
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)

    10114728  医療法人社団誠馨会　〒264-0017 一般       272（脳卒中ケア）第10号      平成28年 4月 1日
     千葉中央メディカルセ千葉市若葉区加曽利町１８３５－ 当該治療室の病床数:6床
     ンター １
     043-232-3691  (043-232-9100)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20115758  社会医療法人社団健脳〒263-0001 一般        97（脳卒中ケア）第11号      平成28年 5月 1日
     会　千葉脳神経外科病千葉市稲毛区長沼原町４０８ 当該治療室の病床数:6床
     院 043-250-1228  (043-250-1989)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30411736  学校法人東京女子医科〒276-8524 一般       498（脳卒中ケア）第13号      平成28年10月 1日
     (0431841  ) 大学　東京女子医科大八千代市大和田新田４７７－９６ 当該治療室の病床数:6床
     学附属八千代医療セン047-450-6000  (047-458-7058)
     ター
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    42310456  医療法人社団曙会　流〒270-0114 一般 （脳卒中ケア）第5号       平成19年12月 1日
     山中央病院 流山市東初石２‐１３２‐２ 　　一般   116 当該治療室の病床数:3床
     04-7154-5741  (04-7155-0450) 療養        40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    52412484  社会医療法人社団木下〒270-2251 一般       608（脳卒中ケア）第12号      平成28年 6月 1日
     (2433845  ) 会　千葉西総合病院 松戸市金ケ作１０７－１ 当該治療室の病床数:26床
     047-384-8111  (047-384-9403)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    62712404  東京歯科大学市川総合〒272-0824 一般       570（脳卒中ケア）第9号       平成28年 1月 1日
     (2732451  ) 病院 市川市菅野５‐１１‐１３ 当該治療室の病床数:9床
     0473-22-0151  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    72811214  船橋市立医療センター〒273-0853 一般       449（脳卒中ケア）第8号       平成26年11月 1日
     (2836252  ) 船橋市金杉１‐２１‐１ 当該治療室の病床数:9床
     0474-38-3321  (047-438-7323)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    84111134  日本医科大学千葉北総〒270-1694 一般       600（脳卒中ケア）第1号       平成18年 4月 1日
     (4131124  ) 病院 印西市鎌苅１７１５ 当該治療室の病床数:12床
     0476-99-1111  (0476-99-1911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    94210639  学校法人東邦大学　東〒285-8741 一般       451（脳卒中ケア）第14号      平成29年11月 1日
     邦大学医療センター佐佐倉市下志津５６４－１ 当該治療室の病床数:6床
     倉病院 043-462-8811  (043-462-8820)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

    10113191  千葉県こども病院 〒266-0007 一般       224（新１）第8号             平成26年10月 1日
     (0133215  ) 千葉市緑区辺田町５７９－１ 当該治療室の病床数:9
     043-292-2111  (043-292-3815) １床当たり床面積:8.03㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21010149  国保直営総合病院　君〒292-0822 一般       637（新１）第10号            平成26年10月 1日
     (1010149  ) 津中央病院 木更津市桜井１０１０ 結核        18 当該治療室の病床数:9
     0438-36-1071  一般（感染） １床当たり床面積:11.98㎡
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    31910363  学校法人順天堂　順天〒279-0021 一般       785（新１）第15号            平成26年10月 1日
     堂大学医学部附属浦安浦安市富岡２‐１‐１ 当該治療室の病床数:9
     病院 047-353-3111  (047-353-3138) １床当たり床面積:7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    42416527  松戸市立総合医療セン〒270-2296 一般 （新１）第19号            平成29年12月27日
     (2435824  ) ター 松戸市千駄堀９９３－１ 　　一般   592 当該治療室の病床数:18
     047-712-2511  (047-712-2512) 一般（感染） １床当たり床面積:8.94㎡
     　　感染     8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    54310041  日本赤十字社　成田赤〒286-8523 一般       666（新１）第17号            平成27年 4月 1日
     (4330890  ) 十字病院 成田市飯田町９０－１ 精神        50 当該治療室の病床数:9
     0476-22-2311  (0476-22-2853) １床当たり床面積:7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

    11411255  総合病院国保旭中央病〒289-2511 一般       763（新２）第4号             平成28年 4月 1日
     (1431196  ) 院 旭市イの１３２６ 精神       220 当該治療室の病床数:9
     0479-63-8111  (0479-62-5899) 一般（感染） １床当たり床面積:19.4㎡
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    24210639  学校法人東邦大学　東〒285-8741 一般       451（新２）第3号             平成28年 4月 1日
     邦大学医療センター佐佐倉市下志津５６４－１ 当該治療室の病床数:6
     倉病院 043-462-8811  (043-462-8820) １床当たり床面積:19.34㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10112524  千葉市立海浜病院 〒261-0012 一般       293（周）第4号               平成26年10月 1日
     千葉市美浜区磯辺３－３１－１ 総合周産期特定集中治療室管理
     043-277-7711  (043-278-7482) 料１
     当該治療室の病床数:3
     １床当たり床面積:16.99㎡
     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:21
     １床当たり床面積:10.38㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20411736  学校法人東京女子医科〒276-8524 一般       498（周）第3号               平成26年10月 1日
     (0431841  ) 大学　東京女子医科大八千代市大和田新田４７７－９６ 総合周産期特定集中治療室管理
     学附属八千代医療セン047-450-6000  (047-458-7058) 料１
     ター 当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:17㎡
     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:15
     １床当たり床面積:12.28㎡
     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:6
     １床当たり床面積:7.58㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    32810018  独立行政法人地域医療〒273-8556 一般       460（周）第1号               平成26年10月 1日
     (2810018  ) 機能推進機構　独立行船橋市海神６－１３－１０ 一般（感染） 総合周産期特定集中治療室管理
     政法人地域医療機能推047-433-2111  (047-435-2655)              4 料２
     進機構船橋中央病院 当該治療室の病床数:15
     １床当たり床面積:7.65㎡
     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:6
     １床当たり床面積:17.24㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    43910221  医療法人鉄蕉会　亀田〒296-0041 一般       865（周）第2号               平成26年 8月 1日
     (3930120  ) 総合病院 鴨川市東町９２９ 精神        52 総合周産期特定集中治療室管理
     04-7092-2211  (04-7099-1105) 料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:15.19㎡
     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:27
     １床当たり床面積:7.04㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

    59210014  国立大学法人　千葉大〒260-0856 一般       800（周）第5号               平成29年 3月 1日
     (9210014  ) 学医学部附属病院 千葉市中央区亥鼻１‐８‐１ 精神        45 総合周産期特定集中治療室管理
     043-222-7171  (043-226-2648) 一般（感染） 料１
                  5 当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:16.8㎡
     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:9
     １床当たり床面積:13.85㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

    10112524  千葉市立海浜病院 〒261-0012 一般       293（新回復）第7号           平成26年12月 1日
     千葉市美浜区磯辺３－３１－１ 病床数:25
     043-277-7711  (043-278-7482) １床当たり床面積:5.7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20113191  千葉県こども病院 〒266-0007 一般       224（新回復）第2号           平成24年 3月 1日
     (0133215  ) 千葉市緑区辺田町５７９－１ 病床数:15
     043-292-2111  (043-292-3815) １床当たり床面積:6.18㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30411736  学校法人東京女子医科〒276-8524 一般       498（新回復）第8号           平成25年 6月 1日
     (0431841  ) 大学　東京女子医科大八千代市大和田新田４７７－９６ 病床数:16
     学附属八千代医療セン047-450-6000  (047-458-7058) １床当たり床面積:5.12㎡
     ター
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    41010149  国保直営総合病院　君〒292-0822 一般       637（新回復）第4号           平成22年 4月 1日
     (1010149  ) 津中央病院 木更津市桜井１０１０ 結核        18 病床数:32
     0438-36-1071  一般（感染） １床当たり床面積:6.41㎡
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    51411255  総合病院国保旭中央病〒289-2511 一般       763（新回復）第10号          平成28年 4月 1日
     (1431196  ) 院 旭市イの１３２６ 精神       220 病床数:21
     0479-63-8111  (0479-62-5899) 一般（感染） １床当たり床面積:9.8㎡
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    61910363  学校法人順天堂　順天〒279-0021 一般       785（新回復）第1号           平成22年11月 1日
     堂大学医学部附属浦安浦安市富岡２‐１‐１ 病床数:15
     病院 047-353-3111  (047-353-3138) １床当たり床面積:5.94㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    74210639  学校法人東邦大学　東〒285-8741 一般       451（新回復）第6号           平成22年 4月 1日
     邦大学医療センター佐佐倉市下志津５６４－１ 病床数:6
     倉病院 043-462-8811  (043-462-8820) １床当たり床面積:8.27㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    89210014  国立大学法人　千葉大〒260-0856 一般       800（新回復）第11号          平成28年 6月 1日
     (9210014  ) 学医学部附属病院 千葉市中央区亥鼻１‐８‐１ 精神        45 病床数:18
     043-222-7171  (043-226-2648) 一般（感染） １床当たり床面積:4.8㎡
                  5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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)

    14310041  日本赤十字社　成田赤〒286-8523 一般       666（一類）第1号             平成17年 3月 1日
     (4330890  ) 十字病院 成田市飯田町９０－１ 精神        50 病床数:3床
     0476-22-2311  (0476-22-2853)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


