
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

[福島県]

平成30年 5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 6月 1日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10411497  いわき市立総合磐城共〒973-8555 一般       709（ハイケア１）第2号       平成26年 6月 1日
     (0430576  ) 立病院 いわき市内郷御厩町久世原１６ 一般（感染） 当該治療室の病床数:12床
     0246-26-3151  (0246-26-2224)              6
     結核        46
     精神    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20211772  会津中央病院 〒965-8611 一般       713（ハイケア１）第8号       平成27年 8月 1日
     (0231123  ) 会津若松市鶴賀町１－１ 当該治療室の病床数:10床
     0242-25-1515  (0242-24-1529)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30317074  公益財団法人　星総合〒963-8501 一般       430（ハイケア１）第9号       平成29年 7月 1日
     (0334356  ) 病院 郡山市向河原町１５９－１ 当該治療室の病床数:8床
     024-983-5511  (024-983-5588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40210246  竹田綜合病院 〒965-8585 一般       693（ハイケア１）第11号      平成26年 7月 1日
     (0230240  ) 会津若松市山鹿町３－２７ 精神       144 当該治療室の病床数:20床
     0242-27-5511  (0242-27-5670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50110974  福島赤十字病院 〒960-8530 一般       303（ハイケア１）第12号      平成26年 7月 1日
     福島市入江町１１－３１ 一般（感染） 当該治療室の病床数:6床
     024-534-6101  (024-531-1721)              6
     精神        39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[福島県]

平成30年 5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 6月 1日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10211772  会津中央病院 〒965-8611 一般       713（脳卒中ケア）第1号       平成29年 5月 1日
     (0231123  ) 会津若松市鶴賀町１－１ 当該治療室の病床数:12床
     0242-25-1515  (0242-24-1529)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 新生児特定集中治療室管理料１　医科］ 平成30年 6月 1日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10312356  一般財団法人太田綜合〒963-8558 一般     1,036（新１）第14号            平成29年 1月 1日
     (0331501  ) 病院附属太田西ノ内病郡山市西ノ内２－５－２０ 精神        50 当該治療室の病床数:9
     院 024-925-1188  (024-925-7791) １床当たり床面積:20.1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[福島県]

平成30年 5月 1日 新生児特定集中治療室管理料２　医科］ 平成30年 6月 1日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10411497  いわき市立総合磐城共〒973-8555 一般       709（新２）第5号             平成26年 9月 1日
     (0430576  ) 立病院 いわき市内郷御厩町久世原１６ 一般（感染） 当該治療室の病床数:6
     0246-26-3151  (0246-26-2224)              6 １床当たり床面積:9.95㎡
     結核        46
     精神    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20210246  竹田綜合病院 〒965-8585 一般       693（新２）第16号            平成26年10月 1日
     (0230240  ) 会津若松市山鹿町３－２７ 精神       144 当該治療室の病床数:6
     0242-27-5511  (0242-27-5670) １床当たり床面積:14.75㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30118035  一般財団法人　大原記〒960-8611 一般       353（新２）第17号            平成30年 1月 1日
     (0133626  ) 念財団　大原綜合病院福島市上町６番１号 当該治療室の病床数:9
     024-526-0300  (024-526-0342) １床当たり床面積:9.88㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[福島県]

平成30年 5月 1日 総合周産期特定集中治療室管理料　医科］ 平成30年 6月 1日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10312356  一般財団法人太田綜合〒963-8558 一般     1,036（周）第9号               平成28年 2月 1日
     (0331501  ) 病院附属太田西ノ内病郡山市西ノ内２－５－２０ 精神        50 総合周産期特定集中治療室管理
     院 024-925-1188  (024-925-7791) 料１
     当該治療室の病床数:3
     １床当たり床面積:18.3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20116930  公立大学法人福島県立〒960-1295 一般       713（周）第19号              平成29年 4月 1日
     (0133063  ) 医科大学附属病院 福島市光が丘１ 精神        49 総合周産期特定集中治療室管理
     024-547-1111  (024-547-1995) 結核        14 料１
     一般（感染） 当該治療室の病床数:6
                  2 １床当たり床面積:23.48㎡
     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:8.92㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


