
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 脳卒中ケアユニット入院医療管理料　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)

    1081,111,6 新小山市民病院 〒323-0827 一般       300（脳卒中ケア）第1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:3床
     0285-36-0200  (0285-36-0300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児特定集中治療室管理料２　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)

    1511,001,9 芳賀赤十字病院 〒321-4306 一般       368（新２）第2号             平成26年10月 1日
     真医1001 真岡市台町２４６１ 一般（感染） 当該治療室の病床数:6
     0285-82-2195  (0285-84-3332)              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2511,039,9 那須赤十字病院 〒324-8686 一般       454（新２）第8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:3
     大医1039 0287-23-1122  (0287-23-3004)              6 １床当たり床面積:17.56㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3521,018,1 国際医療福祉大学病院〒329-2763 一般       353（新２）第6号             平成26年 6月 1日
     那塩医1018 那須塩原市井口５３７－３ 当該治療室の病床数:9
     0287-37-2221  (0287-39-3001) １床当たり床面積:34.73㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4621,011,5 済生会宇都宮病院 〒321-0974 一般       644（新２）第1号             平成26年 9月 1日
     (013,133,9) 宇都宮市竹林町９１１－１ 当該治療室の病床数:8
     宇医1011 028-626-5500  (028-626-5594) １床当たり床面積:11.3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 総合周産期特定集中治療室管理料　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)

    1521,007,4 自治医科大学附属病院〒329-0498 一般     1,075（周）第8号               平成26年10月 1日
     河医1007 下野市薬師寺３３１１－１ 精神        56 総合周産期特定集中治療室管理
     0285-44-2111  (0285-40-6016) 一般（感染） 料１
                  1 当該治療室の病床数:12
     １床当たり床面積:13.82㎡
     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:10.49㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2521,017,3 獨協医科大学病院 〒321-0293 一般     1,125（周）第4号               平成26年10月 1日
     下医1017 下都賀郡壬生町大字北小林８８０精神        42 総合周産期特定集中治療室管理
     0282-86-1111  (0282-86-4775) 料１
     当該治療室の病床数:10
     １床当たり床面積:15.6㎡
     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:9
     １床当たり床面積:9.08㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児治療回復室入院医療管理料　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)

    1511,001,9 芳賀赤十字病院 〒321-4306 一般       368（新回復）第6号           平成22年10月 1日
     真医1001 真岡市台町２４６１ 一般（感染） 病床数:6
     0285-82-2195  (0285-84-3332)              1 １床当たり床面積:5.36㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2511,039,9 那須赤十字病院 〒324-8686 一般       454（新回復）第8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） 病床数:6
     大医1039 0287-23-1122  (0287-23-3004)              6 １床当たり床面積:8.42㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3521,007,4 自治医科大学附属病院〒329-0498 一般     1,075（新回復）第5号           平成24年 4月 1日
     河医1007 下野市薬師寺３３１１－１ 精神        56 病床数:21
     0285-44-2111  (0285-40-6016) 一般（感染） １床当たり床面積:5.89㎡
                  1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4521,017,3 獨協医科大学病院 〒321-0293 一般     1,125（新回復）第1号           平成22年 4月 1日
     下医1017 下都賀郡壬生町大字北小林８８０精神        42 病床数:30
     0282-86-1111  (0282-86-4775) １床当たり床面積:5.12㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5521,018,1 国際医療福祉大学病院〒329-2763 一般       353（新回復）第2号           平成22年 4月 1日
     那塩医1018 那須塩原市井口５３７－３ 病床数:6
     0287-37-2221  (0287-39-3001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6621,011,5 済生会宇都宮病院 〒321-0974 一般       644（新回復）第4号           平成22年 6月 1日
     (013,133,9) 宇都宮市竹林町９１１－１ 病床数:10
     宇医1011 028-626-5500  (028-626-5594) １床当たり床面積:4.26㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


