
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 小児入院医療管理料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)

    1521,007,4 自治医科大学附属病院〒329-0498 一般     1,075（小入１）第3号           平成28年11月 1日
     河医1007 下野市薬師寺３３１１－１ 精神        56 病棟種別：一般
     0285-44-2111  (0285-40-6016) 一般（感染） 病床区分：一般
                  1 年間小児緊急入院患者数：1247
     小児入院医療管理病室病床数：
     38床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：1247
     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
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：1247
     小児入院医療管理病室病床数：
     38床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2521,017,3 獨協医科大学病院 〒321-0293 一般     1,125（小入１）第4号           平成29年 2月 1日
     下医1017 下都賀郡壬生町大字北小林８８０精神        42 病棟種別：一般
     0282-86-1111  (0282-86-4775) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     32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 小児入院医療管理料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)

    1521,018,1 国際医療福祉大学病院〒329-2763 一般       353（小入２）第1号           平成22年 4月 1日
     那塩医1018 那須塩原市井口５３７－３ 小児入院医療管理病室病床数：
     0287-37-2221  (0287-39-3001) 21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

平成30年 3月 1日 小児入院医療管理料３　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)

    1511,001,9 芳賀赤十字病院 〒321-4306 一般       368（小入３）第15号          平成27年 4月 1日
     真医1001 真岡市台町２４６１ 一般（感染） 小児入院医療管理病室病床数：
     0285-82-2195  (0285-84-3332)              1 38床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2621,011,5 済生会宇都宮病院 〒321-0974 一般       644（小入３）第2号           平成16年 4月 1日
     (013,133,9) 宇都宮市竹林町９１１－１ 病棟種別：一般
     宇医1011 028-626-5500  (028-626-5594) 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：558
     小児入院医療管理病室病床数：
     51床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     急性期看護補助体制加算:25対
     １（看護補助者５割未満）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児入院医療管理料４　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)

    1041,048,9 佐野厚生総合病院 〒327-8511 一般       376（小入４）第21号          平成28年 8月 1日
     佐医1048 佐野市堀米町１７２８番地 精神        51 加減算区分:加算
     0283-22-5222  (0283-22-8252) 療養       100 小児入院医療管理病室病床数：
     一般（感染） 32床
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2081,111,6 新小山市民病院 〒323-0827 一般       300（小入４）第24号          平成29年 4月 1日
     小医81111 小山市大字神鳥谷２２５１番地１ 病棟種別：一般
     0285-36-0200  (0285-36-0300) 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：69
     小児入院医療管理病室病床数：
     15床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3511,037,3 日本赤十字社栃木県支〒326-0843 一般       500（小入４）第25号          平成29年 6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 病棟種別：一般
     0284-21-0121  (0284-22-0225) 精神        40 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     21床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4511,039,9 那須赤十字病院 〒324-8686 一般       454（小入４）第20号          平成28年 3月 1日
     (513,007,0) 大田原市中田原１０８１番地４ 一般（感染） 小児入院医療管理病室病床数：
     大医1039 0287-23-1122  (0287-23-3004)              6 16床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5711,004,1 独立行政法人国立病院〒320-8580 一般       344（小入４）第11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） 病棟種別：一般
     028-622-5241  (028-625-2718)              6 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     28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 小児入院医療管理料５　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)

    1101,028,8 なす療育園 〒324-0011 一般        55（小入５）第9号           平成18年 4月 1日
     大医1028 大田原市北金丸２６００番地７ 病棟種別：一般
     0287-20-5100  (0287-20-5121) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     55床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2611,115,6 とちぎリハビリテーシ〒320-8503 一般       120（小入５）第10号          平成18年 4月 1日
     宇医1115 ョンセンター 宇都宮市駒生町３３３７番地１ 病棟種別：一般
     028-623-6101  (028-623-6151) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     80床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3721,002,3 独立行政法人国立病院〒329-1193 一般       350（小入５）第11号          平成18年 4月 1日
     河医1002 機構宇都宮病院 宇都宮市下岡本町２１６０ 結核        30 年間小児緊急入院患者数：1
     028-673-2111  (028-673-6148)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 回復期リハビリテーション病棟入院料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)

    1011,043,6 うつのみや病院 〒321-0143 一般       199（回１）第1号             平成28年 7月 1日
     宇医1043 宇都宮市南高砂町１１－１７ 療養        46 体制強化加算:加算２
     028-653-1001  (028-653-1514) 病棟面積のうち１床当たり:17
     ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.4㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:46床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011,332,3 宇都宮リハビリテーシ〒321-0982 療養        96（回１）第2号             平成28年11月 1日
     宇医1332 ョン病院 宇都宮市御幸ケ原町４３番２ リハビリテーション充実加算：
     028-662-6789  (028-660-1041) 有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:55床
     体制強化加算:加算１
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟数:1棟
     病床数:41床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3161,017,8 石橋総合病院 〒329-0502 一般       136（回１）第9号             平成29年12月 1日
     野医161017 下野市下古山１丁目１５－４ 療養        49 病棟面積のうち１床当たり:21.
     0285-53-1134  (0285-53-3957) 54㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.02㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:42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 回復期リハビリテーション病棟入院料１　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)

    4211,029,3 藤井脳神経外科病院 〒329-1105 一般        56（回１）第7号             平成29年 5月 1日
     河医1029 宇都宮市中岡本町４６１番地１ 療養        57 体制強化加算:加算１
     028-673-6211  (028-673-2115) 病棟面積のうち１床当たり:18.
     51㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.78㎡
     病室に隣接する廊下幅:2ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     病棟数:1棟
     病床数:57床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5211,042,6 新上三川病院 〒329-0611 一般        38（回１）第3号             平成26年10月 1日
     河医1042 河内郡上三川町上三川２３６０ 療養       171 体制強化加算:加算１
     0285-56-7111  (0285-56-7165) 病棟面積のうち１床当たり:19.
     91㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.56㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟数:1棟
     病床数:57床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:19.
     91㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.56㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟数:1棟
     病床数:57床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:19.
     91㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.56㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟数:1棟
     病床数:57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 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月28日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    6231,065,3 リハビリテーション花〒329-0112 一般        79（回１）第8号             平成29年 6月 1日
     下医1065 の舎病院 下都賀郡野木町南赤塚１１９６－療養        35 体制強化加算:加算１
     １ 病棟面積のうち１床当たり:22.
     0280-57-1200  (0280-57-2480) 1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:52床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7251,064,1 栃木県医師会塩原温泉〒329-2921 一般        99（回１）第5号             平成29年10月 1日
     那医1064 病院 那須塩原市塩原１３３３ 療養       100 病棟面積のうち１床当たり:25.
     0287-32-4111  (0287-32-4226) 31㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.06㎡
     病室に隣接する廊下幅:3ｍ
     病床数:49床
     病棟面積のうち１床当たり:25.
     29㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.06㎡
     病室に隣接する廊下幅:3ｍ
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8521,021,5 国際医療福祉大学塩谷〒329-2145 一般       196（回１）第6号             平成26年12月 1日
     矢医1021 病院 矢板市富田７７番地 療養        44 病棟面積のうち１床当たり:17.
     0287-44-1155  (0287-43-9822) 35㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.57㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.15ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:46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 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月28日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1031,071,3 とちぎメディカルセン〒328-0071 一般       128（回２）第21号            平成29年 2月 1日
     木医1071 ターとちのき 栃木市大町３９番５号 療養       122 病室部分の面積のうち１床当た
     0282-22-7722  (0282-22-7509) り:6.4㎡
     リハビリテーション充実加算：
     無
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟数:1棟
     病床数:36床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2211,029,3 藤井脳神経外科病院 〒329-1105 一般        56（回２）第12号            平成22年 4月 1日
     河医1029 宇都宮市中岡本町４６１番地１ 療養        57 重症患者回復病棟加算:加算
     028-673-6211  (028-673-2115) 病棟面積のうち１床当たり:6.5
     5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.55㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:57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 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月28日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    3231,065,3 リハビリテーション花〒329-0112 一般        79（回２）第3号             平成22年 4月 1日
     下医1065 の舎病院 下都賀郡野木町南赤塚１１９６－療養        35 病棟面積のうち１床当たり:23.
     １ 1㎡
     0280-57-1200  (0280-57-2480) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.7㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:35床
     病棟面積のうち１床当たり:23.
     1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.7㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:27床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4251,064,1 栃木県医師会塩原温泉〒329-2921 一般        99（回２）第18号            平成29年 3月 1日
     那医1064 病院 那須塩原市塩原１３３３ 療養       100 病棟面積のうち１床当たり:24.
     0287-32-4111  (0287-32-4226) 81㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.06㎡
     病室に隣接する廊下幅:3ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病床数:50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 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月28日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    5511,037,3 日本赤十字社栃木県支〒326-0843 一般       500（回２）第19号            平成25年12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 病棟面積のうち１床当たり:14.
     0284-21-0121  (0284-22-0225) 精神        40 45㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.09㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6611,115,6 とちぎリハビリテーシ〒320-8503 一般       120（回２）第7号             平成29年 6月 1日
     宇医1115 ョンセンター 宇都宮市駒生町３３３７番地１ 病棟面積のうち１床当たり:38.
     028-623-6101  (028-623-6151) 55㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.68㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40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 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 3月28日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1061,015,3 日光野口病院 〒321-1424 療養       120（回３）第29号            平成26年10月 1日
     日医1015 日光市野口４４５番地 病棟面積のうち１床当たり:20.
     0288-50-3111  (0288-50-3112) 98㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.06㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.81ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:28床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2121,022,7 那須脳神経外科病院 〒325-0014 一般        50（回３）第24号            平成26年 9月 1日
     黒医1022 那須塩原市野間字神沼４５３－１療養        50 病棟面積のうち１床当たり:22.
     ４ 7㎡
     0287-62-5500  (0287-62-5505) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.75㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.5ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3511,001,9 芳賀赤十字病院 〒321-4306 一般       368（回３）第31号            平成28年 9月 1日
     真医1001 真岡市台町２４６１ 一般（感染） 病床数:20床
     0285-82-2195  (0285-84-3332)              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

平成30年 3月 1日 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月28日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011,112,9 鷲谷病院 〒321-0346 一般        51（地包ケア１）第20号      平成29年 1月 1日
     宇医1112 宇都宮市下荒針町３６１８ 療養        59 地域包括ケア入院医療管理料１
     028-648-3851  (028-648-0222) 当該病棟区分:一般
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
     当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:8床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2021,096,2 本庄記念病院 〒326-0831 一般        54（地包ケア１）第7号       平成26年10月 1日
     足医1096 足利市堀込町２８５９番地 療養        38 地域包括ケア入院医療管理料１
     0284-73-1199  (0284-73-1198) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3031,071,3 とちぎメディカルセン〒328-0071 一般       128（地包ケア１）第18号      平成28年 5月 1日
     木医1071 ターとちのき 栃木市大町３９番５号 療養       122 地域包括ケア病棟入院料１
     0282-22-7722  (0282-22-7509) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:36床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4031,086,1 とちぎメディカルセン〒329-4498 一般       301（地包ケア１）第19号      平成28年 8月 1日
     木医31086 ターしもつが 栃木市大平町川連４２０番地１ 一般（感染） 地域包括ケア病棟入院料１
     0282-22-2551  (0282-24-1631)              6 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:44床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5041,048,9 佐野厚生総合病院 〒327-8511 一般       376（地包ケア１）第23号      平成30年 3月 1日
     佐医1048 佐野市堀米町１７２８番地 精神        51 地域包括ケア病棟入院料１
     0283-22-5222  (0283-22-8252) 療養       100 当該病棟区分:療養
     一般（感染） 病棟入院料病床数:50床
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月28日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    6041,049,7 佐野市民病院 〒327-0317 一般 （地包ケア１）第2号       平成27年 1月 1日
     佐医1049 佐野市田沼町１８３２番地１ 　　一般   164 地域包括ケア病棟入院料１
     0283-62-5111  (0283-62-0811) 療養 当該病棟区分:一般
     　　療養    94 病棟入院料病床数:50床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7051,002,3 上都賀総合病院 〒322-8550 一般       302（地包ケア１）第1号       平成26年 4月 1日
     (053,014,2) 鹿沼市下田町１－１０３３ 精神        50 地域包括ケア病棟入院料１
     鹿医1002 0289-64-2161  (0289-64-2468) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:48床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8051,014,8 御殿山病院 〒322-0068 一般        55（地包ケア１）第22号      平成30年 2月 1日
     鹿医1014 鹿沼市今宮町１６８２－２ 療養       144 地域包括ケア入院医療管理料１
     0289-64-2131  (0289-64-2194) 当該病床届出病棟区分:療養
     入院医療管理料病床数:20床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9061,023,7 獨協医科大学日光医療〒321-2593 一般 （地包ケア１）第14号      平成26年11月 1日
     日医1023 センター 日光市高徳６３２番地 　　一般   199 地域包括ケア入院医療管理料１
     0288-76-1515  (0288-76-1611) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:10床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月28日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   10081,077,9 小山整形外科内科 〒323-0826 一般        60（地包ケア１）第13号      平成26年11月 1日
     小医1077 小山市大字雨ケ谷７５３番地 地域包括ケア入院医療管理料１
     0285-31-1331  (0285-31-1322) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:20床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11081,111,6 新小山市民病院 〒323-0827 一般       300（地包ケア１）第16号      平成28年 1月 1日
     小医81111 小山市大字神鳥谷２２５１番地１ 地域包括ケア病棟入院料１
     0285-36-0200  (0285-36-0300) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:44床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12091,010,8 福田記念病院 〒321-4361 一般       138（地包ケア１）第17号      平成28年 3月 1日
     真医1010 真岡市並木町３－１０－６ 療養        48 地域包括ケア入院医療管理料１
     0285-84-1171  (0285-84-1173) 病棟入院料病床数:16床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13101,013,0 那須中央病院 〒324-0036 一般        96（地包ケア１）第4号       平成26年 9月 1日
     大医1013 大田原市下石上１４５３ 療養        73 地域包括ケア病棟入院料１
     0287-29-2121  (0287-29-2501) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:48床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14121,006,0 菅間記念病院 〒325-0046 一般       259（地包ケア１）第11号      平成26年11月 1日
     黒医1006 那須塩原市大黒町２－５ 療養        60 地域包括ケア病棟入院料１
     0287-62-0733  (0287-63-9357) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:60床
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15161,017,8 石橋総合病院 〒329-0502 一般       136（地包ケア１）第21号      平成29年 9月 1日
     野医161017 下野市下古山１丁目１５－４ 療養        49 地域包括ケア入院医療管理料１
     0285-53-1134  (0285-53-3957) 当該病棟区分:療養
     病棟入院料病床数:10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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月28日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   16221,007,7 西方病院 〒322-0601 一般        93（地包ケア１）第15号      平成27年 3月 1日
     上医1007 栃木市西方町金崎２７３－３ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0282-92-2323  (0282-92-7913) 病棟入院料病床数:21床
     当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:21床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17231,020,8 野木病院 〒329-0101 一般        52（地包ケア１）第6号       平成28年 6月 1日
     下医1020 下都賀郡野木町友沼５３２０－２ 地域包括ケア病棟入院料１
     0280-57-1011  (0280-57-1012) 病棟入院料病床数:52床
     当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:52床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18231,050,5 小金井中央病院 〒329-0414 一般        85（地包ケア１）第12号      平成26年11月 1日
     下医1050 下野市小金井２－４－３ 療養        50 地域包括ケア病棟入院料１
     0285-44-7000  (0285-44-7005) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:43床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19261,020,1 黒須病院 〒329-1395 一般       144（地包ケア１）第10号      平成26年10月 1日
     塩医1020 さくら市氏家２６５０ 療養        46 地域包括ケア入院医療管理料１
     028-682-8811  (028-682-9499) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:17床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20721,002,3 独立行政法人国立病院〒329-1193 一般       350（地包ケア１）第9号       平成26年10月 1日
     河医1002 機構宇都宮病院 宇都宮市下岡本町２１６０ 結核        30 地域包括ケア病棟入院料１
     028-673-2111  (028-673-6148) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:60床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


