
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29日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1090,422.7 独立行政法人労働者健〒222-0036 一般       650（救１）第11号            平成24年10月 1日
     (096,422.1) 康安全機構　横浜労災横浜市港北区小机町３２１１ 加減算区分:加算あり
     港医422 病院 045-474-8111  当該治療室の病床数：17床
     １床当たりの床面積：12.95㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2190,009.1 国家公務員共済組合連〒238-8558 一般       732（救１）第5号             平成26年 1月 1日
     (196,009.5) 合会　横須賀共済病院横須賀市米が浜通１－１６ 精神        10 加減算区分:加算あり
     横須医9 0468-22-2710  当該治療室の病床数：20床
     １床当たりの床面積：15.27㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3190,621.3 横須賀市立うわまち病〒238-8567 一般       367（救１）第15号            平成26年12月 1日
     横須医621 院 横須賀市上町２－３６ 療養        50 加減算区分:加算あり
     0468-23-2630  (0468-27-1305) 当該治療室の病床数：24床
     １床当たりの床面積：13.83㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4200,145.1 平塚市民病院 〒254-0065 一般       410（救１）第18号            平成29年 7月 1日
     平医145 平塚市南原１－１９－１ 一般（感染） 当該治療室の病床数：20床
     0463-32-0015               6 １床当たりの床面積：9.4㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5210,466.9 医療法人　沖縄徳洲会〒247-8533 一般       619（救１）第14号            平成26年12月 1日
     鎌医466 　湘南鎌倉総合病院 鎌倉市岡本１３７０－１ 加減算区分:加算あり
     0467-46-1717  (0467-45-0190) 当該治療室の病床数：10床
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6220,277.8 藤沢市民病院 〒251-0052 一般       536（救１）第16号            平成25年 7月 1日
     (226,277.2) 藤沢市藤沢２－６－１ 加減算区分:加算あり
     藤医277 0466-25-3111  (0466-25-3545) 当該治療室の病床数：24床
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    7230,081.2 小田原市立病院 〒250-8558 一般       417（救１）第13号            平成24年 4月 1日
     小医81 小田原市久野４６ 加減算区分:加算あり
     0465-34-3175  当該治療室の病床数：12床
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8260,212.6 北里大学病院 〒252-0375 一般     1,033（救１）第6号             平成26年 7月 1日
     (266,212.0) 相模原市南区北里１－１５－１ 加減算区分:加算あり
     相医212 042-778-8111  当該治療室の病床数：18床
     １床当たりの床面積：9.6㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9320,270.2 聖マリアンナ医科大学〒241-0811 一般       518（救１）第2号             平成26年 6月 1日
     旭医270 横浜市西部病院 横浜市旭区矢指町１１９７－１ 加減算区分:加算あり
     045-366-1111  当該治療室の病床数：30床
     １床当たりの床面積：9.86㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10370,054.9 昭和大学藤が丘病院 〒227-8501 一般       584（救１）第10号            平成25年 4月 1日
     (376,054.3) 横浜市青葉区藤が丘１－３０ 加減算区分:加算あり
     青医54 045-971-1151  (045-973-1019) 当該治療室の病床数：25床
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11420,049.9 社会医療法人　ジャパ〒243-0433 一般       469（救１）第17号            平成29年 4月 1日
     (426,049.3) ンメディカルアライア海老名市河原口１３２０ 当該治療室の病床数：20床
     海医49 ンス　海老名総合病院046-233-1311  (046-232-8934) １床当たりの床面積：8.27㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12500,005.4 川崎市立川崎病院 〒210-0013 一般       663（救１）第9号             平成24年 4月 1日
     (506,005.8) 川崎市川崎区新川通１２－１ 一般（感染） 加減算区分:加算あり
     川医5 044-233-5521              12 当該治療室の病床数：16床
     精神        38 １床当たりの床面積：10.71㎡
     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１　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)

   13550,029.3 聖マリアンナ医科大学〒216-8511 一般     1,156（救１）第4号             平成29年11月 1日
     宮医29 病院 川崎市宮前区菅生２－１６－１ 精神        52 加減算区分:加算あり
     044-977-8111  当該治療室の病床数：20床
     １床当たりの床面積：5.93㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14980,111.9 横浜市立市民病院 〒240-8555 一般       624（救１）第8号             平成25年12月 1日
     (986,111.3) 横浜市保土ケ谷区岡沢町５６ 一般（感染） 加減算区分:加算あり
     保医111 045-331-1961              26 当該治療室の病床数：20床
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15980,582.1 横浜市立みなと赤十字〒231-8682 一般       584（救１）第12号            平成24年 8月 1日
     (986,582.5) 病院 横浜市中区新山下３－１２－１ 精神        50 加減算区分:加算あり
     中区医582 045-628-6100  (045-628-6101) 当該治療室の病床数：25床
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16990,002.8 独立行政法人国立病院〒245-8575 一般       470（救１）第7号             平成24年 4月 1日
     (996,002.2) 機構　横浜医療センタ横浜市戸塚区原宿３－６０－２ 精神        40 加減算区分:加算あり
     戸医2 ー 045-851-2621  当該治療室の病床数：20床
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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２　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)

    1090,422.7 独立行政法人労働者健〒222-0036 一般       650（救２）第7号             平成28年 9月 1日
     (096,422.1) 康安全機構　横浜労災横浜市港北区小机町３２１１ 加減算区分:加算あり
     港医422 病院 045-474-8111  当該治療室の病床数：4床
     １床当たりの床面積：15.76㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2320,270.2 聖マリアンナ医科大学〒241-0811 一般       518（救２）第1号             平成28年 9月 1日
     旭医270 横浜市西部病院 横浜市旭区矢指町１１９７－１ 加減算区分:加算あり
     045-366-1111  当該治療室の病床数：10床
     １床当たりの床面積：17.2㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3370,054.9 昭和大学藤が丘病院 〒227-8501 一般       584（救２）第5号             平成28年10月 1日
     (376,054.3) 横浜市青葉区藤が丘１－３０ 加減算区分:加算あり
     青医54 045-971-1151  (045-973-1019) 当該治療室の病床数：10床
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4990,002.8 独立行政法人国立病院〒245-8575 一般       470（救２）第3号             平成28年10月 1日
     (996,002.2) 機構　横浜医療センタ横浜市戸塚区原宿３－６０－２ 精神        40 加減算区分:加算あり
     戸医2 ー 045-851-2621  当該治療室の病床数：8床
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 救命救急入院料３　医科］ 平成30年 3月29日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,512.2 社会福祉法人恩賜財団〒230-0012 一般       510（救３）第2号             平成24年 4月 1日
     (016,512.6) 済生会支部神奈川県済横浜市鶴見区下末吉３－６－１ 精神        50 加減算区分:加算あり
     鶴医512 生会　横浜市東部病院045-576-3000  (045-576-3525) 当該治療室の病床数：14床
     １床当たりの床面積：19.3㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2050,444.9 公立大学法人　横浜市〒232-0024 一般       676（救３）第1号             平成26年 5月 1日
     (056,444.3) 立大学附属市民総合医横浜市南区浦舟町４－５７ 精神        50 加減算区分:加算あり
     南医444 療センター 045-261-5656  (045-231-1846) 当該治療室の病床数：8床
     １床当たりの床面積：13.52㎡
     救命救急センターに係る事項：
     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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3400,027.9 東海大学医学部付属病〒259-1193 一般       804（救３）第3号             平成25年 4月 1日
     (406,027.3) 院 伊勢原市下糟屋１４３ 加減算区分:加算あり
     伊医27 0463-93-1121  (0463-94-9058) 当該治療室の病床数：36床
     救命救急センターに係る事項：
     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専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 救命救急入院料４　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)

    1010,512.2 社会福祉法人恩賜財団〒230-0012 一般       510（救４）第1号             平成28年10月 1日
     (016,512.6) 済生会支部神奈川県済横浜市鶴見区下末吉３－６－１ 精神        50 加減算区分:加算あり
     鶴医512 生会　横浜市東部病院045-576-3000  (045-576-3525) 当該治療室の病床数：10床
     １床当たりの床面積：16.61㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2050,444.9 公立大学法人　横浜市〒232-0024 一般       676（救４）第5号             平成28年10月 1日
     (056,444.3) 立大学附属市民総合医横浜市南区浦舟町４－５７ 精神        50 加減算区分:加算あり
     南医444 療センター 045-261-5656  (045-231-1846) 当該治療室の病床数：12床
     １床当たりの床面積：12.9㎡
     救命救急センターに係る事項：
     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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3210,466.9 医療法人　沖縄徳洲会〒247-8533 一般       619（救４）第9号             平成28年 6月 1日
     鎌医466 　湘南鎌倉総合病院 鎌倉市岡本１３７０－１ 加減算区分:加算あり
     0467-46-1717  (0467-45-0190) 当該治療室の病床数：10床
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4220,277.8 藤沢市民病院 〒251-0052 一般       536（救４）第3号             平成28年10月 1日
     (226,277.2) 藤沢市藤沢２－６－１ 加減算区分:加算あり
     藤医277 0466-25-3111  (0466-25-3545) 当該治療室の病床数：6床
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 救命救急入院料４　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)

    5260,212.6 北里大学病院 〒252-0375 一般     1,033（救４）第7号             平成28年 8月 1日
     (266,212.0) 相模原市南区北里１－１５－１ 加減算区分:加算あり
     相医212 042-778-8111  当該治療室の病床数：20床
     １床当たりの床面積：18.73㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6400,027.9 東海大学医学部付属病〒259-1193 一般       804（救４）第6号             平成28年 9月 1日
     (406,027.3) 院 伊勢原市下糟屋１４３ 加減算区分:加算あり
     伊医27 0463-93-1121  (0463-94-9058) 当該治療室の病床数：22床
     １床当たりの床面積：24.6㎡
     救命救急センターに係る事項：
     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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7500,005.4 川崎市立川崎病院 〒210-0013 一般       663（救４）第8号             平成28年10月 1日
     (506,005.8) 川崎市川崎区新川通１２－１ 一般（感染） 加減算区分:加算あり
     川医5 044-233-5521              12 当該治療室の病床数：4床
     精神        38 １床当たりの床面積：17.67㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8520,010.0 日本医科大学武蔵小杉〒211-8533 一般       372（救４）第4号             平成28年10月 1日
     中原医10 病院 川崎市中原区小杉町１－３９６ 加減算区分:加算あり
     044-733-5181  当該治療室の病床数：10床
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 救命救急入院料４　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)

    9550,029.3 聖マリアンナ医科大学〒216-8511 一般     1,156（救４）第2号             平成28年10月 1日
     宮医29 病院 川崎市宮前区菅生２－１６－１ 精神        52 加減算区分:加算あり
     044-977-8111  当該治療室の病床数：10床
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料１　医科］ 平成30年 3月29日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,512.2 社会福祉法人恩賜財団〒230-0012 一般       510（集１）第4号             平成28年10月 1日
     (016,512.6) 済生会支部神奈川県済横浜市鶴見区下末吉３－６－１ 精神        50 １床当たりの床面積：21.72㎡
     鶴医512 生会　横浜市東部病院045-576-3000  (045-576-3525) 当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     病床数：10床
     治療室名：重症集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2050,444.9 公立大学法人　横浜市〒232-0024 一般       676（集１）第8号             平成28年 9月 1日
     (056,444.3) 立大学附属市民総合医横浜市南区浦舟町４－５７ 精神        50 １床当たりの床面積：22.3㎡
     南医444 療センター 045-261-5656  (045-231-1846) 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：ＧＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3080,330.4 公立大学法人　横浜市〒236-0004 一般       632（集１）第6号             平成28年10月 1日
     (086,330.8) 立大学附属病院 横浜市金沢区福浦３－９ 結核        16 １床当たりの床面積：20.1㎡
     金医330 045-787-2800  (045-787-2931) 精神        26 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：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4090,422.7 独立行政法人労働者健〒222-0036 一般       650（集１）第2号             平成28年 9月 1日
     (096,422.1) 康安全機構　横浜労災横浜市港北区小机町３２１１ １床当たりの床面積：25.87㎡
     港医422 病院 045-474-8111  当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     病床数：10床
     治療室名：ＩＣＵ室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5190,221.2 横須賀市立市民病院 〒240-0195 一般       476（集１）第5号             平成28年10月 1日
     (196,221.6) 横須賀市長坂１－３－２ 一般（感染） １床当たりの床面積：21㎡
     横須医221 0468-56-3136  (046-858-1776)              6 病床数：4床
     治療室名：特定集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6260,212.6 北里大学病院 〒252-0375 一般     1,033（集１）第7号             平成28年 8月 1日
     (266,212.0) 相模原市南区北里１－１５－１ １床当たりの床面積：21.85㎡
     相医212 042-778-8111  病床数：10床
     治療室名：ＧＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7980,582.1 横浜市立みなと赤十字〒231-8682 一般       584（集１）第3号             平成28年 8月 1日
     (986,582.5) 病院 横浜市中区新山下３－１２－１ 精神        50 病床数：10床
     中区医582 045-628-6100  (045-628-6101) 治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料３　医科］ 平成30年 3月29日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1030,222.4 一般財団法人　神奈川〒220-8521 一般       410（集３）第39号            平成28年 8月 1日
     (036,222.8) 県警友会　けいゆう病横浜市西区みなとみらい３－７－ 病床数：6床
     西医222 院 ３ 治療室名：ＩＣＵ
     045-221-8181  (045-681-9665)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2050,444.9 公立大学法人　横浜市〒232-0024 一般       676（集３）第38号            平成28年 9月 1日
     (056,444.3) 立大学附属市民総合医横浜市南区浦舟町４－５７ 精神        50 １床当たりの床面積：16.18㎡
     南医444 療センター 045-261-5656  (045-231-1846) 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：6床
     治療室名：ＣＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3050,474.6 神奈川県立こども医療〒232-8555 一般       379（集３）第107号           平成28年10月 1日
     (056,474.0) センター 横浜市南区六ツ川２－１３８－４精神        40 １床当たりの床面積：16.82㎡
     南医474 045-711-2351  (045-721-3324) 当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     病床数：10床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4080,005.2 国家公務員共済組合連〒236-0037 一般       565（集３）第34号            平成28年 6月 1日
     (086,005.6) 合会　横浜南共済病院横浜市金沢区六浦東１－２１－１ １床当たりの床面積：19.7㎡
     金医5 045-782-2101  当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     病床数：20床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5080,364.3 神奈川県立循環器呼吸〒236-0051 一般       179（集３）第105号           平成28年10月 1日
     (086,364.7) 器病センター 横浜市金沢区富岡東６－１６－１結核        60 病床数：6床
     金医364 045-701-9581  (045-786-4770)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6090,497.9 菊名記念病院 〒222-0011 一般       218（集３）第20号            平成28年 9月 1日
     港医497 横浜市港北区菊名４－４－２７ １床当たりの床面積：18.96㎡
     045-402-7111  病床数：10床
     治療室名：特定集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7190,009.1 国家公務員共済組合連〒238-8558 一般       732（集３）第124号           平成29年 9月 1日
     (196,009.5) 合会　横須賀共済病院横須賀市米が浜通１－１６ 精神        10 １床当たりの床面積：23.35㎡
     横須医9 0468-22-2710  病床数：10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8190,621.3 横須賀市立うわまち病〒238-8567 一般       367（集３）第119号           平成28年10月 1日
     横須医621 院 横須賀市上町２－３６ 療養        50 １床当たりの床面積：17.41㎡
     0468-23-2630  (0468-27-1305) 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：集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料３　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)

    9220,277.8 藤沢市民病院 〒251-0052 一般       536（集３）第19号            平成28年10月 1日
     (226,277.2) 藤沢市藤沢２－６－１ 当該保険医療機関内に専任の小
     藤医277 0466-25-3111  (0466-25-3545) 児科医が常時配置されている
     病床数：6床
     治療室名：集中治療室（ＩＣＵ
     ・ＣＣＵ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10230,081.2 小田原市立病院 〒250-8558 一般       417（集３）第92号            平成28年 8月 1日
     小医81 小田原市久野４６ 病床数：4床
     0465-34-3175  治療室名：特定集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11240,003.4 茅ケ崎市立病院 〒253-0042 一般       401（集３）第111号           平成28年10月 1日
     茅医3 茅ヶ崎市本村５－１５－１ １床当たりの床面積：33.78㎡
     0467-52-1111  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：4床
     治療室名：集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12260,040.1 神奈川県厚生農業協同〒252-5188 一般       431（集３）第44号            平成28年10月 1日
     (266,040.5) 組合連合会　相模原協相模原市緑区橋本２－８－１８ その他       6 病床数：5床
     相医40 同病院 042-772-4291  治療室名：Ｂ３病棟ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13290,075.1 社会福祉法人神奈川県〒243-0121 一般       320（集３）第123号           平成29年 7月 1日
     (296,075.5) 総合リハビリテーショ厚木市七沢５１６ １床当たりの床面積：20.48㎡
     厚医75 ン事業団　神奈川リハ0462-49-2503  当該保険医療機関内に専任の小
     ビリテーション病院 児科医が常時配置されている
     病床数：4床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14290,114.8 東名厚木病院 〒243-8571 一般       277（集３）第78号            平成29年 2月 1日
     厚医114 厚木市船子２３２ １床当たりの床面積：20.33㎡
     046-229-1771  病床数：8床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15300,226.8 大和成和病院 〒242-0006 一般        99（集３）第113号           平成28年10月 1日
     大和医226 大和市南林間９－８－２ １床当たりの床面積：17.85㎡
     0462-78-3911  (0462-78-3900) 病床数：10床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16310,343.9 社会福祉法人恩賜財団〒234-8503 一般       500（集３）第18号            平成28年10月 1日
     (316,343.3) 済生会支部神奈川県済横浜市港南区港南台３－２－１０ １床当たりの床面積：16.1㎡
     港南医343 生会　横浜市南部病院045-832-1111  (045-832-8335) 病床数：8床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17320,252.0 医療法人社団明芳会　〒241-0801 一般       397（集３）第87号            平成28年10月 1日
     旭医252 横浜旭中央総合病院 横浜市旭区若葉台４－２０－１ 療養       118 １床当たりの床面積：19.52㎡
     045-921-6111  病床数：9床
     治療室名：ＩＣＵ



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料３　医科］ 平成30年 3月29日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   18350,002.2 国家公務員共済組合連〒247-0005 一般       430（集３）第108号           平成28年 8月 1日
     (356,002.6) 合会　横浜栄共済病院横浜市栄区桂町１３２ 病床数：6床
     栄医2 045-891-2171  治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19360,053.3 社会福祉法人　親善福〒245-0006 一般       287（集３）第26号            平成28年10月 1日
     泉医53 祉協会　国際親善総合横浜市泉区西が岡１－２８－１ 病床数：6床
     病院 045-813-0221  治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20370,054.9 昭和大学藤が丘病院 〒227-8501 一般       584（集３）第5号             平成28年10月 1日
     (376,054.3) 横浜市青葉区藤が丘１－３０ 当該保険医療機関内に専任の小
     青医54 045-971-1151  (045-973-1019) 児科医が常時配置されている
     病床数：14床
     治療室名：集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21370,102.6 医療法人社団緑成会　〒225-0025 一般       300（集３）第118号           平成28年 9月 1日
     (376,102.0) 横浜総合病院 横浜市青葉区鉄町２２０１－５ １床当たりの床面積：17.09㎡
     青医102 045-902-0001  (045-903-3098) 病床数：10床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22380,125.5 昭和大学横浜市北部病〒224-8503 一般       597（集３）第41号            平成28年10月 1日
     (386,125.9) 院 横浜市都筑区茅ケ崎中央３５－１精神        92 １床当たりの床面積：15.6㎡
     都医125 045-949-7000  (045-949-7117) 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：14床
     治療室名：３階ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23420,049.9 社会医療法人　ジャパ〒243-0433 一般       469（集３）第96号            平成28年 8月 1日
     (426,049.3) ンメディカルアライア海老名市河原口１３２０ 病床数：10床
     海医49 ンス　海老名総合病院046-233-1311  (046-232-8934) 治療室名：集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24500,005.4 川崎市立川崎病院 〒210-0013 一般       663（集３）第30号            平成28年10月 1日
     (506,005.8) 川崎市川崎区新川通１２－１ 一般（感染） １床当たりの床面積：16.7㎡
     川医5 044-233-5521              12 病床数：12床
     精神        38 治療室名：ＩＣＵ・ＣＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25500,415.5 ＡＯＩ国際病院 〒210-0822 一般       148（集３）第120号           平成29年12月 1日
     (506,415.9) 川崎市川崎区田町２－９－１ 療養       180 １床当たりの床面積：20.19㎡
     川医415 044-277-5511  (044-277-5568) 病床数：4床
     治療室名：集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料３　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)

   26510,112.6 社会医療法人財団石心〒212-0014 一般       326（集３）第112号           平成28年10月 1日
     幸医112 会　川崎幸病院 川崎市幸区大宮町３１－２７ 病床数：8床
     044-544-4611  (044-541-0127) 治療室名：特定集中治療室　６
     Ｆ
     病床数：8床
     治療室名：特定集中治療室　７
     Ｆ
     病床数：8床
     治療室名：特定集中治療室　８
     Ｆ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27520,001.9 独立行政法人労働者健〒211-0021 一般       610（集３）第89号            平成28年10月 1日
     (526,001.3) 康安全機構　関東労災川崎市中原区木月住吉町１－１ 病床数：6床
     中原医1 病院 044-411-3131  治療室名：２０００
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28520,010.0 日本医科大学武蔵小杉〒211-8533 一般       372（集３）第115号           平成28年10月 1日
     中原医10 病院 川崎市中原区小杉町１－３９６ 病床数：6床
     044-733-5181  治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29550,029.3 聖マリアンナ医科大学〒216-8511 一般     1,156（集３）第47号            平成28年10月 1日
     宮医29 病院 川崎市宮前区菅生２－１６－１ 精神        52 病床数：6床
     044-977-8111  治療室名：ＣＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30560,254.5 医療法人社団　三成会〒215-0026 一般       377（集３）第116号           平成29年 2月 1日
     (566,254.9) 　新百合ヶ丘総合病院川崎市麻生区古沢字都古２５５ １床当たりの床面積：27.55㎡
     麻医254 044-322-9991  (044-322-8688) 病床数：6床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31980,111.9 横浜市立市民病院 〒240-8555 一般       624（集３）第12号            平成28年10月 1日
     (986,111.3) 横浜市保土ケ谷区岡沢町５６ 一般（感染） 当該保険医療機関内に専任の小
     保医111 045-331-1961              26 児科医が常時配置されている
     病床数：10床
     治療室名：ＩＣＵ
     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：4床
     治療室名：ＣＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32990,002.8 独立行政法人国立病院〒245-8575 一般       470（集３）第14号            平成28年10月 1日
     (996,002.2) 機構　横浜医療センタ横浜市戸塚区原宿３－６０－２ 精神        40 当該保険医療機関内に専任の小
     戸医2 ー 045-851-2621  児科医が常時配置されている
     病床数：2床
     治療室名：ＩＣＵ
     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：6床
     治療室名：ＣＣＵ



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料４　医科］ 平成30年 3月29日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1210,466.9 医療法人　沖縄徳洲会〒247-8533 一般       619（集４）第4号             平成28年 6月 1日
     鎌医466 　湘南鎌倉総合病院 鎌倉市岡本１３７０－１ 当該保険医療機関内に広範囲熱
     0467-46-1717  (0467-45-0190) 傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     病床数：8床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2400,027.9 東海大学医学部付属病〒259-1193 一般       804（集４）第2号             平成28年 9月 1日
     (406,027.3) 院 伊勢原市下糟屋１４３ １床当たりの床面積：22.27㎡
     伊医27 0463-93-1121  (0463-94-9058) 当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     病床数：32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 ハイケアユニット入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月29日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,512.2 社会福祉法人恩賜財団〒230-0012 一般       510（ハイケア１）第21号      平成26年11月 1日
     (016,512.6) 済生会支部神奈川県済横浜市鶴見区下末吉３－６－１ 精神        50 当該治療室の病床数:6床
     鶴医512 生会　横浜市東部病院045-576-3000  (045-576-3525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2040,170.3 独立行政法人地域医療〒231-0023 一般       250（ハイケア１）第11号      平成26年 7月 1日
     (046,170.7) 機能推進機構　横浜中横浜市中区山下町２６８ 当該治療室の病床数:6床
     中区医170 央病院 045-641-1921  (045-681-9872)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3050,444.9 公立大学法人　横浜市〒232-0024 一般       676（ハイケア１）第33号      平成28年12月 1日
     (056,444.3) 立大学附属市民総合医横浜市南区浦舟町４－５７ 精神        50 当該治療室の病床数:10床
     南医444 療センター 045-261-5656  (045-231-1846)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4060,010.6 横浜保土ケ谷中央病院〒240-0066 一般       241（ハイケア１）第25号      平成27年10月 1日
     (066,010.0) 横浜市保土ケ谷区釜台町４３－１ 当該治療室の病床数:4床
     保医10 045-331-1251  当該治療室の病床数:4床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5060,363.9 聖隷横浜病院 〒240-8521 一般       300（ハイケア１）第37号      平成29年 7月 1日
     保医363 横浜市保土ケ谷区岩井町２１５ 当該治療室の病床数:8床
     045-715-3111  (045-715-3387)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6080,330.4 公立大学法人　横浜市〒236-0004 一般       632（ハイケア１）第7号       平成28年10月 1日
     (086,330.8) 立大学附属病院 横浜市金沢区福浦３－９ 結核        16 当該治療室の病床数:18床
     金医330 045-787-2800  (045-787-2931) 精神        26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7130,119.1 東海大学大磯病院 〒259-0198 一般       312（ハイケア１）第30号      平成28年10月 1日
     (133,002.6) 中郡大磯町月京２１－１ 当該治療室の病床数:8床
     中郡医119 0463-72-3211  (0463-72-2256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8140,150.4 神奈川県立足柄上病院〒258-0003 一般       290（ハイケア１）第17号      平成26年10月 1日
     (143,002.4) 足柄上郡松田町松田惣領８６６－その他       6 当該治療室の病床数:4床
     足上医150 １
     0465-83-0351  (0465-82-5377)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9190,009.1 国家公務員共済組合連〒238-8558 一般       732（ハイケア１）第9号       平成26年 7月 1日
     (196,009.5) 合会　横須賀共済病院横須賀市米が浜通１－１６ 精神        10 当該治療室の病床数:18床
     横須医9 0468-22-2710  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10190,221.2 横須賀市立市民病院 〒240-0195 一般       476（ハイケア１）第5号       平成27年 8月 1日
     (196,221.6) 横須賀市長坂１－３－２ 一般（感染） 当該治療室の病床数:12床
     横須医221 0468-56-3136  (046-858-1776)              6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11200,001.6 国家公務員共済組合連〒254-0047 一般       441（ハイケア１）第27号      平成29年 2月 1日
     平医1 合会　平塚共済病院 平塚市追分９－１１ 当該治療室の病床数:6床
     0463-32-1950  当該治療室の病床数:21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 ハイケアユニット入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月29日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   12200,145.1 平塚市民病院 〒254-0065 一般       410（ハイケア１）第14号      平成28年 7月 1日
     平医145 平塚市南原１－１９－１ 一般（感染） 当該治療室の病床数:10床
     0463-32-0015               6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13220,853.6 医療法人徳洲会　湘南〒251-0041 一般       419（ハイケア１）第24号      平成27年 5月 1日
     藤医853 藤沢徳洲会病院 藤沢市辻堂神台１－５－１ 当該治療室の病床数:13床
     0466-35-1177  (0466-35-1300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14230,081.2 小田原市立病院 〒250-8558 一般       417（ハイケア１）第13号      平成26年 9月 1日
     小医81 小田原市久野４６ 当該治療室の病床数:4床
     0465-34-3175  当該治療室の病床数:8床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15230,201.6 医療法人邦友会　小田〒250-0873 一般        97（ハイケア１）第12号      平成26年 8月 1日
     小医201 原循環器病院 小田原市矢作２９６－１ 当該治療室の病床数:7床
     0465-48-7211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16260,040.1 神奈川県厚生農業協同〒252-5188 一般       431（ハイケア１）第6号       平成28年 7月 1日
     (266,040.5) 組合連合会　相模原協相模原市緑区橋本２－８－１８ その他       6 当該治療室の病床数:7床
     相医40 同病院 042-772-4291  当該治療室の病床数:10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17260,212.6 北里大学病院 〒252-0375 一般     1,033（ハイケア１）第23号      平成27年 2月 1日
     (266,212.0) 相模原市南区北里１－１５－１ 当該治療室の病床数:8床
     相医212 042-778-8111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18280,048.0 秦野赤十字病院 〒257-0017 一般       320（ハイケア１）第28号      平成28年 9月 1日
     秦医48 秦野市立野台１－１ 当該治療室の病床数:6床
     0463-81-3721  (0463-82-4416)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19290,246.8 厚木市立病院 〒243-8588 一般       341（ハイケア１）第36号      平成30年 2月 1日
     厚医246 厚木市水引１－１６－３６ 一般（感染） 当該治療室の病床数:10床
     046-221-1570  (046-222-7836)              6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20290,294.8 医療法人　沖縄徳洲会〒243-8551 一般       253（ハイケア１）第31号      平成28年11月 1日
     厚医294 　湘南厚木病院 厚木市温水１１８－１ 当該治療室の病床数:10床
     046-223-3636  (046-223-3630)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21300,066.8 大和市立病院 〒242-0018 一般       403（ハイケア１）第41号      平成29年11月 1日
     (303,004.6) 大和市深見西８－３－６　 当該治療室の病床数:8床
     大和医66 046-260-0111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22320,454.2 神奈川県立がんセンタ〒241-0815 一般       415（ハイケア１）第4号       平成26年 5月 1日
     (326,454.6) ー 横浜市旭区中尾２－３－２ 当該治療室の病床数:24床
     旭医454 045-520-2222  (045-520-2202)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   23330,492.0 医療法人社団三喜会　〒226-0025 一般       199（ハイケア１）第18号      平成26年10月 1日
     緑医492 横浜新緑総合病院 横浜市緑区十日市場町１７２６－療養        37 当該治療室の病床数:8床
     ７
     045-984-2400  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24350,002.2 国家公務員共済組合連〒247-0005 一般       430（ハイケア１）第34号      平成29年 1月 1日
     (356,002.6) 合会　横浜栄共済病院横浜市栄区桂町１３２ 当該治療室の病床数:6床
     栄医2 045-891-2171  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25400,020.4 神奈川県厚生農業協同〒259-1187 一般       350（ハイケア１）第16号      平成26年 8月 1日
     伊医20 組合連合会　伊勢原協伊勢原市田中３４５ 当該治療室の病床数:6床
     同病院 0463-94-2111  (0463-96-1759)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26420,049.9 社会医療法人　ジャパ〒243-0433 一般       469（ハイケア１）第10号      平成26年 7月 1日
     (426,049.3) ンメディカルアライア海老名市河原口１３２０ 当該治療室の病床数:4床
     海医49 ンス　海老名総合病院046-233-1311  (046-232-8934)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27510,112.6 社会医療法人財団石心〒212-0014 一般       326（ハイケア１）第1号       平成27年 6月 1日
     幸医112 会　川崎幸病院 川崎市幸区大宮町３１－２７ 当該治療室の病床数:8床
     044-544-4611  (044-541-0127) 当該治療室の病床数:8床
     当該治療室の病床数:9床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28520,001.9 独立行政法人労働者健〒211-0021 一般       610（ハイケア１）第20号      平成29年 5月 1日
     (526,001.3) 康安全機構　関東労災川崎市中原区木月住吉町１－１ 当該治療室の病床数:8床
     中原医1 病院 044-411-3131  当該治療室の病床数:4床
     当該治療室の病床数:3床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29520,005.0 川崎市立井田病院 〒211-0035 一般       343（ハイケア１）第29号      平成28年 8月 1日
     (526,005.4) 川崎市中原区井田２－２７－１ 結核        40 当該治療室の病床数:8床
     中原医5 044-766-2188  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30520,122.3 聖マリアンナ医科大学〒211-0063 一般       138（ハイケア１）第35号      平成29年 1月 1日
     中原医122 東横病院 川崎市中原区小杉町３－４３５ 当該治療室の病床数:6床
     044-722-2121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31531,027.1 帝京大学医学部附属溝〒213-8507 一般       400（ハイケア１）第38号      平成29年 7月 1日
     高津医1027 口病院 川崎市高津区二子５－１－１ 当該治療室の病床数:8床
     044-844-3333  (044-844-3201)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32540,256.5 川崎市立多摩病院 〒214-8525 一般       376（ハイケア１）第39号      平成29年 7月 1日
     (546,256.9) 川崎市多摩区宿河原１－３０－３ 当該治療室の病床数:10床
     多医256 ７
     044-933-8111  (044-930-5181)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33550,029.3 聖マリアンナ医科大学〒216-8511 一般     1,156（ハイケア１）第32号      平成28年11月 1日
     宮医29 病院 川崎市宮前区菅生２－１６－１ 精神        52 当該治療室の病床数:8床
     044-977-8111  



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29日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   34980,258.8 横浜市立脳卒中・神経〒235-0012 一般       300（ハイケア１）第40号      平成29年 7月 1日
     (986,258.2) 脊椎センター 横浜市磯子区滝頭１－２－１ 当該治療室の病床数:6床
     磯医258 045-753-2500  (045-753-2904)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35980,582.1 横浜市立みなと赤十字〒231-8682 一般       584（ハイケア１）第15号      平成26年 9月 1日
     (986,582.5) 病院 横浜市中区新山下３－１２－１ 精神        50 当該治療室の病床数:8床
     中区医582 045-628-6100  (045-628-6101)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36991,004.3 独立行政法人国立病院〒252-0392 一般       458（ハイケア１）第2号       平成26年 5月 1日
     相医4 機構　相模原病院 相模原市南区桜台１８－１ 当該治療室の病床数:4床
     042-742-8311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 ハイケアユニット入院医療管理料２　医科］ 平成30年 3月29日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1260,212.6 北里大学病院 〒252-0375 一般     1,033（ハイケア２）第34号      平成27年 7月 1日
     (266,212.0) 相模原市南区北里１－１５－１ 当該治療室の病床数:6床
     相医212 042-778-8111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


