
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 特殊疾患病棟入院料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)

    1081,046,6 小千谷さくら病院 〒947-0041 一般       110（特疾１）第5号           平成20年10月 1日
     小千谷市小粟田２７３２番地 療養        60 病棟名:第２病棟
     0258-83-2680  届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:50床
     病棟名:第３病棟
     届出に係る病棟病棟数:1棟
     届出に係る病棟病床数:60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 緩和ケア病棟入院料　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)

    1012,243,3 白根大通病院 〒950-1203 一般       105（緩）第9号               平成23年 4月 1日
     新潟市南区大通黄金４－１４－２療養       194 当該病棟総数病床数①:28床
     025-362-0260  (025-362-0272) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:39.2％
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2012,516,2 新潟県厚生農業協同組〒950-2022 一般       297（緩）第10号              平成23年 4月 1日
     合連合会　新潟医療セ新潟市西区小針３丁目２７番１１療養       107 当該病棟総数病床数①:20床
     ンター 号 当該病棟の特別の療養環境の提
     025-232-0111  (025-233-2234) 供に係る病床数の割合:50％
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3021,226,7 長岡西病院 〒940-2111 一般       120（緩）第1号               平成18年 4月 1日
     長岡市三ツ郷屋町３７１番地１ 療養       120 当該病棟総数病床数①:32床
     0258-27-8500  (0258-27-8509) 当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:50％
     当該病棟の面積１床当たり:34.
     1㎡
     病室部分の面積１床当たり:10.
     4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4171,063,2 南部郷厚生病院 〒959-1765 一般        70（緩）第8号               平成23年 4月 1日
     五泉市愛宕甲２９２５番地２ 療養        50 当該病棟総数病床数①:20床
     0250-58-6111  当該病棟の特別の療養環境の提
     供に係る病床数の割合:50％
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神科救急入院料１　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)

    1011,120,4 南浜病院 〒950-3102 精神       285（精救１）第2号           平成28年 4月 1日
     新潟市北区島見町４５４０番地 病棟数:1棟
     025-255-2121  病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2021,154,1 田宮病院 〒940-2135 精神       419（精救１）第1号           平成28年 2月 1日
     長岡市深沢町２３００ 療養        60 病棟数:1棟
     0258-46-3200  病床数:48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 精神科急性期治療病棟入院料１　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)

    1011,206,1 佐潟荘 〒950-2261 精神       240（精急１）第4号           平成18年11月 1日
     新潟市西区赤塚５５８８番地 病棟種別:精神
     025-239-2135  (025-239-3579) 病棟数:1棟
     病床数:28床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011,271,5 新潟信愛病院 〒950-2076 精神       430（精急１）第12号          平成29年 1月 1日
     新潟市西区上新栄町１丁目１番１ 病棟数:1棟
     号 病床数:32床
     025-269-4101  (025-260-4388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3012,180,7 新津信愛病院 〒956-0036 精神       210（精急１）第2号           平成18年 4月 1日
     新潟市秋葉区中村２７１番地 病棟種別:精神
     0250-22-2161  (0250-22-2466) 病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4021,114,5 新潟県立精神医療セン〒940-0015 精神       400（精急１）第11号          平成26年12月 1日
     ター 長岡市寿２丁目４番１号 病棟数:1棟
     0258-24-3930  (0258-24-3891) 病床数:46床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5031,219,0 三交病院 〒943-0000 精神       144（精急１）第10号          平成23年 4月 1日
     上越市大字塩屋３３７－１ 病棟種別:精神
     025-543-2624  (025-543-0415) 病棟数:1棟
     病床数:36床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6051,081,9 柏崎厚生病院 〒945-1341 一般        60（精急１）第1号           平成18年 4月 1日
     柏崎市大字茨目字二ツ池２０７１精神       240 病棟種別:精神
     番地１ 病棟数:1棟
     0257-22-0111  (0257-22-0112) 病床数:34床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7061,076,7 医療法人社団　有心会〒957-0014 精神       220（精急１）第14号          平成29年 5月 1日
     　有田病院 新発田市金谷１９７番地 病棟数:1棟
     0254-22-4009  (0254-22-4003) 病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8251,015,5 黒川病院 〒959-2805 精神       269（精急１）第9号           平成22年 7月 1日
     胎内市下館字大開１５２２番地 病棟種別:精神
     0254-47-2422  病棟数:1棟
     病床数:58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 児童・思春期精神科入院医療管理料　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)

    1021,114,5 新潟県立精神医療セン〒940-0015 精神       400（児春入）第2号           平成27年 4月 1日
     ター 長岡市寿２丁目４番１号
     0258-24-3930  (0258-24-3891)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

    1011,127,9 松浜病院 〒950-3121 精神       405（精療）第38号            平成30年 1月 1日
     新潟市北区松浜町３３９６番地 重症者加算１:有
     025-259-3241  病床数:120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011,151,9 河渡病院 〒950-0012 精神       443（精療）第28号            平成26年 4月 1日
     新潟市東区有楽１丁目１５番地１ 重症者加算１:有
     025-274-8211  (025-271-1384) 病床数:175
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011,206,1 佐潟荘 〒950-2261 精神       240（精療）第29号            平成26年 4月 1日
     新潟市西区赤塚５５８８番地 重症者加算１:有
     025-239-2135  (025-239-3579) 病床数:180
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4011,271,5 新潟信愛病院 〒950-2076 精神       430（精療）第41号            平成26年 4月 1日
     新潟市西区上新栄町１丁目１番１ 重症者加算１:有
     号 病床数:236
     025-269-4101  (025-260-4388)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5012,180,7 新津信愛病院 〒956-0036 精神       210（精療）第40号            平成26年 4月 1日
     新潟市秋葉区中村２７１番地 重症者加算１:有
     0250-22-2161  (0250-22-2466) 病床数:120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6012,312,6 白根緑ケ丘病院 〒950-1262 精神       275（精療）第39号            平成26年 4月 1日
     新潟市南区西白根４１番地 重症者加算１:有
     025-372-3105  病床数:275
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7012,645,9 末広橋病院 〒950-0041 精神       156（精療）第47号            平成28年 4月 1日
     新潟市東区臨港町二丁目２５番地療養        12 重症者加算１:有
     １ 療養        27 病棟名:５階病棟
     025-274-6311  (025-274-6368) 病床数:60
     病棟面積のうち患者１人当たり
     :21㎡
     病室部分にかかる病棟面積のう
     ち患者１人当たり:8.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8021,154,1 田宮病院 〒940-2135 精神       419（精療）第43号            平成26年 4月 1日
     長岡市深沢町２３００ 療養        60 重症者加算１:有
     0258-46-3200  病床数:228
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9021,327,3 三島病院 〒940-2302 一般        59（精療）第31号            平成26年 4月 1日
     長岡市藤川１７１３番地の８ 精神       282 重症者加算１:有
     0258-42-2311  病床数:60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10031,004,6 高田西城病院 〒943-0834 精神       270（精療）第32号            平成26年 4月 1日
     上越市西城町２丁目８番３０号 重症者加算１:有
     025-523-2139  (025-522-7035) 病床数:50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神療養病棟入院料　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)

   11031,219,0 三交病院 〒943-0000 精神       144（精療）第46号            平成26年 4月 1日
     上越市大字塩屋３３７－１ 重症者加算１:有
     025-543-2624  (025-543-0415) 病床数:108
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12041,163,8 大島病院 〒955-0094 精神       240（精療）第33号            平成26年 4月 1日
     三条市大島５１０３ 重症者加算１:有
     0256-34-1551  (0256-34-1581) 病床数:120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13051,081,9 柏崎厚生病院 〒945-1341 一般        60（精療）第34号            平成26年 4月 1日
     柏崎市大字茨目字二ツ池２０７１精神       240 重症者加算１:有
     番地１ 退院調整加算:有
     0257-22-0111  (0257-22-0112) 病床数:106
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14051,170,0 関病院 〒945-0826 精神       100（精療）第36号            平成26年 4月 1日
     柏崎市元城町１番４２号 重症者加算１:有
     0257-23-4314  (0257-21-0073) 病床数:46
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15061,076,7 医療法人社団　有心会〒957-0014 精神       220（精療）第35号            平成26年 4月 1日
     　有田病院 新発田市金谷１９７番地 重症者加算１:有
     0254-22-4009  (0254-22-4003) 病床数:120
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16121,015,3 村上はまなす病院 〒958-0024 精神       222（精療）第37号            平成26年 4月 1日
     村上市瀬波中町１２番１８号 重症者加算１:有
     0254-53-2890  (0254-53-6563) 病床数:108
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17241,003,4 五日町病院 〒949-7101 精神       196（精療）第44号            平成26年 4月 1日
     南魚沼市五日町２３７５ 重症者加算１:有
     025-776-3113  (025-776-3114) 病床数:160
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18251,015,5 黒川病院 〒959-2805 精神       269（精療）第42号            平成26年 4月 1日
     胎内市下館字大開１５２２番地 重症者加算１:有
     0254-47-2422  病床数:111
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


