
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 小児入院医療管理料２　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)

    10312356  一般財団法人太田綜合〒963-8558 一般     1,036（小入２）第17号          平成25年 4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 加減算区分:加算
     院 024-925-1188  (024-925-7791) 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     45床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20116930  公立大学法人福島県立〒960-1295 一般       713（小入２）第18号          平成29年 6月 1日
     (0133063  ) 医科大学附属病院 福島市光が丘１ 精神        49 加減算区分:加算
     024-547-1111  (024-547-1995) 結核        14 病棟種別：一般
     一般（感染） 病床区分：特定
                  2 小児入院医療管理病室病床数：
     23床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     加減算区分:加算
     病棟種別：一般
     病床区分：特定
     小児入院医療管理病室病床数：
     36床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児入院医療管理料３　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)

    10411497  いわき市立総合磐城共〒973-8555 一般       709（小入３）第31号          平成29年 4月 1日
     (0430576  ) 立病院 いわき市内郷御厩町久世原１６ 一般（感染） 病棟種別：一般
     0246-26-3151  (0246-26-2224)              6 病床区分：一般
     結核        46 小児入院医療管理病室病床数：
     精神    49床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20210246  竹田綜合病院 〒965-8585 一般       693（小入３）第35号          平成24年10月 1日
     (0230240  ) 会津若松市山鹿町３－２７ 精神       144 加減算区分:加算
     0242-27-5511  (0242-27-5670) 病棟種別：一般
     
     小児入院医療管理病室病床数：
     32床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30118035  一般財団法人　大原記〒960-8611 一般       353（小入３）第36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 加減算区分:加算
     024-526-0300  (024-526-0342) 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     20床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40317074  公益財団法人　星総合〒963-8501 一般       430（小入３）第37号          平成29年 4月 1日
     (0334356  ) 病院 郡山市向河原町１５９－１ 加減算区分:加算
     024-983-5511  (024-983-5588) 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     36床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児入院医療管理料４　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)

    10710021  公立岩瀬病院 〒962-8503 一般       273（小入４）第43号          平成29年 4月 1日
     須賀川市北町２０ 一般（感染） 加減算区分:加算
     0248-75-3111  (0248-73-2417)              6 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     
     小児入院医療管理病室病床数：
     47床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20511429  福島県厚生農業協同組〒961-0005 一般       455（小入４）第44号          平成28年 1月 1日
     合連合会白河厚生総合白河市豊地上弥次郎２－１ 一般（感染） 加減算区分:加算
     病院 0248-22-2211  (0248-22-2218)              4 病棟種別：一般
     結核        12 病床区分：一般
     
     小児入院医療管理病室病床数：
     28床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30316860  公益財団法人　湯浅報〒963-8585 一般       305（小入４）第45号          平成30年 2月 1日
     (0334232  ) 恩会　寿泉堂綜合病院郡山市駅前１－１－１７ 加減算区分:加算
     024-932-6363  (024-939-3303) 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     26床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児入院医療管理料５　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)

    12011154  公立藤田総合病院 〒969-1793 一般       299（小入５）第4号           平成22年 4月 1日
     (2030515  ) 伊達郡国見町大字塚野目字三本木結核        12 加減算区分:加算
     １４ 病棟種別：一般
     024-585-2121  (024-585-5892) 病床区分：一般
     
     小児入院医療管理病室病床数：
     10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20310822  福島県総合療育センタ〒963-8041 一般        90（小入５）第14号          平成18年 4月 1日
     (0331923  ) ー 郡山市富田町字上ノ台４－１ 加減算区分:加算
     024-951-0250  (024-951-0143) 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


