２３番１５号精神        36 総合周産期特定集中治療室管理
     03-3633-6151  一般（感染） 料１
                 10 総合周産期特定集中治療室管理
     料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    509,1541,3 昭和大学病院 〒142-0064 一般       815（周）第286960号          平成28年 7月 1日
     品川区旗の台一丁目５番８号 総合周産期特定集中治療室管理
     03-3784-8000  料１
     当該治療室の病床数:9
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    611,1335,6 東邦大学医療センター〒143-0015 一般       912（周）第270451号          平成28年 3月 1日
     大森病院 大田区大森西六丁目１１番１号 精神        36 総合周産期特定集中治療室管理
     03-3762-4151  料１
     当該治療室の病床数:9
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:15



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 総合周産期特定集中治療室管理料　医科］ 平成30年 3月29日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    713,1523,3 日本赤十字社医療セン〒150-0012 一般       708（周）第260804号          平成26年10月 1日
     ター 渋谷区広尾四丁目１番２２号 総合周産期特定集中治療室管理
     03-3400-1311  料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:29.59㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:15
     １床当たり床面積:14.19㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    816,1480,9 東京都立大塚病院 〒170-0005 一般       508（周）第293869号          平成29年 6月 1日
     豊島区南大塚二丁目８番１号 総合周産期特定集中治療室管理
     03-3941-8131  料１
     当該治療室の病床数:6
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    919,1150,2 日本大学医学部附属板〒173-0032 一般       970（周）第264677号          平成26年 4月 1日
     橋病院 板橋区大谷口上町３０番１号 結核        12 総合周産期特定集中治療室管理
     03-3972-8111  精神        43 料１
     当該治療室の病床数:9
     １床当たり床面積:25.17㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:12
     １床当たり床面積:10.16㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1019,1958,8 帝京大学医学部附属病〒173-0003 一般     1,031（周）第289118号          平成28年 9月 1日
     院 板橋区加賀二丁目１１番１号 精神        47 総合周産期特定集中治療室管理
     03-3964-1211  料１
     当該治療室の病床数:10
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1136,1928,5 杏林大学医学部付属病〒181-0004 一般     1,121（周）第291502号          平成29年 5月 1日
     院 三鷹市新川六丁目２０番２号 精神        32 総合周産期特定集中治療室管理
     0422-47-5511  料１
     当該治療室の病床数:12
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 総合周産期特定集中治療室管理料　医科］ 平成30年 3月29日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1238,1575,0 東京都立多摩総合医療〒183-0042 一般       705（周）第293418号          平成29年 6月 1日
     センター 府中市武蔵台二丁目８番地２９ 結核        48 総合周産期特定集中治療室管理
     0423-23-5111  精神        36 料１
     当該治療室の病床数:9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1338,7012,8 東京都立小児総合医療〒183-8561 一般       347（周）第293387号          平成29年 6月 1日
     センター 府中市武蔵台二丁目８番地２９ 精神       202 総合周産期特定集中治療室管理
     042-300-5111  結核        12 料２
     当該治療室の病床数:24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1443,1440,7 公立昭和病院 〒187-0002 一般       512（周）第291301号          平成30年 2月 1日
     小平市花小金井八丁目１番１号 一般（感染） 総合周産期特定集中治療室管理
     0424-61-0052               6 料１
     当該治療室の病床数:3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1586,1531,2 国立研究開発法人　国〒157-0074 一般       500（周）第261565号          平成26年10月 1日
     立成育医療研究センタ世田谷区大蔵二丁目１０番１号 総合周産期特定集中治療室管理
     ー 03-3416-0181  料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:16.7㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:21
     １床当たり床面積:8.74㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1688,1479,0 東京大学医学部附属病〒113-0033 一般     1,163（周）第299576号          平成29年11月 1日
     院 文京区本郷七丁目３番１号 精神        54 総合周産期特定集中治療室管理
     03-3815-5411  料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:15.18㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:9
     １床当たり床面積:10.11㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児治療回復室入院医療管理料　医科］ 平成30年 3月29日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    102,7075,1 聖路加国際病院 〒104-8560 一般 （新回復）第266131号      平成26年 4月 1日
     中央区明石町９番１号 　　一般   520 病床数:10
     03-3541-5151  １床当たり床面積:5.94㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203,1024,3 東京慈恵会医科大学附〒105-0003 一般     1,026（新回復）第299247号      平成29年11月 1日
     属病院 港区西新橋三丁目１９番１８号 精神        49
     03-3433-1111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    303,7078,3 社会福祉法人恩賜財団〒105-8321 一般 （新回復）第265648号      平成27年 2月 1日
     　母子愛育会　総合母港区芝浦一丁目１６番１０号 　　一般   160 病床数:24
     子保健センター愛育病03-6453-7300  
     院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    404,1504,2 東京女子医科大学病院〒162-0054 一般     1,314（新回復）第287269号      平成28年 7月 1日
     新宿区河田町８番１号 精神        65 病床数:21
     03-3353-8111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    505,1034,7 日本医科大学付属病院〒113-0022 一般       870（新回復）第291773号      平成30年 2月 1日
     文京区千駄木一丁目１番５号 精神        27 病床数:6
     03-3822-2131  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    605,1483,6 順天堂大学医学部附属〒113-0033 一般     1,011（新回復）第224258号      平成22年 4月 1日
     　順天堂医院 文京区本郷三丁目１番３号 精神        15 病床数:22
     03-3813-3111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    707,1486,5 東京都立墨東病院 〒130-0022 一般       726（新回復）第229595号      平成22年10月 1日
     墨田区江東橋四丁目２３番１５号精神        36 病床数:33
     03-3633-6151  一般（感染） １床当たり床面積:6.37㎡
                 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    809,1541,3 昭和大学病院 〒142-0064 一般       815（新回復）第286961号      平成28年 7月 1日
     品川区旗の台一丁目５番８号 病床数:25
     03-3784-8000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    911,1335,6 東邦大学医療センター〒143-0015 一般       912（新回復）第270452号      平成28年 3月 1日
     大森病院 大田区大森西六丁目１１番１号 精神        36 病床数:18
     03-3762-4151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1013,1523,3 日本赤十字社医療セン〒150-0012 一般       708（新回復）第222172号      平成22年 4月 1日
     ター 渋谷区広尾四丁目１番２２号 病床数:40
     03-3400-1311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1116,1480,9 東京都立大塚病院 〒170-0005 一般       508（新回復）第293862号      平成29年 6月 1日
     豊島区南大塚二丁目８番１号 病床数:30
     03-3941-8131  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児治療回復室入院医療管理料　医科］ 平成30年 3月29日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1217,7073,4 公益社団法人地域医療〒115-0053 一般       343（新回復）第289620号      平成28年 9月 1日
     振興協会　東京北医療北区赤羽台四丁目１７番５６号 病床数:6
     センター 03-5963-3311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1318,1199,1 東京女子医科大学東医〒116-0011 一般       450（新回復）第269098号      平成26年 8月 1日
     療センター 荒川区西尾久二丁目１番１０号 病床数:18
     03-3810-1111  １床当たり床面積:4.82㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1419,1150,2 日本大学医学部附属板〒173-0032 一般       970（新回復）第267445号      平成26年 7月 1日
     橋病院 板橋区大谷口上町３０番１号 結核        12 病床数:24
     03-3972-8111  精神        43 １床当たり床面積:3.94㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1519,1958,8 帝京大学医学部附属病〒173-0003 一般     1,031（新回復）第285914号      平成28年 6月 1日
     院 板橋区加賀二丁目１１番１号 精神        47 病床数:24
     03-3964-1211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1622,1246,2 日本赤十字社東京都支〒124-0012 一般       113（新回復）第289105号      平成28年 9月 1日
     部　葛飾赤十字産院 葛飾区立石五丁目１１番１２号 病床数:18
     03-3693-5211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1733,1572,8 武蔵野赤十字病院 〒180-0023 一般       591（新回復）第280404号      平成28年10月 1日
     武蔵野市境南町一丁目２６番１号一般（感染） 病床数:12
     0422-32-3111              20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1836,1928,5 杏林大学医学部付属病〒181-0004 一般     1,121（新回復）第291485号      平成29年 5月 1日
     院 三鷹市新川六丁目２０番２号 精神        32 病床数:24
     0422-47-5511  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1938,7012,8 東京都立小児総合医療〒183-8561 一般       347（新回復）第293388号      平成29年 6月 1日
     センター 府中市武蔵台二丁目８番地２９ 精神       202 病床数:24
     042-300-5111  結核        12 病床数:24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2043,1440,7 公立昭和病院 〒187-0002 一般       512（新回復）第281890号      平成28年11月 1日
     小平市花小金井八丁目１番１号 一般（感染） 病床数:12
     0424-61-0052               6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2186,1507,2 国立研究開発法人　国〒162-0052 一般       699（新回復）第292064号      平成29年 5月 1日
     立国際医療研究センタ新宿区戸山一丁目２１番１号 精神        38 病床数:12
     ー病院 03-3202-7181  結核        40
     一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2286,1531,2 国立研究開発法人　国〒157-0074 一般       500（新回復）第248500号      平成24年 6月 1日
     立成育医療研究センタ世田谷区大蔵二丁目１０番１号 病床数:18
     ー 03-3416-0181  １床当たり床面積:8.35㎡
     病床数:12
     １床当たり床面積:4.94㎡



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 新生児治療回復室入院医療管理料　医科］ 平成30年 3月29日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2388,1479,0 東京大学医学部附属病〒113-0033 一般     1,163（新回復）第258086号      平成25年12月 1日
     院 文京区本郷七丁目３番１号 精神        54 病床数:15
     03-3815-5411  １床当たり床面積:5.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 一類感染症患者入院医療管理料　医科］ 平成30年 3月29日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    111,7108,1 公益財団法人　東京都〒145-0065 一般       456（一類）第184550号        平成18年 4月 1日
     保健医療公社　荏原病大田区東雪谷四丁目５番１０号 一般（感染） 病棟数:1棟
     院 03-5734-8000              20 病床数:2床
     精神        30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    286,1507,2 国立研究開発法人　国〒162-0052 一般       699（一類）第261908号        平成26年11月 1日
     立国際医療研究センタ新宿区戸山一丁目２１番１号 精神        38 病棟種別:一般
     ー病院 03-3202-7181  結核        40 病棟数:1棟
     一般（感染） 病床数:4床
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    395,7056,5 自衛隊中央病院 〒154-0001 一般       338（一類）第291529号        平成29年 5月 1日
     世田谷区池尻一丁目２番２４号 一般（感染） 病床数:2床
     03-3411-0151              10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 特殊疾患入院医療管理料　医科］ 平成30年 3月29日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    116,7099,1 医療法人社団　久福会〒171-0014 一般       112（特入）第294877号        平成29年 5月 1日
     　関野病院 豊島区池袋三丁目２８番３号 病棟種別:一般
     03-3986-5501  病床数:32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    223,7110,2 社会医療法人社団　森〒134-0088 一般        43（特入）第291367号        平成30年 2月 1日
     山医会　東京脳神経セ江戸川区西葛西七丁目１２番７号療養       106 病床数:4
     ンター病院 03-3675-1211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    347,1891,2 医療法人財団　織本病〒204-0002 一般        60（特入）第267756号        平成26年 7月 1日
     院 清瀬市旭が丘一丁目２６１番地 療養        32 病棟種別:一般
     0424-91-2121  病棟数:1
     病床数:18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


