
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)

    150,1004,2 群馬県立小児医療セン〒377-8577 一般       150（小入１）第20号          平成21年 1月 1日
     (50,1004,8) ター 渋川市北橘町下箱田７７９ 病棟種別：一般
     勢医1014 0279-52-3551  (0279-52-2045) 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：958
     小児入院医療管理病室病床数：
     91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)

    101,1003,7 独立行政法人地域医療〒371-0025 一般       333（小入２）第7号           平成29年 3月 1日
     (01,1003,3) 機能推進機構群馬中央前橋市紅雲町１－７－１３ 年間小児緊急入院患者数：1333
     前医1003 病院 027-221-8165  (027-224-1415) 小児入院医療管理病室病床数：
     60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    224,1002,1 桐生厚生総合病院 〒376-0024 一般 （小入２）第1号           平成22年10月 1日
     (24,1009,2) 桐生市織姫町６－３ 　　一般   467 病棟種別：一般
     桐医1002 0277-44-7171  (0277-44-7170) 一般（感染） 病床区分：一般
     　　感染     4 年間小児緊急入院患者数：735
     小児入院医療管理病室病床数：
     15床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    325,1005,1 ＳＵＢＡＲＵ健康保険〒373-8585 一般       400（小入２）第3号           平成24年 6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） 病棟種別：一般
     太医1005 0276-55-2200  (0276-55-2205)              4 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     25床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    470,1001,6 国立大学法人群馬大学〒371-8511 一般       680（小入２）第4号           平成28年 4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） 届出加算の区分：注２に規定す
     前医1002 027-220-7111  (027-220-7832)              2 る加算
     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 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)

    101,1001,1 前橋赤十字病院 〒371-0014 一般 （小入３）第6号           平成16年12月 1日
     (01,1001,7) 前橋市朝日町３－２１－３６ 　　一般   570 病棟種別：一般
     前医1001 027-224-4585  (027-243-3380) 一般 小児入院医療管理病室病床数：
     　　一般    16 58床
     一般（感染） 届出加算の区分：注２に規定す
     　　感染     6 る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202,1073,8 伊勢崎市民病院 〒372-0817 一般       490（小入３）第11号          平成28年 8月 1日
     (02,1012,2) 伊勢崎市連取本町１２番地１ 一般（感染） 病棟種別：一般
     伊医1073 0270-25-5022  (0270-25-5023)              4 小児入院医療管理病室病床数：
     35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)

    103,1036,3 利根中央病院 〒378-0012 一般       253（小入４）第24号          平成27年 9月 1日
     沼医1036 沼田市沼須町９１０番地１ 病棟種別：一般
     0278-22-4321  (0278-22-4393) 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：440
     小児入院医療管理病室病床数：
     15床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    212,1041,4 公立藤岡総合病院 〒375-8503 一般       410（小入４）第25号          平成29年11月 1日
     (12,3003,8) 藤岡市中栗須８１３番地１ 一般（感染） 病棟種別：一般
     藤医1041 0274-22-3311  (0274-24-3161)              4 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    313,1002,4 公立富岡総合病院 〒370-2393 一般 （小入４）第22号          平成26年 7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 小児入院医療管理病室病床数：
     一般 25床
     　　感染     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    424,1002,1 桐生厚生総合病院 〒376-0024 一般 （小入４）第3号           平成14年10月 1日
     (24,1009,2) 桐生市織姫町６－３ 　　一般   467 病棟種別：一般
     桐医1002 0277-44-7171  (0277-44-7170) 一般（感染） 病床区分：一般
     　　感染     4 年間小児緊急入院患者数：735
     小児入院医療管理病室病床数：
     39床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    570,1002,4 独立行政法人国立病院〒370-0829 一般       445（小入４）第18号          平成18年 4月 1日
     (70,1002,0) 機構高崎総合医療セン高崎市高松町３６ 一般（感染） 病棟種別：一般
     高医1001 ター 027-322-5901  (027-327-1826)              6 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     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 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      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1015,1 前橋協立病院 〒371-0811 一般       156（回１）第7号             平成26年11月 1日
     前医1015 前橋市朝倉町８２８－１ 療養        33 体制強化加算:加算１
     027-265-3511  (027-265-3629) 病棟面積のうち１床当たり:23.
     5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.4㎡
     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
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:51床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1035,9 公益財団法人　老年病〒371-0847 一般       139（回１）第10号            平成29年 5月 1日
     (01,1043,9) 研究所附属病院 前橋市大友町３－２６－８ 療養       114 病棟面積のうち１床当たり:32.
     前医1035 027-253-3311  (027-252-7575) 1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.01㎡
     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：
     無
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:56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      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    302,1027,4 公益財団法人　脳血管〒372-0006 一般        90（回１）第9号             平成27年 1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 病棟面積のうち１床当たり:24.
     病院 0270-24-3355  (0270-24-3359) 9㎡
     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:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     病棟面積のうち１床当たり:25.
     3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.2㎡
     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:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:49床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    403,1036,3 利根中央病院 〒378-0012 一般       253（回１）第13号            平成29年10月 1日
     沼医1036 沼田市沼須町９１０番地１ 体制強化加算:加算１
     0278-22-4321  (0278-22-4393) 病棟面積のうち１床当たり:25.
     8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.03㎡
     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：無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

    506,1012,7 角田病院 〒370-1133 一般        77（回１）第12号            平成29年10月 1日
     佐医1012 佐波郡玉村町上新田６７５－４ 療養        48 体制強化加算:加算１
     0270-65-7171  (0270-65-9829) 病棟面積のうち１床当たり:20.
     2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.3ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    610,1014,5 医療法人　博仁会　第〒370-0074 一般       148（回１）第5号             平成28年 4月 1日
     (10,1028,1) 一病院 高崎市下小鳥町１２７７ 療養        45 体制強化加算:加算２
     高医1014 027-362-1811  (027-362-1814) 病棟面積のうち１床当たり:19
     ㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.3㎡
     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
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:47床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    710,1024,4 医療法人　社団　日高〒370-0001 一般       287（回１）第4号             平成26年10月 1日
     (10,1025,7) 会　日高病院 高崎市中尾町８８６ 体制強化加算:加算１
     高医1024 027-362-6201  (027-362-8901) 病棟面積のうち１床当たり:22.
     8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.8㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:51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)

    810,1098,8 医療法人　中央群馬脳〒370-0001 一般        52（回１）第6号             平成26年10月 1日
     高医1098 神経外科病院 高崎市中尾町６４－１ 療養        36 病棟面積のうち１床当たり:27.
     027-363-6161  (027-363-6620) 77㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.63㎡
     病室に隣接する廊下幅:2ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:36床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    913,1020,6 公立　七日市病院 〒370-2343 一般       112（回１）第2号             平成26年10月 1日
     富医1020 富岡市七日市６４３ 療養        57 体制強化加算:加算１
     0274-62-5100  (0274-62-5211) 病棟面積のうち１床当たり:22.
     58㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.94㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.6ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     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１　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)

   1021,1013,4 公益社団法人群馬県医〒377-0541 一般        39（回１）第1号             平成26年10月 1日
     吾医1013 師会群馬リハビリテー吾妻郡中之条町大字上沢渡２１３療養        40 体制強化加算:加算１
     ション病院 ６ 療養       117 病棟面積のうち１床当たり:27.
     0279-66-2121  (0279-66-2900) 47㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.82㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     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:39床
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:57床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1125,1069,7 医療法人財団明理会　〒373-8513 一般       212（回１）第3号             平成26年 6月 1日
     (25,1017,2) イムス太田中央総合病太田市東今泉町８７５番地１ 療養       138 体制強化加算:加算１
     太医1069 院 0276-37-2378  (0276-37-1050) 病棟面積のうち１床当たり:26.
     65㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.14㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     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:55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     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1227,1012,3 医療法人　宏愛会　宏〒379-2305 一般        83（回１）第8号             平成28年 8月 1日
     新医1012 愛会第一病院 太田市六千石町９９－６３ 療養        40 体制強化加算:加算１
     0277-78-1555  (0277-78-1570) 病棟面積のうち１床当たり:35.
     25㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.92㎡
     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:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1328,1003,0 医療法人社団東郷会　〒376-0101 一般       168（回１）第11号            平成29年 4月 1日
     山医1003 恵愛堂病院 みどり市大間々町大間々５０４－療養       102 病棟面積のうち１床当たり:17.
     ６ 1㎡
     0277-73-2211  (0277-30-7712) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.89ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48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)

    101,1035,9 公益財団法人　老年病〒371-0847 一般       139（回２）第28号            平成29年10月 1日
     (01,1043,9) 研究所附属病院 前橋市大友町３－２６－８ 療養       114 病棟面積のうち１床当たり:44.
     前医1035 027-253-3311  (027-252-7575) 62㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:10.02㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     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:58床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1051,6 医療法人　積心会　富〒371-0014 一般        48（回２）第18号            平成22年 4月 1日
     前医1051 沢病院 前橋市朝日町４－１７－１ 療養        32 重症患者回復病棟加算:加算
     027-224-3955  (027-224-3902) 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:8.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:32床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    302,1031,6 医療法人　石井会　石〒372-0001 一般       188（回２）第23号            平成23年 5月 1日
     伊医1031 井病院 伊勢崎市波志江町１１５２ 病棟面積のうち１床当たり:16.
     0270-21-3111  (0270-21-3002) 16㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     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：無
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:43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     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    403,1012,4 医療法人　大誠会　内〒378-0005 一般        49（回２）第25号            平成26年 3月 1日
     沼医1012 田病院 沼田市久屋原町３４５－１ 療養        50 病棟面積のうち１床当たり:21.
     0278-23-1231  (0278-24-5315) 8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.2㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.95ｍ
     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:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    505,1006,1 医療法人　パテラ会　〒379-1308 一般        32（回２）第27号            平成28年11月 1日
     利医1006 月夜野病院 利根郡みなかみ町真庭３１６ 療養        40 病棟面積のうち１床当たり:16.
     0278-62-2011  (0278-62-2013) 3㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.85ｍ
     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:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    611,1022,6 渋川中央病院 〒377-0007 一般       103（回２）第20号            平成22年 5月 1日
     渋医1022 渋川市石原５０８－１ 療養        50 病棟面積のうち１床当たり:27.
     0279-25-1711  (0279-25-1712) 34㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.14㎡
     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:43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     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    712,1009,1 医療法人　社団　三思〒375-0024 一般       160（回２）第24号            平成24年 5月 1日
     (12,1005,5) 会　くすの木病院 藤岡市藤岡６０７－２２ 療養        54 病棟面積のうち１床当たり:8.1
     藤医1009 0274-24-3111  (0274-24-3110) 8㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.9㎡
     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:40床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    812,1011,7 医療法人　育生会　篠〒375-0017 一般        20（回２）第19号            平成22年 4月 1日
     藤医1011 塚病院 藤岡市篠塚１０５－１ 療養        54 重症患者回復病棟加算:加算
     0274-23-9261  (0274-24-1880) 療養        36 病棟面積のうち１床当たり:54.
     16㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.82㎡
     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:15床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    914,1006,3 医療法人済恵会　須藤〒379-0116 一般        89（回２）第16号            平成28年 9月 1日
     安医1006 病院 安中市安中３５３２－５ 療養        31 病棟面積のうち１床当たり:30.
     027-382-3131  (027-382-6568) 4㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.35㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.55ｍ
     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:41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     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1015,1002,9 榛名荘病院 〒370-3347 一般       120（回２）第29号            平成29年10月 1日
     (15,1002,5) 高崎市中室田町５９８９ 療養       111 病室部分の面積のうち１床当た
     群医1002 027-374-1135  (027-374-1139) り:12.67㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     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:40床
     （回２）第30号            平成29年10月 1日
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.96㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.9ｍ
     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:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:51床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1117,1026,4 医療法人　社団　日高〒370-2104 一般       104（回２）第11号            平成22年 4月 1日
     多医1026 会　日高リハビリテー高崎市吉井町馬庭２２０４ 重症患者回復病棟加算:加算
     ション病院 027-388-2005  (027-388-2007) 病棟面積のうち１床当たり:25.
     1㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     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:60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     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1226,1001,8 館林厚生病院 〒374-8533 一般 （回２）第17号            平成24年 8月 1日
     (26,1001,4) 館林市成島町２６２－１ 　　一般   323 病棟面積のうち１床当たり:25.
     館医1001 0276-72-3140  (0276-72-5445) 一般（感染） 2㎡
     　　感染     6 病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.41㎡
     病室に隣接する廊下幅:3ｍ
     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:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1326,1010,9 館林記念病院 〒374-0068 一般        76（回２）第2号             平成22年 6月 1日
     館医1010 館林市台宿町７－１８ 療養        28 病棟面積のうち１床当たり:23.
     0276-72-3155  (0276-74-1368) 27㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.92㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     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:28床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1427,1003,2 医療法人　社団　三思〒379-2311 一般       221（回２）第1号             平成26年 1月 1日
     (27,1001,2) 会　東邦病院 みどり市笠懸町阿左美１１５５ 療養       222 病棟面積のうち１床当たり:25.
     新医1003 0277-76-6311  (0277-76-6763) 48㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.35㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.78ｍ
     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:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:58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     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    112,1041,4 公立藤岡総合病院 〒375-8503 一般       410（回３）第25号            平成30年 1月 1日
     (12,3003,8) 藤岡市中栗須８１３番地１ 一般（感染） 病棟面積のうち１床当たり:22.
     藤医1041 0274-22-3311  (0274-24-3161)              4 89㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48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     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1003,7 独立行政法人地域医療〒371-0025 一般       333（地包ケア１）第26号      平成28年 6月 1日
     (01,1003,3) 機能推進機構群馬中央前橋市紅雲町１－７－１３ 地域包括ケア病棟入院料１
     前医1003 病院 027-221-8165  (027-224-1415) 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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1015,1 前橋協立病院 〒371-0811 一般       156（地包ケア１）第22号      平成28年 2月 1日
     前医1015 前橋市朝倉町８２８－１ 療養        33 地域包括ケア入院医療管理料１
     027-265-3511  (027-265-3629) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:32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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1084,7 上武呼吸器科内科病院〒371-0048 一般        60（地包ケア１）第40号      平成29年 9月 1日
     前医1084 前橋市田口町５８６－１ 療養        60 地域包括ケア入院医療管理料１
     027-232-5000  (027-232-5002) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,1230,6 善衆会病院 〒379-2115 一般       198（地包ケア１）第25号      平成28年 5月 1日
     前医1230 前橋市笂井町５４番地１ 地域包括ケア病棟入院料１
     027-261-5410  (027-261-5450) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:42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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502,1027,4 公益財団法人　脳血管〒372-0006 一般        90（地包ケア１）第34号      平成28年10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 地域包括ケア入院医療管理料１
     病院 0270-24-3355  (0270-24-3359) 当該病床届出病棟区分:療養
     入院医療管理料病床数:16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     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    603,1012,4 医療法人　大誠会　内〒378-0005 一般        49（地包ケア１）第3号       平成28年 9月 1日
     沼医1012 田病院 沼田市久屋原町３４５－１ 療養        50 地域包括ケア入院医療管理料１
     0278-23-1231  (0278-24-5315) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:12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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    703,1036,3 利根中央病院 〒378-0012 一般       253（地包ケア１）第37号      平成29年 3月 1日
     沼医1036 沼田市沼須町９１０番地１ 地域包括ケア病棟入院料１
     0278-22-4321  (0278-22-4393) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:42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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    805,1007,9 医療法人　社団　ほた〒378-0113 一般        55（地包ケア１）第36号      平成28年11月 1日
     利医1007 か会　ほたか病院 利根郡川場村大字生品１８６１ 療養       144 地域包括ケア入院医療管理料１
     0278-52-2141  (0278-52-3588) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:32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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    905,1008,7 上牧温泉病院 〒379-1311 一般        40（地包ケア１）第9号       平成27年 8月 1日
     利医1008 利根郡みなかみ町石倉１９８番地療養        36 地域包括ケア入院医療管理料１
     ２ 当該病床届出病棟区分:一般
     0278-72-5858  (0278-72-5857) 入院医療管理料病床数:25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     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1006,1004,4 鶴谷病院 〒370-0117 一般       228（地包ケア１）第29号      平成28年 7月 1日
     (06,1001,6) 伊勢崎市境百々４２１番地 一般         4 地域包括ケア病棟入院料１
     佐医1004 0270-74-0670  (0270-74-3775) 療養        88 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:42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
     当該病床届出病棟区分:一般
     地域包括ケア病棟入院料１
     当該病棟区分:療養
     病棟入院料病床数:42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
     地域包括ケア病棟入院料１
     当該病棟区分:療養
     病棟入院料病床数:46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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1106,1012,7 角田病院 〒370-1133 一般        77（地包ケア１）第27号      平成28年10月 1日
     佐医1012 佐波郡玉村町上新田６７５－４ 療養        48 地域包括ケア入院医療管理料１
     0270-65-7171  (0270-65-9829) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1210,1008,7 高崎中央病院 〒370-0043 一般        60（地包ケア１）第21号      平成28年 1月 1日
     高医1008 高崎市高関町４９８－１ 療養        59 地域包括ケア入院医療管理料１
     027-323-2665  (027-327-3860) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:16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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1310,1010,3 希望館病院 〒370-0046 一般        46（地包ケア１）第1号       平成26年 4月 1日
     高医1010 高崎市江木町１１２０ 療養        84 地域包括ケア入院医療管理料１
     027-322-4067  (027-322-7758) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:30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     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1410,1014,5 医療法人　博仁会　第〒370-0074 一般       148（地包ケア１）第44号      平成29年12月 1日
     (10,1028,1) 一病院 高崎市下小鳥町１２７７ 療養        45 地域包括ケア入院医療管理料１
     高医1014 027-362-1811  (027-362-1814) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:16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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1510,1018,6 医療法人　真木会　真〒370-0075 一般       150（地包ケア１）第10号      平成26年12月 1日
     高医1018 木病院 高崎市筑縄町７１－１ 地域包括ケア入院医療管理料１
     027-361-8411  (027-362-7630) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:32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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1610,1034,3 医療法人　社団　醫光〒370-0016 療養       100（地包ケア１）第16号      平成27年 9月 1日
     高医1034 会　駒井病院 高崎市矢島町４４９－２ 地域包括ケア入院医療管理料１
     027-352-6212  (027-352-6975) 当該病床届出病棟区分:療養
     入院医療管理料病床数:22床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1710,1036,8 医療法人　井上病院 〒370-0053 一般        85（地包ケア１）第41号      平成29年10月 1日
     高医1036 高崎市通町５５ 地域包括ケア病棟入院料１
     027-322-3660  (027-322-6002) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:42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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1810,1185,3 黒沢病院 〒370-1203 一般       130（地包ケア１）第32号      平成28年10月 1日
     (10,3007,3) 高崎市矢中町村北１８７番地 地域包括ケア入院医療管理料１
     高医1185 027-352-1166  (027-352-7925) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:16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     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1911,1007,7 北毛保健生活協同組合〒377-0005 一般       100（地包ケア１）第39号      平成29年 3月 1日
     渋医1007 　北毛病院 渋川市有馬２３７－１ 療養        50 地域包括ケア入院医療管理料１
     0279-24-1234  (0279-24-3834) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:18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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2011,1013,5 医療法人　恒和会　関〒377-0008 一般        59（地包ケア１）第47号      平成30年 1月 1日
     渋医1013 口病院 渋川市渋川１６９３－１２ 一般        26 地域包括ケア入院医療管理料１
     0279-22-2378  (0279-23-1365) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:24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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2111,1022,6 渋川中央病院 〒377-0007 一般       103（地包ケア１）第11号      平成26年10月 1日
     渋医1022 渋川市石原５０８－１ 療養        50 地域包括ケア入院医療管理料１
     0279-25-1711  (0279-25-1712) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2212,1009,1 医療法人　社団　三思〒375-0024 一般       160（地包ケア１）第20号      平成27年12月 1日
     (12,1005,5) 会　くすの木病院 藤岡市藤岡６０７－２２ 療養        54 地域包括ケア病棟入院料１
     藤医1009 0274-24-3111  (0274-24-3110) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:40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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2312,1034,9 藤岡市国民健康保険鬼〒370-1401 一般        52（地包ケア１）第14号      平成27年 6月 1日
     藤医1034 石病院 藤岡市鬼石１３９－１ 療養        47 地域包括ケア病棟入院料１
     0274-52-3121  (0274-52-3093) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:52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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2412,1041,4 公立藤岡総合病院 〒375-8503 一般       410（地包ケア１）第43号      平成29年11月 1日
     (12,3003,8) 藤岡市中栗須８１３番地１ 一般（感染） 地域包括ケア病棟入院料１
     藤医1041 0274-22-3311  (0274-24-3161)              4 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:47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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2513,1002,4 公立富岡総合病院 〒370-2393 一般 （地包ケア１）第35号      平成28年10月 1日
     (13,1002,0) 富岡市富岡２０７３－１ 　　一般   330 地域包括ケア病棟入院料１
     富医1002 0274-63-2111  (0274-64-3377) 一般 当該病棟区分:一般
     　　一般     4 病棟入院料病床数:44床
     一般 当該病棟の看護職員配置加算:
     　　感染     4 看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2613,1020,6 公立　七日市病院 〒370-2343 一般       112（地包ケア１）第38号      平成29年 2月 1日
     富医1020 富岡市七日市６４３ 療養        57 地域包括ケア病棟入院料１
     0274-62-5100  (0274-62-5211) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:57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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2714,1015,4 公立碓氷病院 〒379-0133 一般       146（地包ケア１）第13号      平成29年 4月 1日
     (14,1004,4) 安中市原市１－９－１０ 一般         3 地域包括ケア病棟入院料１
     安医1015 027-385-8221  (027-385-4905) 療養        50 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:49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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2817,1026,4 医療法人　社団　日高〒370-2104 一般       104（地包ケア１）第46号      平成29年12月 1日
     多医1026 会　日高リハビリテー高崎市吉井町馬庭２２０４ 当該病床届出病棟区分:一般
     ション病院 027-388-2005  (027-388-2007) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2918,1007,2 下仁田厚生病院 〒370-2601 一般 （地包ケア１）第45号      平成29年12月 1日
     甘医1007 甘楽郡下仁田町大字下仁田４０９　　一般    94 地域包括ケア入院医療管理料１
     0274-82-3555  (0274-82-5998) 療養 当該病棟区分:一般
     　　療養    22 病棟入院料病床数:14床
     療養 当該病棟の看護職員配置加算:
     　　療養    28 看護職員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     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3020,1005,2 松井田病院 〒379-0221 一般        54（地包ケア１）第15号      平成28年 5月 1日
     碓医1005 安中市松井田町新堀１３００－１療養        55 地域包括ケア入院医療管理料１
     027-393-1301  (027-393-5421) 結核        10 当該病床届出病棟区分:一般（
     複合）
     入院医療管理料病床数:9床
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3121,1007,6 原町赤十字病院 〒377-0882 一般       184（地包ケア１）第17号      平成27年 9月 1日
     吾医1007 吾妻郡東吾妻町大字原町６９８ 一般（感染） 地域包括ケア病棟入院料１
     0279-68-2711  (0279-68-2758)              4 当該病棟区分:一般
     療養        39 病棟入院料病床数:45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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3221,1032,4 西吾妻福祉病院 〒377-1308 一般        74（地包ケア１）第4号       平成27年 8月 1日
     吾医1032 吾妻郡長野原町大字大津７４６－療養        37 地域包括ケア病棟入院料１
     ４ 当該病棟区分:一般
     0279-83-7111  (0279-83-8032) 病棟入院料病床数:37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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3324,1002,1 桐生厚生総合病院 〒376-0024 一般 （地包ケア１）第33号      平成28年10月 1日
     (24,1009,2) 桐生市織姫町６－３ 　　一般   467 地域包括ケア病棟入院料１
     桐医1002 0277-44-7171  (0277-44-7170) 一般（感染） 病棟入院料病床数:44床
     　　感染     4 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3424,1018,7 医療法人　岩下会　岩〒376-0031 一般        48（地包ケア１）第19号      平成27年12月 1日
     桐医1018 下病院 桐生市本町４－３２０ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0277-22-0151  (0277-40-1186) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:28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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3525,1010,1 医療法人　三省会　堀〒373-8601 一般       133（地包ケア１）第42号      平成29年11月 1日
     太医1010 江病院 太田市高林東町１８００ 療養        45 地域包括ケア病棟入院料１
     0276-38-1215  (0276-38-3095) 病棟入院料病床数:45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     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3626,1001,8 館林厚生病院 〒374-8533 一般 （地包ケア１）第24号      平成28年 3月 1日
     (26,1001,4) 館林市成島町２６２－１ 　　一般   323 地域包括ケア病棟入院料１
     館医1001 0276-72-3140  (0276-72-5445) 一般（感染） 当該病棟区分:一般
     　　感染     6 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3726,1010,9 館林記念病院 〒374-0068 一般        76（地包ケア１）第5号       平成26年10月 1日
     館医1010 館林市台宿町７－１８ 療養        28 地域包括ケア入院医療管理料１
     0276-72-3155  (0276-74-1368) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:14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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3826,1017,4 医療法人　社団　慶友〒374-0011 一般       129（地包ケア１）第2号       平成26年 4月 1日
     館医1017 会　慶友整形外科病院館林市羽附町１７４１ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0276-72-6000  (0276-75-4888) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:18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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3927,1003,2 医療法人　社団　三思〒379-2311 一般       221（地包ケア１）第31号      平成28年 8月 1日
     (27,1001,2) 会　東邦病院 みどり市笠懸町阿左美１１５５ 療養       222 地域包括ケア病棟入院料１
     新医1003 0277-76-6311  (0277-76-6763) 当該病棟区分:一般
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4027,1012,3 医療法人　宏愛会　宏〒379-2305 一般        83（地包ケア１）第7号       平成28年 1月 1日
     新医1012 愛会第一病院 太田市六千石町９９－６３ 療養        40 地域包括ケア入院医療管理料１
     0277-78-1555  (0277-78-1570) 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
     （地包ケア１）第30号      平成28年 8月 1日
     地域包括ケア病棟入院料１
     当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数: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 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     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4128,1003,0 医療法人社団東郷会　〒376-0101 一般       168（地包ケア１）第23号      平成28年 3月 1日
     山医1003 恵愛堂病院 みどり市大間々町大間々５０４－療養       102 地域包括ケア病棟入院料１
     ６ 当該病棟区分:一般
     0277-73-2211  (0277-30-7712) 病棟入院料病床数:41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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4270,1004,0 独立行政法人国立病院〒378-0051 一般 （地包ケア１）第12号      平成28年 6月 1日
     沼医1001 機構沼田病院 沼田市上原町１５５１－４ 　　一般   175 地域包括ケア病棟入院料１
     0278-23-2181  (0278-24-1819) 一般（感染） 当該病棟区分:一般
     　　感染     4 病棟入院料病床数:55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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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２及び地域包括ケア入院医療管理料２　医科］ 平成30年 3月28日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    112,1011,7 医療法人　育生会　篠〒375-0017 一般        20（地包ケア２）第4号       平成30年 2月 1日
     藤医1011 塚病院 藤岡市篠塚１０５－１ 療養        54 地域包括ケア入院医療管理料２
     0274-23-9261  (0274-24-1880) 療養        36 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:6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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    224,1053,4 医療法人　社団　全仁〒376-0011 一般       119（地包ケア２）第1号       平成26年 7月 1日
     桐医1053 会　高木病院 桐生市相生町５－７５４ 療養        48 地域包括ケア病棟入院料２
     0277-53-7711  (0277-54-0570) 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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


