
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)

    1030,404,8 自治医科大学附属さい〒330-0834 一般       628（救１）第7号             平成30年 2月 1日
     (031,404,7) たま医療センター さいたま市大宮区天沼町１－８４ 加減算区分:加算あり
     ７ 当該治療室の病床数：20床
     048-647-2111  (048-648-5166) １床当たりの床面積：16.5㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2040,259,4 埼玉医科大学　総合医〒350-8550 一般     1,053（救１）第5号             平成28年 4月 1日
     (041,259,3) 療センター 川越市鴨田１９８１番地 加減算区分:加算あり
     049-228-3400  (049-226-5274) 当該治療室の病床数：32床
     １床当たりの床面積：10.4㎡
     救命救急センターに係る事項：
     高度救命救急センターである
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3460,065,6 深谷赤十字病院 〒366-0052 一般       500（救１）第6号             平成25年12月 1日
     (461,065,5) 深谷市上柴町西５－８－１ 一般（感染） 加減算区分:加算あり
     048-571-1511  (048-573-5351)              6 当該治療室の病床数：10床
     １床当たりの床面積：21.9㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     加減算区分:加算あり
     当該治療室の病床数：20床
     １床当たりの床面積：13.23㎡
     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)

    4630,029,7 埼玉医科大学国際医療〒350-1298 一般       700（救１）第2号             平成29年11月 1日
     (631,029,6) センター 日高市大字山根字稲荷山１３９７ 加減算区分:加算あり
     番地１ 当該治療室の病床数：14床
     042-984-4111  (042-984-0432) １床当たりの床面積：14.2㎡
     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
     加減算区分:加算あり
     当該治療室の病床数：12床
     １床当たりの床面積：27.6㎡
     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
     加減算区分:加算あり
     当該治療室の病床数：12床
     １床当たりの床面積：26㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5650,798,2 さいたま赤十字病院 〒330-8553 一般       632（救１）第8号             平成29年 3月 1日
     (651,798,1) さいたま市中央区新都心１番地５ 加減算区分:加算あり
     048-852-1111  (048-852-3120) 当該治療室の病床数：16床
     １床当たりの床面積：13.8㎡
     救命救急センターに係る事項：
     高度救命救急センターである
     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
     加減算区分:加算あり
     当該治療室の病床数：14床
     １床当たりの床面積：22.01㎡
     救命救急センターに係る事項：
     高度救命救急センターである
     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)

    1020,522,9 川口市立医療センター〒333-0833 一般       539（救２）第2号             平成28年 9月 1日
     (021,522,8) 川口市大字西新井宿１８０ 加減算区分:加算あり
     048-287-2525  (048-280-1566) 当該治療室の病床数：8床
     １床当たりの床面積：15.1㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2990,006,9 防衛医科大学校病院 〒359-0042 一般       754（救２）第3号             平成28年10月 1日
     (991,006,8) 所沢市並木３－２ 精神        36 加減算区分:加算あり
     04-2995-1511  (04-2995-0713) 一般（感染） 当該治療室の病床数：4床
                 10 １床当たりの床面積：26㎡
     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      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1030,404,8 自治医科大学附属さい〒330-0834 一般       628（救４）第6号             平成30年 2月 1日
     (031,404,7) たま医療センター さいたま市大宮区天沼町１－８４ 加減算区分:加算あり
     ７ 当該治療室の病床数：8床
     048-647-2111  (048-648-5166) １床当たりの床面積：20.09㎡
     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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2040,259,4 埼玉医科大学　総合医〒350-8550 一般     1,053（救４）第2号             平成29年 1月 1日
     (041,259,3) 療センター 川越市鴨田１９８１番地 加減算区分:加算あり
     049-228-3400  (049-226-5274) 当該治療室の病床数：20床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3080,156,3 学校法人　獨協学園　〒343-8555 一般       873（救４）第4号             平成28年 9月 1日
     (081,156,2) 獨協医科大学埼玉医療越谷市南越谷２－１－５０ 加減算区分:加算あり
     センター 048-965-1111  (048-965-1127) 当該治療室の病床数：10床
     １床当たりの床面積：19.79㎡
     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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4630,029,7 埼玉医科大学国際医療〒350-1298 一般       700（救４）第3号             平成28年11月 1日
     (631,029,6) センター 日高市大字山根字稲荷山１３９７ 加減算区分:加算あり
     番地１ 当該治療室の病床数：12床
     042-984-4111  (042-984-0432) 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
     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)

    1020,885,0 かわぐち心臓呼吸器病〒333-0842 一般       108（集１）第4号             平成29年 8月 1日
     院 川口市前川一丁目１番地５１号 １床当たりの床面積：21.98㎡
     048-264-5533  (048-264-5501) 病床数：6床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2030,404,8 自治医科大学附属さい〒330-0834 一般       628（集１）第3号             平成30年 2月 1日
     (031,404,7) たま医療センター さいたま市大宮区天沼町１－８４ １床当たりの床面積：21.28㎡
     ７ 当該保険医療機関内に専任の小
     048-647-2111  (048-648-5166) 児科医が常時配置されている
     病床数：22床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3990,002,8 独立行政法人　国立病〒351-0102 一般       350（集１）第2号             平成28年 9月 1日
     院機構　埼玉病院 和光市諏訪２－１ １床当たりの床面積：24.41㎡
     048-462-1101  (048-464-1138) 病床数：8床
     治療室名：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 特定集中治療室管理料２　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)

    1650,798,2 さいたま赤十字病院 〒330-8553 一般       632（集２）第3号             平成29年 3月 1日
     (651,798,1) さいたま市中央区新都心１番地５ １床当たりの床面積：29.97㎡
     048-852-1111  (048-852-3120) 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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2650,800,6 埼玉県立小児医療セン〒330-0081 一般       316（集２）第2号             平成29年10月 1日
     (651,800,5) ター さいたま市中央区新都心１番地２ １床当たりの床面積：21.11㎡
     048-601-2200  (048-601-2224) 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
     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：14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 特定集中治療室管理料３　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)

    1020,135,0 社会福祉法人　恩賜財〒332-8558 一般       424（集３）第78号            平成29年 6月 1日
     団　済生会支部　埼玉川口市西川口５－１１－５ １床当たりの床面積：15.04㎡
     県　済生会　川口総合048-253-1551  (048-256-5703) 病床数：14床
     病院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2020,522,9 川口市立医療センター〒333-0833 一般       539（集３）第6号             平成28年 9月 1日
     (021,522,8) 川口市大字西新井宿１８０ １床当たりの床面積：16.5㎡
     048-287-2525  (048-280-1566) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3080,324,7 医療法人　道心会　埼〒343-0025 一般        40（集３）第82号            平成28年 8月 1日
     玉東部循環器病院 越谷市大沢３１８７番地１ １床当たりの床面積：27.06㎡
     048-960-7100  (048-960-7171) 病床数：4床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4120,059,1 医療法人社団　愛友会〒341-0038 一般       289（集３）第93号            平成29年 7月 1日
     　三郷中央総合病院 三郷市中央４丁目５番地１ １床当たりの床面積：17.42㎡
     048-953-1321  (048-952-7279) 病床数：8床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5180,227,1 草加市立病院 〒340-8560 一般       380（集３）第84号            平成28年 9月 1日
     (181,227,0) 草加市草加二丁目２１番１号 １床当たりの床面積：16.12㎡
     048-946-2200  (048-946-2211) 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：ICU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6190,013,3 医療法人社団　東光会〒335-0023 一般       492（集３）第5号             平成28年11月 1日
     　戸田中央総合病院 戸田市本町１－１９－３ １床当たりの床面積：17.05㎡
     048-442-1111  (048-443-0104) 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：10床
     治療室名：ICU１０床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7240,196,6 埼玉医科大学病院 〒350-0495 一般       886（集３）第19号            平成29年12月 1日
     (241,196,5) 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８番地精神        78 当該保険医療機関内に専任の小
     049-276-1121  (049-294-8222) 一般（感染） 児科医が常時配置されている
                  6 病床数：6床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8270,229,8 社会医療法人財団　石〒350-1305 一般       450（集３）第95号            平成30年 1月 1日
     心会　埼玉石心会病院狭山市入間川２丁目３７番２０ １床当たりの床面積：36.27㎡
     04-2953-6611  (04-2953-8040) 病床数：12床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9310,349,6 埼玉県立循環器・呼吸〒360-0105 一般       292（集３）第7号             平成29年 6月 1日
     (311,349,5) 器病センター 熊谷市板井１６９６ 結核        30 １床当たりの床面積：22.3㎡
     048-536-9900  (048-536-9920) 一般（感染） 病床数：12床
                 21



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      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   10530,092,6 北里大学メディカルセ〒364-8501 一般       372（集３）第80号            平成29年 8月 1日
     ンター 北本市荒井６丁目１００番地 １床当たりの床面積：18.7㎡
     048-593-1212  (048-593-1239) 病床数：6床
     治療室名：２Ｎ病棟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11630,029,7 埼玉医科大学国際医療〒350-1298 一般       700（集３）第79号            平成29年 6月 1日
     (631,029,6) センター 日高市大字山根字稲荷山１３９７ １床当たりの床面積：20.7㎡
     番地１ 当該保険医療機関内に専任の小
     042-984-4111  (042-984-0432) 児科医が常時配置されている
     病床数：10床
     治療室名：小児ＩＣＵ（Ｂ棟２
     階）
     （集３）第90号            平成29年10月 1日
     １床当たりの床面積：21.96㎡
     病床数：14床
     治療室名：Ａ棟４階ＣＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12650,012,8 さいたま市立病院 〒336-0911 一般       537（集３）第22号            平成28年10月 1日
     (651,012,7) さいたま市緑区大字三室２４６０一般（感染） １床当たりの床面積：25.66㎡
     番地             10 病床数：5床
     048-873-4111  (048-873-5451) 結核        20 治療室名：集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13650,724,8 医療法人社団　協友会〒331-0804 一般       337（集３）第91号            平成29年11月 1日
     (651,724,7) 　彩の国東大宮メディさいたま市北区土呂町１５２２番 １床当たりの床面積：21.74㎡
     カルセンター 地 病床数：8床
     048-665-6111  (048-665-6112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14990,006,9 防衛医科大学校病院 〒359-0042 一般       754（集３）第4号             平成28年10月 1日
     (991,006,8) 所沢市並木３－２ 精神        36 １床当たりの床面積：23.3㎡
     04-2995-1511  (04-2995-0713) 一般（感染） 病床数：8床
                 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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４　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)

    1040,259,4 埼玉医科大学　総合医〒350-8550 一般     1,053（集４）第6号             平成29年 6月 1日
     (041,259,3) 療センター 川越市鴨田１９８１番地 １床当たりの床面積：18.04㎡
     049-228-3400  (049-226-5274) 病床数：20床
     治療室名：ＧＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2090,126,4 新久喜総合病院 〒346-8530 一般       300（集４）第7号             平成29年11月 1日
     久喜市上早見４１８番１ １床当たりの床面積：23.95㎡
     0480-26-0033  (0480-44-8026)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3160,039,4 医療法人社団　愛友会〒362-0075 一般       724（集４）第4号             平成28年10月 1日
     (161,039,3) 　上尾中央総合病院 上尾市柏座１－１０－１０ その他       9 １床当たりの床面積：24.15㎡
     048-773-1111  (048-773-7122) 病床数：22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)

    1010,133,7 独立行政法人地域医療〒330-0074 一般       395（ハイケア１）第28号      平成29年 1月 1日
     機能推進機構　埼玉メさいたま市浦和区北浦和４－９－ 当該治療室の病床数:14床
     ディカルセンター ３
     048-832-4951  (048-833-7527)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2010,627,8 医療法人社団　松弘会〒338-0837 一般       199（ハイケア１）第27号      平成29年10月 1日
     (013,000,5) 　三愛病院 さいたま市桜区田島４－３５－１ 当該治療室の病床数:4床
     ７
     048-866-1717  (048-866-1865)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3020,309,1 埼玉協同病院 〒333-0831 一般       401（ハイケア１）第18号      平成27年 1月 1日
     川口市木曽呂１３１７ 当該治療室の病床数:4床
     048-296-4771  (048-296-7182)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4020,789,4 医療法人　新青会　川〒332-0031 一般       199（ハイケア１）第5号       平成26年 4月 1日
     口工業総合病院 川口市青木１丁目１８番１５号 当該治療室の病床数:8床
     048-252-4873  (048-252-4865)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5060,231,8 秀和総合病院 〒344-0035 一般       300（ハイケア１）第16号      平成26年10月 1日
     春日部市谷原新田１２００番地 療養        50 当該治療室の病床数:4床
     048-737-2121  (048-737-2903) 当該治療室の病床数:4床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6080,156,3 学校法人　獨協学園　〒343-8555 一般       873（ハイケア１）第13号      平成28年 9月 1日
     (081,156,2) 獨協医科大学埼玉医療越谷市南越谷２－１－５０ 当該治療室の病床数:8床
     センター 048-965-1111  (048-965-1127)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7090,126,4 新久喜総合病院 〒346-8530 一般       300（ハイケア１）第33号      平成29年11月 1日
     久喜市上早見４１８番１ 当該治療室の病床数:4床
     0480-26-0033  (0480-44-8026) 当該治療室の病床数:4床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8110,192,2 社会福祉法人　恩賜財〒349-1105 一般       325（ハイケア１）第25号      平成28年 6月 1日
     団　済生会支部　埼玉久喜市小右衛門７１４－６ 一般（感染） 当該治療室の病床数:20床
     県済生会　栗橋病院 0480-52-3611  (0480-52-0954)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9120,042,7 医療法人財団　健和会〒341-0035 一般       282（ハイケア１）第8号       平成28年 2月 1日
     　みさと健和病院 三郷市鷹野４－４９４－１ 当該治療室の病床数:10床
     048-955-7171  (048-948-0261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10130,299,1 埼玉県立がんセンター〒362-0806 一般       503（ハイケア１）第2号       平成28年 4月 1日
     (131,299,0) 北足立郡伊奈町大字小室７８０ 当該治療室の病床数:24床
     048-722-1111  (048-722-1129)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11160,039,4 医療法人社団　愛友会〒362-0075 一般       724（ハイケア１）第22号      平成30年 3月 1日
     (161,039,3) 　上尾中央総合病院 上尾市柏座１－１０－１０ その他       9 当該治療室の病床数:4床
     048-773-1111  (048-773-7122) 当該治療室の病床数:4床
     当該治療室の病床数:15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１　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)

   12180,227,1 草加市立病院 〒340-8560 一般       380（ハイケア１）第23号      平成28年 3月 1日
     (181,227,0) 草加市草加二丁目２１番１号 当該治療室の病床数:12床
     048-946-2200  (048-946-2211)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13190,013,3 医療法人社団　東光会〒335-0023 一般       492（ハイケア１）第19号      平成27年 4月 1日
     　戸田中央総合病院 戸田市本町１－１９－３ 当該治療室の病床数:6床
     048-442-1111  (048-443-0104)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14210,199,6 医療法人社団　武蔵野〒351-0023 一般       466（ハイケア１）第35号      平成30年 3月 1日
     (211,199,5) 会　ＴＭＧあさか医療朝霞市大字溝沼１３４０番地の１ 当該治療室の病床数:10床
     センター 048-466-2055  (048-466-2059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15240,196,6 埼玉医科大学病院 〒350-0495 一般       886（ハイケア１）第17号      平成29年12月 1日
     (241,196,5) 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８番地精神        78 当該治療室の病床数:8床
     049-276-1121  (049-294-8222) 一般（感染） 当該治療室の病床数:8床
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16240,366,5 医療法人社団　明芳会〒354-0041 一般       273（ハイケア１）第24号      平成30年 3月 1日
     　イムス三芳総合病院入間郡三芳町藤久保９７４番地３ 当該治療室の病床数:10床
     　
     049-258-2323  (049-259-2169)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17270,229,8 社会医療法人財団　石〒350-1305 一般       450（ハイケア１）第34号      平成30年 1月 1日
     心会　埼玉石心会病院狭山市入間川２丁目３７番２０ 当該治療室の病床数:10床
     04-2953-6611  (04-2953-8040) 当該治療室の病床数:17床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18290,131,2 医療法人財団　明理会〒354-0021 一般       341（ハイケア１）第4号       平成30年 3月 1日
     　イムス富士見総合病富士見市鶴馬１９６７－１ 当該治療室の病床数:6床
     院 049-251-3060  (049-254-1224) 当該治療室の病床数:5床
     当該治療室の病床数:6床
     当該治療室の病床数:6床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19310,349,6 埼玉県立循環器・呼吸〒360-0105 一般       292（ハイケア１）第30号      平成29年12月 1日
     (311,349,5) 器病センター 熊谷市板井１６９６ 結核        30 当該治療室の病床数:8床
     048-536-9900  (048-536-9920) 一般（感染） 当該治療室の病床数:11床
                 21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20310,402,3 医療法人　熊谷総合病〒360-8567 一般       310（ハイケア１）第26号      平成28年 5月 1日
     院 熊谷市中西四丁目５番１号 当該治療室の病床数:6床
     048-521-0065  (048-523-5928)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21320,002,9 小川赤十字病院 〒355-0397 一般       252（ハイケア１）第10号      平成28年 9月 1日
     比企郡小川町小川１５２５ 精神        50 当該治療室の病床数:4床
     0493-72-2333  (0493-72-2755)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   22610,073,9 社会医療法人　ジャパ〒340-0153 一般       173（ハイケア１）第11号      平成26年 8月 1日
     ンメディカルアライア幸手市大字吉野字明神前５１７番 当該治療室の病床数:4床
     ンス　東埼玉総合病院５
     0480-40-1311  (0480-40-1370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23630,029,7 埼玉医科大学国際医療〒350-1298 一般       700（ハイケア１）第3号       平成29年11月 1日
     (631,029,6) センター 日高市大字山根字稲荷山１３９７ 当該治療室の病床数:10床
     番地１ 当該治療室の病床数:12床
     042-984-4111  (042-984-0432)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24650,012,8 さいたま市立病院 〒336-0911 一般       537（ハイケア１）第9号       平成29年12月 1日
     (651,012,7) さいたま市緑区大字三室２４６０一般（感染） 当該治療室の病床数:8床
     番地             10 当該治療室の病床数:4床
     048-873-4111  (048-873-5451) 結核        20 当該治療室の病床数:4床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25650,724,8 医療法人社団　協友会〒331-0804 一般       337（ハイケア１）第21号      平成29年11月 1日
     (651,724,7) 　彩の国東大宮メディさいたま市北区土呂町１５２２番 当該治療室の病床数:4床
     カルセンター 地 当該治療室の病床数:4床
     048-665-6111  (048-665-6112) 当該治療室の病床数:4床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26650,798,2 さいたま赤十字病院 〒330-8553 一般       632（ハイケア１）第32号      平成30年 2月 1日
     (651,798,1) さいたま市中央区新都心１番地５ 当該治療室の病床数:8床
     048-852-1111  (048-852-3120)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27650,800,6 埼玉県立小児医療セン〒330-0081 一般       316（ハイケア１）第29号      平成29年 3月 1日
     (651,800,5) ター さいたま市中央区新都心１番地２ 当該治療室の病床数:20床
     048-601-2200  (048-601-2224)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28990,002,8 独立行政法人　国立病〒351-0102 一般       350（ハイケア１）第6号       平成28年 9月 1日
     院機構　埼玉病院 和光市諏訪２－１ 当該治療室の病床数:4床
     048-462-1101  (048-464-1138) 当該治療室の病床数:4床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29990,005,1 独立行政法人　国立病〒359-1151 一般       325（ハイケア１）第20号      平成27年10月 1日
     (991,005,0) 院機構　西埼玉中央病所沢市若狭２－１６７１ 当該治療室の病床数:4床
     院 04-2948-1111  (04-2948-1121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


