
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28日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1511,037,3 日本赤十字社栃木県支〒326-0843 一般       500（救１）第8号             平成25年 4月 1日
     足医1037 部足利赤十字病院 足利市五十部町２８４番地１ 結核        15 加減算区分:加算あり
     0284-21-0121  (0284-22-0225) 精神        40 当該治療室の病床数：30床
     １床当たりの床面積：16.4㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2511,039,9 那須赤十字病院 〒324-8686 一般       454（救１）第7号             平成27年 6月 1日
     (513,007,0) 大田原市中田原１０８１番地４ 一般（感染） 当該治療室の病床数：22床
     大医1039 0287-23-1122  (0287-23-3004)              6 １床当たりの床面積：10.68㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3621,011,5 済生会宇都宮病院 〒321-0974 一般       644（救１）第1号             平成25年 4月 1日
     (013,133,9) 宇都宮市竹林町９１１－１ 加減算区分:加算あり
     宇医1011 028-626-5500  (028-626-5594) 当該治療室の病床数：9床
     １床当たりの床面積：18.99㎡
     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28日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1521,007,4 自治医科大学附属病院〒329-0498 一般     1,075（救３）第3号             平成24年 4月 1日
     河医1007 下野市薬師寺３３１１－１ 精神        56 加減算区分:加算あり
     0285-44-2111  (0285-40-6016) 一般（感染） 当該治療室の病床数：30床
                  1 １床当たりの床面積：11.98㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2521,017,3 獨協医科大学病院 〒321-0293 一般     1,125（救３）第1号             平成24年 4月 1日
     下医1017 下都賀郡壬生町大字北小林８８０精神        42 加減算区分:加算あり
     0282-86-1111  (0282-86-4775) 当該治療室の病床数：20床
     １床当たりの床面積：17.86㎡
     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４　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)

    1521,017,3 獨協医科大学病院 〒321-0293 一般     1,125（救４）第1号             平成28年 6月 1日
     下医1017 下都賀郡壬生町大字北小林８８０精神        42 加減算区分:加算あり
     0282-86-1111  (0282-86-4775) 当該治療室の病床数：7床
     １床当たりの床面積：16㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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28日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1511,039,9 那須赤十字病院 〒324-8686 一般       454（集１）第1号             平成28年10月 1日
     (513,007,0) 大田原市中田原１０８１番地４ 一般（感染） １床当たりの床面積：21.15㎡
     大医1039 0287-23-1122  (0287-23-3004)              6 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３　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)

    1521,007,4 自治医科大学附属病院〒329-0498 一般     1,075（集３）第31号            平成28年10月 1日
     河医1007 下野市薬師寺３３１１－１ 精神        56 病床数：14床
     0285-44-2111  (0285-40-6016) 一般（感染） 治療室名：ＩＣＵ
                  1 病床数：10床
     治療室名：ＣＣＵ
     １床当たりの床面積：21.1㎡
     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：ＰＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2521,017,3 獨協医科大学病院 〒321-0293 一般     1,125（集３）第33号            平成28年10月 1日
     下医1017 下都賀郡壬生町大字北小林８８０精神        42 １床当たりの床面積：15.83㎡
     0282-86-1111  (0282-86-4775) 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：12床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3521,018,1 国際医療福祉大学病院〒329-2763 一般       353（集３）第28号            平成28年10月 1日
     那塩医1018 那須塩原市井口５３７－３ 病床数：8床
     0287-37-2221  (0287-39-3001) 治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4621,011,5 済生会宇都宮病院 〒321-0974 一般       644（集３）第32号            平成28年 8月 1日
     (013,133,9) 宇都宮市竹林町９１１－１ １床当たりの床面積：15.86㎡
     宇医1011 028-626-5500  (028-626-5594) 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：16床
     治療室名：３階北病棟（ＩＣＵ
     ／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 ハイケアユニット入院医療管理料１　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)

    1051,002,3 上都賀総合病院 〒322-8550 一般       302（ハイケア１）第2号       平成26年 4月 1日
     (053,014,2) 鹿沼市下田町１－１０３３ 精神        50 当該治療室の病床数:4床
     鹿医1002 0289-64-2161  (0289-64-2468)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2081,111,6 新小山市民病院 〒323-0827 一般       300（ハイケア１）第7号       平成28年 7月 1日
     小医81111 小山市大字神鳥谷２２５１番地１ 当該治療室の病床数:12床
     0285-36-0200  (0285-36-0300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3511,037,3 日本赤十字社栃木県支〒326-0843 一般       500（ハイケア１）第6号       平成26年 9月 1日
     足医1037 部足利赤十字病院 足利市五十部町２８４番地１ 結核        15 当該治療室の病床数:7床
     0284-21-0121  (0284-22-0225) 精神        40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4511,039,9 那須赤十字病院 〒324-8686 一般       454（ハイケア１）第1号       平成26年 4月 1日
     (513,007,0) 大田原市中田原１０８１番地４ 一般（感染） 当該治療室の病床数:8床
     大医1039 0287-23-1122  (0287-23-3004)              6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5711,004,1 独立行政法人国立病院〒320-8580 一般       344（ハイケア１）第5号       平成26年10月 1日
     宇医1004 機構栃木医療センター宇都宮市中戸祭１－１０－３７ 一般（感染） 当該治療室の病床数:4床
     028-622-5241  (028-625-2718)              6 当該治療室の病床数:4床
     当該治療室の病床数:4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２　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)

    1041,048,9 佐野厚生総合病院 〒327-8511 一般       376（ハイケア２）第2号       平成26年10月 1日
     佐医1048 佐野市堀米町１７２８番地 精神        51 当該治療室の病床数:4床
     0283-22-5222  (0283-22-8252) 療養       100
     一般（感染）
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


