
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)

    1080,105,0 越谷市立病院 〒343-8577 一般       481（脳卒中ケア）第6号       平成29年 8月 1日
     越谷市東越谷１０－４７－１ 当該治療室の病床数:3床
     048-965-2221  (048-965-3019)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2080,156,3 学校法人　獨協学園　〒343-8555 一般       873（脳卒中ケア）第7号       平成27年 8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:6床
     センター 048-965-1111  (048-965-1127)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3210,199,6 医療法人社団　武蔵野〒351-0023 一般       466（脳卒中ケア）第11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:6床
     センター 048-466-2055  (048-466-2059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4250,571,7 社会医療法人　至仁会〒359-1106 一般       137（脳卒中ケア）第10号      平成28年10月 1日
     　圏央所沢病院 所沢市東狭山ケ丘４－２６９２－ 当該治療室の病床数:9床
     １
     04-2920-0500  (04-2920-0501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5610,073,9 社会医療法人　ジャパ〒340-0153 一般       173（脳卒中ケア）第9号       平成29年 4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:6床
     ンス　東埼玉総合病院５
     0480-40-1311  (0480-40-1370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児特定集中治療室管理料　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)

    1040,259,4 埼玉医科大学　総合医〒350-8550 一般     1,053（小集）第1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
     049-228-3400  (049-226-5274)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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      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（新１）第4号             平成26年10月 1日
     (021,522,8) 川口市大字西新井宿１８０ 当該治療室の病床数:9
     048-287-2525  (048-280-1566) １床当たり床面積:10.62㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2650,012,8 さいたま市立病院 〒336-0911 一般       537（新１）第7号             平成26年 4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:12
     番地             10 １床当たり床面積:8.3㎡
     048-873-4111  (048-873-5451) 結核        20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3650,800,6 埼玉県立小児医療セン〒330-0081 一般       316（新１）第10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:30
     048-601-2200  (048-601-2224) １床当たり床面積:14.73㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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      4

   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（新２）第3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 当該治療室の病床数:6
     県　済生会　川口総合048-253-1551  (048-256-5703) １床当たり床面積:7㎡
     病院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2030,404,8 自治医科大学附属さい〒330-0834 一般       628（新２）第5号             平成26年10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 当該治療室の病床数:6
     ７ １床当たり床面積:16.36㎡
     048-647-2111  (048-648-5166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3060,333,2 春日部市立医療センタ〒344-8577 一般       361（新２）第9号             平成29年 4月 1日
     (061,333,1) ー 春日部市中央六丁目七番地１ 一般（感染） 当該治療室の病床数:3
     048-735-1261  (048-734-2471)              2 １床当たり床面積:8.17㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4180,227,1 草加市立病院 〒340-8560 一般       380（新２）第7号             平成28年 7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:5
     048-946-2200  (048-946-2211) １床当たり床面積:8.24㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5650,798,2 さいたま赤十字病院 〒330-8553 一般       632（新２）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 当該治療室の病床数:3
     048-852-1111  (048-852-3120) １床当たり床面積:28.58㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6990,002,8 独立行政法人　国立病〒351-0102 一般       350（新２）第4号             平成28年 4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
     048-462-1101  (048-464-1138) １床当たり床面積:7.41㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 総合周産期特定集中治療室管理料　医科］ 平成30年 3月28日      5

   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（周）第2号               平成27年11月 1日
     (041,259,3) 療センター 川越市鴨田１９８１番地 総合周産期特定集中治療室管理
     049-228-3400  (049-226-5274) 料１
     当該治療室の病床数:22
     １床当たり床面積:28.2㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:60
     １床当たり床面積:9.1㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料１
     当該治療室の病床数:8
     １床当たり床面積:18.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2240,196,6 埼玉医科大学病院 〒350-0495 一般       886（周）第3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 総合周産期特定集中治療室管理
     049-276-1121  (049-294-8222) 一般（感染） 料１
                  6 当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:16.16㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:18
     １床当たり床面積:9.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3650,798,2 さいたま赤十字病院 〒330-8553 一般       632（周）第4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 総合周産期特定集中治療室管理
     048-852-1111  (048-852-3120) 料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:24.95㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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      6

   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（新回復）第8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 病床数:6
     県　済生会　川口総合048-253-1551  (048-256-5703) １床当たり床面積:6.4㎡
     病院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2020,522,9 川口市立医療センター〒333-0833 一般       539（新回復）第1号           平成22年 4月 1日
     (021,522,8) 川口市大字西新井宿１８０ 病床数:21
     048-287-2525  (048-280-1566)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3030,404,8 自治医科大学附属さい〒330-0834 一般       628（新回復）第5号           平成24年10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 病床数:12
     ７ １床当たり床面積:7.19㎡
     048-647-2111  (048-648-5166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4040,259,4 埼玉医科大学　総合医〒350-8550 一般     1,053（新回復）第3号           平成26年 7月 1日
     (041,259,3) 療センター 川越市鴨田１９８１番地 病床数:48
     049-228-3400  (049-226-5274) １床当たり床面積:4.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5240,196,6 埼玉医科大学病院 〒350-0495 一般       886（新回復）第2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 病床数:18
     049-276-1121  (049-294-8222) 一般（感染）
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6650,012,8 さいたま市立病院 〒336-0911 一般       537（新回復）第7号           平成23年11月 1日
     (651,012,7) さいたま市緑区大字三室２４６０一般（感染） 病床数:18
     番地             10 １床当たり床面積:4.66㎡
     048-873-4111  (048-873-5451) 結核        20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7650,800,6 埼玉県立小児医療セン〒330-0081 一般       316（新回復）第9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 病床数:42
     048-601-2200  (048-601-2224) １床当たり床面積:7.57㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1240,196,6 埼玉医科大学病院 〒350-0495 一般       886（一類）第1号             平成16年 6月 1日
     (241,196,5) 入間郡毛呂山町毛呂本郷３８番地精神        78 病床数:2床
     049-276-1121  (049-294-8222) 一般（感染）
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


