
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)

    102,1027,4 公益財団法人　脳血管〒372-0006 一般        90（脳卒中ケア）第3号       平成24年11月 1日
     伊医1027 研究所附属　美原記念伊勢崎市太田町３６６ 療養        99 当該治療室の病床数:3床
     病院 0270-24-3355  (0270-24-3359)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    210,1098,8 医療法人　中央群馬脳〒370-0001 一般        52（脳卒中ケア）第2号       平成22年 4月 1日
     高医1098 神経外科病院 高崎市中尾町６４－１ 療養        36 当該治療室の病床数:6床
     027-363-6161  (027-363-6620)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    310,1185,3 黒沢病院 〒370-1203 一般       130（脳卒中ケア）第4号       平成26年 8月 1日
     (10,3007,3) 高崎市矢中町村北１８７番地 当該治療室の病床数:12床
     高医1185 027-352-1166  (027-352-7925)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470,1001,6 国立大学法人群馬大学〒371-8511 一般       680（脳卒中ケア）第1号       平成21年 5月 1日
     (70,1001,2) 医学部附属病院 前橋市昭和町３－３９－１５ 一般（感染） 当該治療室の病床数:6床
     前医1002 027-220-7111  (027-220-7832)              2
     結核         9
     精神        40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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１　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)

    150,1004,2 群馬県立小児医療セン〒377-8577 一般       150（新１）第3号             平成26年10月 1日
     (50,1004,8) ター 渋川市北橘町下箱田７７９ 当該治療室の病床数:15
     勢医1014 0279-52-3551  (0279-52-2045) １床当たり床面積:12.29㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    124,1002,1 桐生厚生総合病院 〒376-0024 一般 （新２）第1号             平成26年 9月 1日
     (24,1009,2) 桐生市織姫町６－３ 　　一般   467 当該治療室の病床数:12
     桐医1002 0277-44-7171  (0277-44-7170) 一般（感染） １床当たり床面積:10.59㎡
     　　感染     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    225,1005,1 ＳＵＢＡＲＵ健康保険〒373-8585 一般       400（新２）第3号             平成26年10月 1日
     (25,1005,7) 組合太田記念病院 太田市大島町４５５－１ 一般（感染） 当該治療室の病床数:6
     太医1005 0276-55-2200  (0276-55-2205)              4 １床当たり床面積:11.04㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    370,1001,6 国立大学法人群馬大学〒371-8511 一般       680（新２）第2号             平成26年10月 1日
     (70,1001,2) 医学部附属病院 前橋市昭和町３－３９－１５ 一般（感染） 当該治療室の病床数:9
     前医1002 027-220-7111  (027-220-7832)              2 １床当たり床面積:7.1㎡
     結核         9
     精神        40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

    150,1004,2 群馬県立小児医療セン〒377-8577 一般       150（新回復）第3号           平成24年 2月 1日
     (50,1004,8) ター 渋川市北橘町下箱田７７９ 病床数:18
     勢医1014 0279-52-3551  (0279-52-2045) １床当たり床面積:4.89㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    270,1001,6 国立大学法人群馬大学〒371-8511 一般       680（新回復）第2号           平成22年 9月 1日
     (70,1001,2) 医学部附属病院 前橋市昭和町３－３９－１５ 一般（感染） 病床数:11
     前医1002 027-220-7111  (027-220-7832)              2 １床当たり床面積:4.4㎡
     結核         9
     精神        40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 一類感染症患者入院医療管理料　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)

    170,1001,6 国立大学法人群馬大学〒371-8511 一般       680（一類）第1号             平成23年 5月 1日
     (70,1001,2) 医学部附属病院 前橋市昭和町３－３９－１５ 一般（感染） 病床数:2床
     前医1002 027-220-7111  (027-220-7832)              2
     結核         9
     精神        40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 特殊疾患入院医療管理料　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)

    113,1002,4 公立富岡総合病院 〒370-2393 一般 （特入）第2号             平成16年 1月 1日
     (13,1002,0) 富岡市富岡２０７３－１ 　　一般   330 病棟種別:一般
     富医1002 0274-63-2111  (0274-64-3377) 一般 病床区分:一般
     　　一般     4 病床数:1
     一般 基本料区分:一般入院
     　　感染     4 病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病床数:1
     基本料区分:一般入院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


