
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29日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,512.2 社会福祉法人恩賜財団〒230-0012 一般       510（脳卒中ケア）第21号      平成24年 5月 1日
     (016,512.6) 済生会支部神奈川県済横浜市鶴見区下末吉３－６－１ 精神        50 当該治療室の病床数:6床
     鶴医512 生会　横浜市東部病院045-576-3000  (045-576-3525)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2020,331.5 医療法人社団のう救会〒221-0863 一般        60（脳卒中ケア）第25号      平成28年12月 1日
     神医331 　脳神経外科東横浜病横浜市神奈川区羽沢町８８８ 当該治療室の病床数:3床
     院 045-383-1121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3090,497.9 菊名記念病院 〒222-0011 一般       218（脳卒中ケア）第26号      平成29年 1月 1日
     港医497 横浜市港北区菊名４－４－２７ 当該治療室の病床数:5床
     045-402-7111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4260,212.6 北里大学病院 〒252-0375 一般     1,033（脳卒中ケア）第24号      平成27年 7月 1日
     (266,212.0) 相模原市南区北里１－１５－１ 当該治療室の病床数:6床
     相医212 042-778-8111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5311,039.2 医療法人社団仁明会　〒233-0012 一般        41（脳卒中ケア）第28号      平成29年11月 1日
     港南医1039 秋山脳神経外科病院 横浜市港南区上永谷２－１０－３ 当該治療室の病床数:3床
     ６
     045-846-1001  (045-367-9951)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6370,054.9 昭和大学藤が丘病院 〒227-8501 一般       584（脳卒中ケア）第20号      平成24年 4月 1日
     (376,054.3) 横浜市青葉区藤が丘１－３０ 当該治療室の病床数:3床
     青医54 045-971-1151  (045-973-1019)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7370,090.3 医療法人社団明芳会　〒225-0013 一般       257（脳卒中ケア）第11号      平成29年 7月 1日
     青医90 横浜新都市脳神経外科横浜市青葉区荏田町４３３ 療養        60 当該治療室の病床数:6床
     病院 045-911-2011  (045-911-4517) 当該治療室の病床数:6床
     当該治療室の病床数:6床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8370,102.6 医療法人社団緑成会　〒225-0025 一般       300（脳卒中ケア）第23号      平成26年 9月 1日
     (376,102.0) 横浜総合病院 横浜市青葉区鉄町２２０１－５ 当該治療室の病床数:6床
     青医102 045-902-0001  (045-903-3098)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9520,122.3 聖マリアンナ医科大学〒211-0063 一般       138（脳卒中ケア）第15号      平成22年 5月 1日
     中原医122 東横病院 川崎市中原区小杉町３－４３５ 当該治療室の病床数:6床
     044-722-2121  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10550,029.3 聖マリアンナ医科大学〒216-8511 一般     1,156（脳卒中ケア）第27号      平成29年11月 1日
     宮医29 病院 川崎市宮前区菅生２－１６－１ 精神        52 当該治療室の病床数:6床
     044-977-8111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11980,258.8 横浜市立脳卒中・神経〒235-0012 一般       300（脳卒中ケア）第18号      平成24年12月 1日
     (986,258.2) 脊椎センター 横浜市磯子区滝頭１－２－１ 当該治療室の病床数:12床
     磯医258 045-753-2500  (045-753-2904)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   12990,002.8 独立行政法人国立病院〒245-8575 一般       470（脳卒中ケア）第16号      平成25年12月 1日
     (996,002.2) 機構　横浜医療センタ横浜市戸塚区原宿３－６０－２ 精神        40 当該治療室の病床数:6床
     戸医2 ー 045-851-2621  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1260,212.6 北里大学病院 〒252-0375 一般     1,033（小集）第2号             平成27年10月 1日
     (266,212.0) 相模原市南区北里１－１５－１
     相医212 042-778-8111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,512.2 社会福祉法人恩賜財団〒230-0012 一般       510（新１）第24号            平成26年 8月 1日
     (016,512.6) 済生会支部神奈川県済横浜市鶴見区下末吉３－６－１ 精神        50 当該治療室の病床数:6
     鶴医512 生会　横浜市東部病院045-576-3000  (045-576-3525) １床当たり床面積:8.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2080,330.4 公立大学法人　横浜市〒236-0004 一般       632（新１）第31号            平成27年 5月 1日
     (086,330.8) 立大学附属病院 横浜市金沢区福浦３－９ 結核        16 当該治療室の病床数:9
     金医330 045-787-2800  (045-787-2931) 精神        26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3090,422.7 独立行政法人労働者健〒222-0036 一般       650（新１）第36号            平成30年 1月 1日
     (096,422.1) 康安全機構　横浜労災横浜市港北区小机町３２１１ 当該治療室の病床数:9
     港医422 病院 045-474-8111  １床当たり床面積:9.54㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4220,277.8 藤沢市民病院 〒251-0052 一般       536（新１）第34号            平成29年 6月 1日
     (226,277.2) 藤沢市藤沢２－６－１ 当該治療室の病床数:9
     藤医277 0466-25-3111  (0466-25-3545) １床当たり床面積:9.91㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5260,075.7 独立行政法人地域医療〒252-0206 一般       212（新１）第7号             平成26年10月 1日
     (266,075.1) 機能推進機構　相模野相模原市中央区淵野辺１－２－３ 当該治療室の病床数:12
     相医75 病院 ０
     042-752-2025  (042-754-9543)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6320,270.2 聖マリアンナ医科大学〒241-0811 一般       518（新１）第3号             平成26年10月 1日
     旭医270 横浜市西部病院 横浜市旭区矢指町１１９７－１ 当該治療室の病床数:9
     045-366-1111  １床当たり床面積:10㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7500,005.4 川崎市立川崎病院 〒210-0013 一般       663（新１）第35号            平成29年10月 1日
     (506,005.8) 川崎市川崎区新川通１２－１ 一般（感染） 当該治療室の病床数:6
     川医5 044-233-5521              12 １床当たり床面積:9.46㎡
     精神        38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8520,010.0 日本医科大学武蔵小杉〒211-8533 一般       372（新１）第11号            平成26年10月 1日
     中原医10 病院 川崎市中原区小杉町１－３９６ 当該治療室の病床数:6
     044-733-5181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1190,009.1 国家公務員共済組合連〒238-8558 一般       732（新２）第10号            平成26年12月 1日
     (196,009.5) 合会　横須賀共済病院横須賀市米が浜通１－１６ 精神        10 当該治療室の病床数:9
     横須医9 0468-22-2710  １床当たり床面積:8.88㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2190,621.3 横須賀市立うわまち病〒238-8567 一般       367（新２）第11号            平成26年10月 1日
     横須医621 院 横須賀市上町２－３６ 療養        50 当該治療室の病床数:6
     0468-23-2630  (0468-27-1305) １床当たり床面積:8.26㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3230,081.2 小田原市立病院 〒250-8558 一般       417（新２）第12号            平成26年10月 1日
     小医81 小田原市久野４６ 当該治療室の病床数:6
     0465-34-3175  １床当たり床面積:14.7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4240,003.4 茅ケ崎市立病院 〒253-0042 一般       401（新２）第1号             平成26年10月 1日
     茅医3 茅ヶ崎市本村５－１５－１ 当該治療室の病床数:3
     0467-52-1111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5260,040.1 神奈川県厚生農業協同〒252-5188 一般       431（新２）第5号             平成26年10月 1日
     (266,040.5) 組合連合会　相模原協相模原市緑区橋本２－８－１８ その他       6 当該治療室の病床数:6
     相医40 同病院 042-772-4291  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6300,066.8 大和市立病院 〒242-0018 一般       403（新２）第2号             平成26年10月 1日
     (303,004.6) 大和市深見西８－３－６　 当該治療室の病床数:6
     大和医66 046-260-0111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7310,343.9 社会福祉法人恩賜財団〒234-8503 一般       500（新２）第13号            平成27年 2月 1日
     (316,343.3) 済生会支部神奈川県済横浜市港南区港南台３－２－１０ 当該治療室の病床数:6
     港南医343 生会　横浜市南部病院045-832-1111  (045-832-8335) １床当たり床面積:8.53㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8370,054.9 昭和大学藤が丘病院 〒227-8501 一般       584（新２）第14号            平成27年 5月 1日
     (376,054.3) 横浜市青葉区藤が丘１－３０ 当該治療室の病床数:3
     青医54 045-971-1151  (045-973-1019) １床当たり床面積:7.13㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9380,125.5 昭和大学横浜市北部病〒224-8503 一般       597（新２）第20号            平成29年11月 1日
     (386,125.9) 院 横浜市都筑区茅ケ崎中央３５－１精神        92 当該治療室の病床数:9
     都医125 045-949-7000  (045-949-7117) １床当たり床面積:9.45㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10980,111.9 横浜市立市民病院 〒240-8555 一般       624（新２）第7号             平成26年10月 1日
     (986,111.3) 横浜市保土ケ谷区岡沢町５６ 一般（感染） 当該治療室の病床数:6
     保医111 045-331-1961              26 １床当たり床面積:9.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11990,002.8 独立行政法人国立病院〒245-8575 一般       470（新２）第9号             平成26年10月 1日
     (996,002.2) 機構　横浜医療センタ横浜市戸塚区原宿３－６０－２ 精神        40 当該治療室の病床数:6
     戸医2 ー 045-851-2621  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1050,444.9 公立大学法人　横浜市〒232-0024 一般       676（周）第4号               平成26年 4月 1日
     (056,444.3) 立大学附属市民総合医横浜市南区浦舟町４－５７ 精神        50 総合周産期特定集中治療室管理
     南医444 療センター 045-261-5656  (045-231-1846) 料１
     当該治療室の病床数:6
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2050,474.6 神奈川県立こども医療〒232-8555 一般       379（周）第6号               平成26年10月 1日
     (056,474.0) センター 横浜市南区六ツ川２－１３８－４精神        40 総合周産期特定集中治療室管理
     南医474 045-711-2351  (045-721-3324) 料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:18.16㎡
     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:21
     １床当たり床面積:8.66㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3260,212.6 北里大学病院 〒252-0375 一般     1,033（周）第2号               平成26年 7月 1日
     (266,212.0) 相模原市南区北里１－１５－１ 総合周産期特定集中治療室管理
     相医212 042-778-8111  料１
     当該治療室の病床数:9
     １床当たり床面積:15.63㎡
     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:8.7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4400,027.9 東海大学医学部付属病〒259-1193 一般       804（周）第3号               平成26年 8月 1日
     (406,027.3) 院 伊勢原市下糟屋１４３ 総合周産期特定集中治療室管理
     伊医27 0463-93-1121  (0463-94-9058) 料１
     当該治療室の病床数:9
     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:12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5550,029.3 聖マリアンナ医科大学〒216-8511 一般     1,156（周）第5号               平成26年10月 1日
     宮医29 病院 川崎市宮前区菅生２－１６－１ 精神        52 総合周産期特定集中治療室管理
     044-977-8111  料１
     当該治療室の病床数:6
     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:12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,512.2 社会福祉法人恩賜財団〒230-0012 一般       510（新回復）第6号           平成22年 6月 1日
     (016,512.6) 済生会支部神奈川県済横浜市鶴見区下末吉３－６－１ 精神        50 病床数:10
     鶴医512 生会　横浜市東部病院045-576-3000  (045-576-3525) １床当たり床面積:8.2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2050,444.9 公立大学法人　横浜市〒232-0024 一般       676（新回復）第1号           平成22年 4月 1日
     (056,444.3) 立大学附属市民総合医横浜市南区浦舟町４－５７ 精神        50 病床数:12
     南医444 療センター 045-261-5656  (045-231-1846)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3090,422.7 独立行政法人労働者健〒222-0036 一般       650（新回復）第2号           平成23年 9月 1日
     (096,422.1) 康安全機構　横浜労災横浜市港北区小机町３２１１ 病床数:12
     港医422 病院 045-474-8111  １床当たり床面積:4.29㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4190,621.3 横須賀市立うわまち病〒238-8567 一般       367（新回復）第13号          平成26年12月 1日
     横須医621 院 横須賀市上町２－３６ 療養        50 病床数:7
     0468-23-2630  (0468-27-1305) １床当たり床面積:9.95㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5260,075.7 独立行政法人地域医療〒252-0206 一般       212（新回復）第9号           平成24年 4月 1日
     (266,075.1) 機能推進機構　相模野相模原市中央区淵野辺１－２－３ 病床数:18
     相医75 病院 ０
     042-752-2025  (042-754-9543)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6370,054.9 昭和大学藤が丘病院 〒227-8501 一般       584（新回復）第14号          平成27年 5月 1日
     (376,054.3) 横浜市青葉区藤が丘１－３０ 病床数:3
     青医54 045-971-1151  (045-973-1019) １床当たり床面積:4.88㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7380,125.5 昭和大学横浜市北部病〒224-8503 一般       597（新回復）第3号           平成22年 4月 1日
     (386,125.9) 院 横浜市都筑区茅ケ崎中央３５－１精神        92 病床数:14
     都医125 045-949-7000  (045-949-7117) １床当たり床面積:4.68㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8400,027.9 東海大学医学部付属病〒259-1193 一般       804（新回復）第4号           平成22年 4月 1日
     (406,027.3) 院 伊勢原市下糟屋１４３ 病床数:12
     伊医27 0463-93-1121  (0463-94-9058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9500,005.4 川崎市立川崎病院 〒210-0013 一般       663（新回復）第11号          平成26年 3月 1日
     (506,005.8) 川崎市川崎区新川通１２－１ 一般（感染） 病床数:18
     川医5 044-233-5521              12 １床当たり床面積:3.73㎡
     精神        38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10520,010.0 日本医科大学武蔵小杉〒211-8533 一般       372（新回復）第8号           平成23年11月 1日
     中原医10 病院 川崎市中原区小杉町１－３９６ 病床数:12
     044-733-5181  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11550,029.3 聖マリアンナ医科大学〒216-8511 一般     1,156（新回復）第5号           平成22年 4月 1日
     宮医29 病院 川崎市宮前区菅生２－１６－１ 精神        52 病床数:24
     044-977-8111  １床当たり床面積:7.37㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   12980,111.9 横浜市立市民病院 〒240-8555 一般       624（新回復）第12号          平成26年 5月 1日
     (986,111.3) 横浜市保土ケ谷区岡沢町５６ 一般（感染） 病床数:6
     保医111 045-331-1961              26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13990,002.8 独立行政法人国立病院〒245-8575 一般       470（新回復）第7号           平成22年 7月 1日
     (996,002.2) 機構　横浜医療センタ横浜市戸塚区原宿３－６０－２ 精神        40 病床数:4
     戸医2 ー 045-851-2621  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1980,111.9 横浜市立市民病院 〒240-8555 一般       624（一類）第1号             平成16年12月 1日
     (986,111.3) 横浜市保土ケ谷区岡沢町５６ 一般（感染） 病床数:2床
     保医111 045-331-1961              26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1980,258.8 横浜市立脳卒中・神経〒235-0012 一般       300（特入）第5号             平成27年 4月 1日
     (986,258.2) 脊椎センター 横浜市磯子区滝頭１－２－１ 病棟種別:一般
     磯医258 045-753-2500  (045-753-2904) 病棟数:1
     病床数:1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


