
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 一般病棟入院基本料　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)

    1011,071,9 竹山病院 〒951-8068 一般        53（一般入院）第713号       平成20年 7月 1日
     新潟市中央区上大川前通六番１１ 病棟種別:一般
     ８３番地 病棟数:1棟
     025-228-7171  (025-229-2330) 病床数:53床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011,496,8 日本歯科大学医科病院〒951-8151 一般        50（一般入院）第315号       平成23年 7月 1日
     新潟市中央区浜浦町１丁目８番地 病棟種別:一般
     025-267-1500  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011,513,0 新潟南病院 〒950-8601 一般       153（一般入院）第318号       平成28年 9月 1日
     新潟市中央区女池神明１丁目７番療養        24 病棟種別:一般
     地１ 病棟数:3棟
     025-284-2511  病床数:143床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4011,566,8 新潟中央病院 〒950-8556 一般       262（一般入院）第417号       平成28年10月 1日
     新潟市中央区新光町１番地１８ 病棟種別:一般
     025-285-8811  (025-285-4419) 病棟数:3棟
     病床数:155床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5011,625,2 椿田病院 〒950-0105 一般        44（一般入院）第611号       平成28年 3月 1日
     新潟市江南区大淵１７６番地 病棟種別:一般
     025-276-2382  (025-276-2545) 病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6012,072,6 新潟脳外科病院 〒950-1101 一般       120（一般入院）第773号       平成28年10月 1日
     新潟市西区山田３０５７番地 療養        58 病棟種別:一般
     025-231-5111  (025-231-5130) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:80床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 一般病棟入院基本料　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)

    7012,073,4 済生会新潟第二病院 〒950-1104 一般       425（一般入院）第761号       平成28年10月 1日
     (713,026,0) 新潟市西区寺地２８０－７ 病棟種別:一般
     025-233-6161  (025-230-3261) 病棟数:8棟
     病床数:357床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8012,114,6 社会医療法人　桑名恵〒950-0032 一般       178（一般入院）第754号       平成28年 9月 1日
     風会　桑名病院 新潟市東区河渡甲１４０番地 療養        48 病棟種別:一般
     025-273-2251  病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:130床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9012,151,8 新潟臨港病院 〒950-0051 一般       150（一般入院）第695号       平成28年 8月 1日
     新潟市東区桃山町１丁目１１４番療養        49 病棟種別:一般
     地３ 病棟数:3棟
     025-274-5331  (025-271-3314) 病床数:150床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10012,209,4 新津医療センター病院〒956-0025 一般       126（一般入院）第533号       平成28年10月 1日
     新潟市秋葉区古田６１０番地 療養        48 病棟種別:一般
     0250-24-5311  (0250-24-5094) 病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11012,224,3 新潟白根総合病院 〒950-1293 一般       179（一般入院）第462号       平成29年 9月 1日
     (013,960,7) 新潟市南区上下諏訪木７７０番地 病棟種別:一般
     １ 病床区分:一般
     025-372-2191  (025-372-5239) 病棟数:3棟
     病床数:137床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12012,258,1 新潟リハビリテーショ〒950-3304 一般       108（一般入院）第679号       平成30年 1月 1日
     ン病院 新潟市北区木崎７６１番地 療養        60 病棟種別:一般
     025-388-2111  (025-388-3010) 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 一般病棟入院基本料　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)

   13012,261,5 厚生連　豊栄病院 〒950-3327 一般       199（一般入院）第511号       平成29年10月 1日
     新潟市北区石動１丁目１１番１号 病棟数:2棟
     025-386-2311  病床数:112床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14012,273,0 医療法人愛仁会　亀田〒950-0165 一般       197（一般入院）第629号       平成28年 9月 1日
     第一病院 新潟市江南区西町２丁目５番２２ 病棟種別:一般
     号 病棟数:4棟
     025-382-3111  (025-382-7311) 病床数:156床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15012,331,6 西蒲中央病院 〒959-0423 一般        46（一般入院）第738号       平成30年 2月 1日
     新潟市西蒲区旗屋７３１番地 療養       120 病棟種別:一般
     0256-88-5521  (0256-88-5531) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:26床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16012,407,4 社会福祉法人新潟市社〒950-2087 一般 （一般入院）第757号       平成28年10月 1日
     会事業協会　信楽園病新潟市西区新通南３丁目３番１１　　一般   325 病棟種別:一般
     院 号 病床区分:一般
     025-260-8200  (025-260-8199) 病棟数:6棟
     病床数:273床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17012,465,2 新潟市民病院 〒950-1197 一般       652（一般入院）第763号       平成28年10月 1日
     新潟市中央区鐘木４６３番地７ 一般（感染） 病棟種別:一般
     025-281-5151               8 病床区分:一般
     精神        16 病棟数:13棟
     病床数:559床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 一般病棟入院基本料　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)

   18012,483,5 医療法人社団白美会　〒953-0041 一般        41（一般入院）第715号       平成28年10月 1日
     新潟西蒲メディカルセ新潟市西蒲区巻甲４３６８ 療養       124 病棟種別:一般
     ンター病院 0256-72-3111  (0256-72-0505) 病棟数:1棟
     病床数:41床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19012,486,8 猫山宮尾病院 〒950-1151 一般        66（一般入院）第719号       平成28年12月 1日
     新潟市中央区湖南１４番地７ 病棟種別:一般
     025-282-2323  (025-281-7331) 病棟数:2棟
     病床数:66床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20012,516,2 新潟県厚生農業協同組〒950-2022 一般       297（一般入院）第780号       平成28年 6月 1日
     合連合会　新潟医療セ新潟市西区小針３丁目２７番１１療養       107 病棟種別:一般
     ンター 号 病床区分:一般
     025-232-0111  (025-233-2234) 病棟数:6棟
     病床数:277床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21012,564,2 新潟医療生活協同組合〒950-0862 一般       312（一般入院）第724号       平成28年10月 1日
     　木戸病院 新潟市東区竹尾４丁目１３番３号 病棟種別:一般
     025-273-2151  (025-278-3184) 病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:208床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22012,586,5 下越病院 〒956-0814 一般       261（一般入院）第762号       平成28年10月 1日
     新潟市秋葉区東金沢１４５９番地 病棟種別:一般
     １ 病床区分:一般
     0250-22-4711  (0250-24-4740) 病棟数:3棟
     病床数:136床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23012,636,8 社会医療法人新潟臨港〒950-0909 一般        52（一般入院）第774号       平成29年 4月 1日
     保健会　新潟万代病院新潟市中央区八千代２丁目２番８ 病棟種別:一般
     号 病床区分:一般
     025-244-4700  (025-247-6216) 病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１



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 一般病棟入院基本料　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)

   24021,088,1 吉田病院 〒940-0053 一般        48（一般入院）第750号       平成28年 6月 1日
     長岡市長町１丁目１６６８番地 療養        41 病棟種別:一般
     0258-32-0490  療養        36 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25021,226,7 長岡西病院 〒940-2111 一般       120（一般入院）第550号       平成29年 7月 1日
     長岡市三ツ郷屋町３７１番地１ 療養       120 病棟種別:一般
     0258-27-8500  (0258-27-8509) 病棟数:2棟
     病床数:88床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26021,269,7 悠遊健康村病院 〒940-2138 一般       151（一般入院）第649号       平成18年 4月 1日
     長岡市大字日越３３７番地 療養        99 病棟種別:一般
     0258-47-8500  療養        50 病棟数:1棟
     病床数:51床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27021,272,1 長岡赤十字病院 〒940-2085 一般       607（一般入院）第753号       平成28年10月 1日
     長岡市千秋２丁目２９７番地１ 病棟種別:一般
     0258-28-3600  (0258-28-9000) 病床区分:一般
     病棟数:13棟
     病床数:537床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28021,327,3 三島病院 〒940-2302 一般        59（一般入院）第652号       平成24年12月 1日
     長岡市藤川１７１３番地の８ 精神       282 病棟種別:一般
     0258-42-2311  病棟数:1棟
     病床数:59床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29021,348,9 新潟県厚生農業協同組〒940-8653 一般       531（一般入院）第752号       平成28年 8月 1日
     合連合会　長岡中央綜長岡市川崎町２０４１番地 病棟種別:一般
     合病院 0258-35-3700  (0258-33-9596) 病床区分:一般
     病棟数:11棟
     病床数:531床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 一般病棟入院基本料　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)

   30021,426,3 立川綜合病院 〒940-8621 一般       479（一般入院）第787号       平成28年11月 1日
     長岡市上条町字谷内５６１番地１ 病棟種別:一般
     0258-33-3111  (0258-33-8811) 病床区分:一般
     病棟数:10棟
     病床数:473床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31031,053,3 独立行政法人　労働者〒942-8502 一般       200（一般入院）第765号       平成29年 4月 1日
     健康安全機構　新潟労上越市東雲町１丁目７－１２ 病棟種別:一般
     災病院 025-543-3123  病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:157床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32031,180,4 新潟県立中央病院 〒943-0192 一般       524（一般入院）第745号       平成28年10月 1日
     上越市新南町２０５番地 一般（感染） 病棟種別:一般
     025-522-7711  (025-521-3720)              6 病床区分:一般
     病棟数:9棟
     病床数:454床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33031,203,4 上越地域医療センター〒943-8531 一般       142（一般入院）第785号       平成29年12月 1日
     病院 上越市南高田町６番９号 療養        55 病棟種別:一般
     025-523-2131  (025-522-3377) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:142床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34031,250,5 新潟県立柿崎病院 〒949-3216 一般        55（一般入院）第749号       平成30年 2月 1日
     上越市柿崎区柿崎６４１２－１ 病棟種別:一般
     025-536-3131  (025-536-3136) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 一般病棟入院基本料　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)

   35031,285,1 新潟県厚生農業協同組〒943-0172 一般       318（一般入院）第758号       平成28年 7月 1日
     合連合会　上越総合病上越市大道福田６１６番地 病棟種別:一般
     院 025-524-3000  (025-524-3002) 病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:253床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36041,052,3 社会医療法人嵐陽会　〒955-0071 一般       210（一般入院）第731号       平成29年 4月 1日
     三之町病院 三条市本町５丁目２番３０号 病棟種別:一般
     0256-33-0581  (0256-32-1896) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:90床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37041,073,9 済生会三条病院 〒955-8511 一般       199（一般入院）第756号       平成28年 8月 1日
     三条市大野畑６番１８号 病棟種別:一般
     0256-33-1551  病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:146床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38041,083,8 厚生連　三条総合病院〒955-0055 一般       199（一般入院）第408号       平成28年 7月 1日
     三条市塚野目５丁目１番６２号 病棟種別:一般
     0256-32-1131  病棟数:2棟
     病床数:106床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39041,137,2 富永草野病院 〒955-0046 一般       100（一般入院）第691号       平成28年10月 1日
     三条市興野２丁目２番２５号 療養        48 病棟種別:一般
     0256-36-8777  療養        48 病棟数:2棟
     病床数:82床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40051,077,7 医療法人（財団）公仁〒945-0055 一般        54（一般入院）第373号       平成29年 5月 1日
     会　柏崎中央病院 柏崎市駅前２丁目１番２５号 病棟種別:一般
     0257-23-6254  (0257-23-0325) 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:１５対１入院基本料



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 一般病棟入院基本料　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)

   41051,081,9 柏崎厚生病院 〒945-1341 一般        60（一般入院）第717号       平成20年10月 1日
     柏崎市大字茨目字二ツ池２０７１精神       240 病棟種別:一般
     番地１ 病棟数:1棟
     0257-22-0111  (0257-22-0112) 病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42051,120,5 新潟県厚生農業協同組〒945-8535 一般       400（一般入院）第356号       平成28年 7月 1日
     合連合会　柏崎総合医柏崎市北半田２丁目１１番３号 病棟種別:一般
     療センター 0257-23-2165  病棟数:7棟
     病床数:355床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43061,132,8 竹内病院 〒957-0053 一般        30（一般入院）第461号       平成18年 4月 1日
     新発田市中央町４丁目６番６号 病棟種別:一般
     0254-22-2612  病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44061,144,3 北越病院 〒957-0018 一般        55（一般入院）第499号       平成21年11月 1日
     新発田市緑町２丁目２０番１９号 病棟種別:一般
     0254-26-1010  (0254-26-5231) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45061,199,7 新潟県立リウマチセン〒957-0054 一般       100（一般入院）第708号       平成28年 5月 1日
     ター 新発田市本町１丁目２番８号 病棟種別:一般
     0254-23-7751  (0254-23-7762) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46061,200,3 新潟県立新発田病院 〒957-8588 一般       429（一般入院）第744号       平成28年10月 1日
     新発田市本町１丁目２番８号 一般（感染） 病棟種別:一般
     0254-22-3121  (0254-22-4783)              4 病床区分:一般
     精神        45 病棟数:8棟
     病床数:362床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 一般病棟入院基本料　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)

   47081,059,9 新潟県厚生農業協同組〒947-8701 一般       250（一般入院）第788号       平成29年 9月 1日
     合連合会　小千谷総合新潟県小千谷市大字平沢新田１１療養        50 病棟種別:一般
     病院 １番地 病床区分:一般
     0258-81-1600  (0258-81-1601) 病棟数:2棟
     病床数:99床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48091,032,4 新潟県立加茂病院 〒959-1397 一般       150（一般入院）第306号       平成30年 3月 1日
     加茂市青海町１丁目９番１号 療養        30 病棟種別:一般
     0256-52-0701  病棟数:3棟
     病床数:142床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49101,018,1 新潟県立十日町病院 〒948-0065 一般       275（一般入院）第751号       平成28年 9月 1日
     (103,056,5) 十日町市高田町三丁目南３２番地 病棟種別:一般
     ９ 病床区分:一般
     025-757-5566  病棟数:4棟
     病床数:219床
     区分:７対１入院基本料
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50101,052,0 一般財団法人　上村病〒949-8407 一般        45（一般入院）第716号       平成28年10月 1日
     (103,054,0) 院 十日町市田中ロ４６８番地１ 療養        52 病棟種別:一般（感染）
     025-763-2111  (025-763-2870) 病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51101,057,9 新潟県立松代病院 〒942-1526 一般        55（一般入院）第623号       平成30年 2月 1日
     十日町市松代３５９２番地２ 病棟種別:一般
     025-597-2100  (025-597-3909) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 一般病棟入院基本料　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)

   52111,049,4 見附市立病院 〒954-0052 一般        94（一般入院）第759号       平成28年12月 1日
     見附市学校町２丁目１３番５０号 病棟種別:一般
     0258-62-2800  病棟数:2棟
     病床数:86床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53121,029,4 厚生連　村上総合病院〒958-8533 一般       263（一般入院）第392号       平成29年 7月 1日
     村上市田端町２番１７号 病棟種別:一般
     0254-53-2141  病棟数:3棟
     病床数:196床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54121,094,8 新潟県立坂町病院 〒959-3193 一般       148（一般入院）第308号       平成29年12月 1日
     村上市下鍜冶屋５８９番地 病棟種別:一般
     0254-62-3111  (0254-62-3225) 病棟数:3棟
     病床数:148床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55121,097,1 山北徳洲会病院 〒959-3942 一般        60（一般入院）第654号       平成25年 5月 1日
     村上市勝木１３４０ー１ 療養        30 病棟種別:一般
     0254-60-5555  (0254-60-5556) 療養        30 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56131,025,0 独立行政法人労働者健〒959-1228 一般       249（一般入院）第704号       平成28年 8月 1日
     康安全機構　燕労災病燕市佐渡６３３ 病棟種別:一般
     院 0256-64-5111  (0256-64-5232) 病棟数:4棟
     病床数:202床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57131,075,5 新潟県立吉田病院 〒959-0242 一般       199（一般入院）第769号       平成29年12月 1日
     燕市吉田大保町３２－１４ 病棟種別:一般
     0256-92-5111  (0256-92-2610) 病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:149床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 一般病棟入院基本料　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)

   58151,054,5 厚生連　糸魚川総合病〒941-8502 一般       261（一般入院）第609号       平成28年 5月 1日
     院 糸魚川市大字竹ヶ花４５７番地１ 病棟種別:一般
     025-552-0280  病棟数:3棟
     病床数:165床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59151,055,2 よしだ病院 〒941-0067 一般        60（一般入院）第488号       平成22年 7月 1日
     糸魚川市横町５丁目９番１２号 病棟種別:一般
     025-553-0711  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60161,021,2 厚生連　けいなん総合〒944-8501 一般       170（一般入院）第340号       平成29年 8月 1日
     病院 妙高市田町２丁目４番７号 病棟種別:一般
     0255-72-3161  病棟数:1棟
     病床数:31床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61161,054,3 新潟県立妙高病院 〒949-2106 一般        60（一般入院）第778号       平成30年 3月 1日
     妙高市大字田口１４７－１ 病棟種別:一般
     0255-86-2003  (0255-86-2065) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62171,041,8 北日本脳神経外科病院〒959-1825 一般        50（一般入院）第578号       平成29年 8月 1日
     五泉市太田４４０番地１ 療養       100 病棟種別:一般
     0250-43-8444  病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 一般病棟入院基本料　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)

   63171,057,4 南部郷総合病院 〒959-1707 一般       118（一般入院）第573号       平成28年12月 1日
     (173,051,1) 五泉市村松１４０４番地１ 療養        44 病棟種別:一般
     0250-58-6118  病棟数:2棟
     病床数:104床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64211,016,2 あがの市民病院 〒959-2025 一般       196（一般入院）第697号       平成29年 9月 1日
     阿賀野市岡山町１３－２３ 療養        54 病棟種別:一般
     0250-62-2780  (0250-62-1598) 病棟数:2棟
     病床数:92床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65221,024,4 羽茂病院 〒952-0504 一般        45（一般入院）第718号       平成20年10月 1日
     佐渡市羽茂本郷２２番地 病棟種別:一般
     0259-88-3121  病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66221,032,7 佐渡市立両津病院 〒952-0007 一般        60（一般入院）第694号       平成28年10月 1日
     佐渡市浜田１７７番地１ 病棟種別:一般
     0259-23-5111  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67221,048,3 新潟県厚生農業協同組〒952-1209 一般       350（一般入院）第725号       平成29年 2月 1日
     合連合会　佐渡総合病佐渡市千種１６１番地 一般（感染） 病棟種別:一般
     院 0259-63-3121  (0259-63-6349)              4 病棟数:5棟
     病床数:244床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 一般病棟入院基本料　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)

   68231,031,7 国民健康保険魚沼市立〒946-0001 一般        90（一般入院）第779号       平成30年 3月 1日
     小出病院 魚沼市日渡新田３４番地 療養        44 病棟種別:一般
     025-792-2111  (025-793-7349) 病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:90床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69241,007,5 齋藤記念病院 〒949-6602 一般        50（一般入院）第590号       平成18年 4月 1日
     南魚沼市欠之上４７８番地２ 療養        36 病棟種別:一般
     025-773-5111  療養        12 病棟数:2棟
     病床数:70床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70241,020,8 南魚沼市立ゆきぐに大〒949-7302 一般        45（一般入院）第702号       平成28年 3月 1日
     和病院 南魚沼市浦佐４１１５番地 病棟種別:一般
     025-777-2111  病棟数:1棟
     病床数:25床
     区分:１３対１入院基本料
     一般病棟看護必要度評価加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71241,046,3 新潟県地域医療推進機〒949-7302 一般       400（一般入院）第782号       平成29年 3月 1日
     (243,032,7) 構魚沼基幹病院 南魚沼市浦佐４１３２番地 一般（感染） 病棟種別:一般
     025-777-3200  (025-777-2811)              4 病床区分:一般
     精神        50 病棟数:4棟
     病床数:189床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72241,049,7 南魚沼市民病院 〒949-6680 一般       140（一般入院）第783号       平成29年12月 1日
     (243,033,5) 南魚沼市六日町２６４３番地１ 病棟種別:一般
     025-788-1222  (025-788-1231) 病棟数:3棟
     病床数:140床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 一般病棟入院基本料　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)

   73251,006,4 中条中央病院 〒959-2656 一般        90（一般入院）第645号       平成28年10月 1日
     胎内市西本町１２－１ 病棟種別:一般
     0254-44-8800  (0254-44-8696) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:43床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74501,160,7 新潟手の外科研究所病〒957-0117 一般 （一般入院）第729号       平成24年 9月 1日
     院 北蒲原郡聖籠町諏訪山９９７番地　　一般    50 病棟種別:一般
     0254-27-0003  病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75501,161,5 新潟聖籠病院 〒957-0124 一般        60（一般入院）第786号       平成28年10月 1日
     北蒲原郡聖籠町大字蓮野５９６８療養       180 病棟種別:一般
     番２ 病床区分:一般
     025-256-1010  (025-256-1515) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76541,013,0 新潟県立津川病院 〒959-4497 一般        67（一般入院）第760号       平成30年 2月 1日
     東蒲原郡阿賀町津川２００番地 病棟種別:一般
     0254-92-3311  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:67床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77581,166,7 町立湯沢病院 〒949-6101 一般        40（一般入院）第682号       平成29年 1月 1日
     南魚沼郡湯沢町大字湯沢２８７７療養        24 病棟種別:一般
     －１ 療養        26 病棟数:1棟
     025-780-6543  (025-784-1900) 病床数:40床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78591,007,1 町立津南病院 〒949-8201 一般        62（一般入院）第644号       平成30年 2月 1日
     中魚沼郡津南町大字下船渡丁２６療養        52 病棟種別:一般
     ８２番地 病棟数:1棟
     025-765-3161  病床数:62床
     区分:１０対１入院基本料
     看護必要度加算区分:看護必要
     度加算３
     様式１０の６・９０日を超えて
     入院する患者の算定:有



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 一般病棟入院基本料　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)

   79891,002,9 独立行政法人国立病院〒950-2085 一般       370（一般入院）第772号       平成28年10月 1日
     機構　西新潟中央病院新潟市西区真砂１丁目１４番１号結核        30 病棟種別:一般
     025-265-3171  (025-267-4315) 病床区分:一般
     病棟数:3棟
     病床数:140床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80891,004,5 独立行政法人国立病院〒945-8585 一般       350（一般入院）第656号       平成29年 4月 1日
     機構　新潟病院 柏崎市赤坂町３番５２号 病棟種別:一般
     0257-22-2126  病棟数:1棟
     病床数:58床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 療養病棟入院基本料　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)

    1011,476,0 とやの中央病院 〒950-0951 療養       160（療養入院）第676号       平成28年10月 1日
     新潟市中央区鳥屋野４５０番地３ 病棟種別:療養
     025-284-5161  病棟数:4棟
     病床数:160床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011,554,4 東新潟病院 〒950-0923 一般        55（療養入院）第622号       平成23年 2月 1日
     新潟市中央区姥ヶ山２７４番地１療養        60 病棟種別:療養
     025-286-8811  (025-287-2605) 療養       173 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:110床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011,775,5 聖園病院 〒950-2002 療養        40（療養入院）第751号       平成27年 7月 1日
     新潟市西区青山７丁目９番１０号療養       152 病棟種別:療養
     025-267-0171  病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:40床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4012,117,9 黒埼病院 〒950-1123 療養       120（療養入院）第727号       平成30年 1月 1日
     新潟市西区黒鳥２３３９番地１ 療養        60 病棟種別:療養
     025-370-7555  (025-370-7575) 病棟数:2棟
     病床数:120床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5012,123,7 総合リハビリテーショ〒950-0983 一般        29（療養入院）第698号       平成28年 6月 1日
     ンセンター・みどり病新潟市中央区神道寺２丁目５番１療養       172 病棟種別:療養
     院 号 療養        60 病床区分:療養
     025-244-0080  (025-244-0050) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6012,151,8 新潟臨港病院 〒950-0051 一般       150（療養入院）第712号       平成22年 4月 1日
     新潟市東区桃山町１丁目１１４番療養        49 病棟種別:療養
     地３ 病棟数:1棟
     025-274-5331  (025-271-3314) 病床数:24床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7012,209,4 新津医療センター病院〒956-0025 一般       126（療養入院）第682号       平成28年10月 1日
     新潟市秋葉区古田６１０番地 療養        48 病棟種別:療養
     0250-24-5311  (0250-24-5094) 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算: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 療養病棟入院基本料　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)

    8012,243,3 白根大通病院 〒950-1203 一般       105（療養入院）第741号       平成29年 7月 1日
     新潟市南区大通黄金４－１４－２療養       194 病棟種別:療養
     025-362-0260  (025-362-0272) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:入院基本料１
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:入院基本料２（注１１に
     規定する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9012,322,5 潟東けやき病院 〒959-0516 療養       100（療養入院）第706号       平成28年 7月 1日
     新潟市西蒲区国見４１７番地 病棟種別:療養
     0256-86-3515  (0256-86-3530) 病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10012,331,6 西蒲中央病院 〒959-0423 一般        46（療養入院）第749号       平成28年10月 1日
     新潟市西蒲区旗屋７３１番地 療養       120 病棟種別:療養
     0256-88-5521  (0256-88-5531) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料２
     病棟種別:療養
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料１
     在宅復帰機能強化加算:加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11012,483,5 医療法人社団白美会　〒953-0041 一般        41（療養入院）第740号       平成22年 4月 1日
     新潟西蒲メディカルセ新潟市西蒲区巻甲４３６８ 療養       124 病棟種別:療養
     ンター病院 0256-72-3111  (0256-72-0505) 病棟数:3棟
     病床数:124床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 療養病棟入院基本料　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)

   12012,516,2 新潟県厚生農業協同組〒950-2022 一般       297（療養入院）第739号       平成28年 8月 1日
     合連合会　新潟医療セ新潟市西区小針３丁目２７番１１療養       107 病棟種別:療養
     ンター 号 病棟数:1棟
     025-232-0111  (025-233-2234) 病床数:53床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13012,645,9 末広橋病院 〒950-0041 精神       156（療養入院）第754号       平成28年10月 1日
     新潟市東区臨港町二丁目２５番地療養        12 病棟種別:療養
     １ 療養        27 病床区分:療養
     025-274-6311  (025-274-6368) 病棟数:1棟
     病床数:39床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14021,075,8 長岡保養園 〒940-1111 療養       100（療養入院）第669号       平成29年 6月 1日
     長岡市町田町字湯沢５７５番地 療養       240 病棟種別:療養
     0258-32-4040  精神        60 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15021,088,1 吉田病院 〒940-0053 一般        48（療養入院）第679号       平成22年 7月 1日
     長岡市長町１丁目１６６８番地 療養        41 病棟種別:療養
     0258-32-0490  療養        36 病床区分:療養
     病棟数:2棟
     病床数:77床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16021,226,7 長岡西病院 〒940-2111 一般       120（療養入院）第742号       平成30年 3月 1日
     長岡市三ツ郷屋町３７１番地１ 療養       120 病棟種別:療養
     0258-27-8500  (0258-27-8509) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17021,269,7 悠遊健康村病院 〒940-2138 一般       151（療養入院）第18号        平成28年 7月 1日
     長岡市大字日越３３７番地 療養        99 病棟種別:療養
     0258-47-8500  療養        50 病棟数:1棟
     病床数:49床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18031,031,9 知命堂病院 〒943-0834 一般        97（療養入院）第688号       平成28年10月 1日
     上越市西城町３丁目６番３１号 療養        48 病棟種別:療養
     025-523-2161  病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 療養病棟入院基本料　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)

   19041,106,7 三条東病院 〒955-0053 療養        60（療養入院）第743号       平成29年 7月 1日
     三条市北入蔵２丁目１７番２７号療養       120 病棟種別:療養
     0256-38-1133  病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20041,137,2 富永草野病院 〒955-0046 一般       100（療養入院）第704号       平成29年11月 1日
     三条市興野２丁目２番２５号 療養        48 病棟種別:療養
     0256-36-8777  療養        48 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21041,149,7 かもしか病院 〒955-0128 療養       120（療養入院）第720号       平成29年10月 1日
     三条市南五百川８０番地 療養        60 病棟種別:療養
     0256-41-3131  病棟数:2棟
     病床数:120床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22061,179,9 医療法人　愛広会　豊〒959-2311 療養        60（療養入院）第719号       平成18年 7月 1日
     浦病院 新発田市荒町甲１６１１番地８ 療養       120 病棟種別:療養
     0254-21-0066  (0254-21-0062) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23091,032,4 新潟県立加茂病院 〒959-1397 一般       150（療養入院）第680号       平成28年11月 1日
     加茂市青海町１丁目９番１号 療養        30 病棟種別:療養
     0256-52-0701  病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24121,071,6 医療法人　新光会　村〒958-0034 療養        60（療養入院）第667号       平成18年 7月 1日
     上記念病院 村上市松山２０４－１ 療養        60 病棟種別:療養
     0254-52-1229  病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25121,074,0 肴町病院 〒958-0854 療養        18（療養入院）第662号       平成28年12月 1日
     村上市田端町１６番７号 療養        87 病棟種別:療養
     0254-53-2781  (0254-53-2803) 病棟数:1棟
     病床数:18床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26121,086,4 瀬波病院 〒958-0037 一般        46（療養入院）第728号       平成29年 5月 1日
     村上市瀬波温泉２丁目４番１５号療養        46 病棟種別:療養
     0254-50-1900  (0254-50-1901) 病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:入院基本料１



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 療養病棟入院基本料　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)

   27121,097,1 山北徳洲会病院 〒959-3942 一般        60（療養入院）第654号       平成29年12月 1日
     村上市勝木１３４０ー１ 療養        30 病棟種別:療養
     0254-60-5555  (0254-60-5556) 療養        30 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28171,057,4 南部郷総合病院 〒959-1707 一般       118（療養入院）第573号       平成28年10月 1日
     (173,051,1) 五泉市村松１４０４番地１ 療養        44 病棟種別:療養
     0250-58-6118  病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29211,000,6 脳神経センター阿賀野〒959-2221 一般        44（療養入院）第723号       平成18年 7月 1日
     病院 阿賀野市保田６３１７－１５ 療養        93 病棟種別:療養
     0250-68-3500  病棟数:2棟
     病床数:93床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30211,016,2 あがの市民病院 〒959-2025 一般       196（療養入院）第752号       平成28年12月 1日
     阿賀野市岡山町１３－２３ 療養        54 病棟種別:療養
     0250-62-2780  (0250-62-1598) 病棟数:1棟
     病床数:12床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31221,014,5 佐和田病院 〒952-1313 療養        34（療養入院）第677号       平成18年 7月 1日
     佐渡市八幡町３３２ 病棟種別:療養
     0259-57-3333  (0259-57-3350) 病棟数:1棟
     病床数:34床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32221,034,3 佐渡市立相川病院 〒952-1531 療養        52（療養入院）第711号       平成29年11月 1日
     佐渡市相川広間町７番地 病棟種別:療養
     0259-74-3121  (0259-74-2625) 病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33231,031,7 国民健康保険魚沼市立〒946-0001 一般        90（療養入院）第756号       平成29年 7月 1日
     小出病院 魚沼市日渡新田３４番地 療養        44 病棟種別:療養
     025-792-2111  (025-793-7349) 病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:入院基本料２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 療養病棟入院基本料　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)

   34241,007,5 齋藤記念病院 〒949-6602 一般        50（療養入院）第681号       平成28年10月 1日
     南魚沼市欠之上４７８番地２ 療養        36 病棟種別:療養
     025-773-5111  療養        12 病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:入院基本料２（注１１に
     規定する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35501,161,5 新潟聖籠病院 〒957-0124 一般        60（療養入院）第755号       平成30年 1月 1日
     北蒲原郡聖籠町大字蓮野５９６８療養       180 病棟種別:療養
     番２ 病床区分:療養
     025-256-1010  (025-256-1515) 病棟数:2棟
     病床数:120床
     区分:入院基本料１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36581,166,7 町立湯沢病院 〒949-6101 一般        40（療養入院）第697号       平成28年 4月 1日
     南魚沼郡湯沢町大字湯沢２８７７療養        24 病棟種別:療養
     －１ 療養        26 病棟数:1棟
     025-780-6543  (025-784-1900) 病床数:50床
     区分:入院基本料２（注１１に
     規定する届出）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 結核病棟入院基本料　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)

    1021,272,1 長岡赤十字病院 〒940-2085 一般       607（結核入院）第660号       平成26年 9月 1日
     長岡市千秋２丁目２９７番地１ 病棟種別:結核
     0258-28-3600  (0258-28-9000) 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2891,002,9 独立行政法人国立病院〒950-2085 一般       370（結核入院）第663号       平成27年 4月 1日
     機構　西新潟中央病院新潟市西区真砂１丁目１４番１号結核        30 病棟種別:結核
     025-265-3171  (025-267-4315) 病棟数:1棟
     病床数:30床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神病棟入院基本料　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)

    1011,120,4 南浜病院 〒950-3102 精神       285（精神入院）第588号       平成18年 4月 1日
     新潟市北区島見町４５４０番地 病棟種別:精神
     025-255-2121  病棟数:4棟
     病床数:225床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011,127,9 松浜病院 〒950-3121 精神       405（精神入院）第616号       平成18年 4月 1日
     新潟市北区松浜町３３９６番地 病棟種別:精神
     025-259-3241  病棟数:3棟
     病床数:175床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011,151,9 河渡病院 〒950-0012 精神       443（精神入院）第639号       平成18年 4月 1日
     新潟市東区有楽１丁目１５番地１ 病棟種別:精神
     025-274-8211  (025-271-1384) 病棟数:4棟
     病床数:268床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4011,206,1 佐潟荘 〒950-2261 精神       240（精神入院）第638号       平成18年 4月 1日
     新潟市西区赤塚５５８８番地 病棟種別:精神
     025-239-2135  (025-239-3579) 病棟数:1棟
     病床数:32床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5011,271,5 新潟信愛病院 〒950-2076 精神       430（精神入院）第554号       平成18年 4月 1日
     新潟市西区上新栄町１丁目１番１ 病棟種別:精神
     号 病棟数:3棟
     025-269-4101  (025-260-4388) 病床数:162床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6012,180,7 新津信愛病院 〒956-0036 精神       210（精神入院）第557号       平成18年 4月 1日
     新潟市秋葉区中村２７１番地 病棟種別:精神
     0250-22-2161  (0250-22-2466) 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7012,465,2 新潟市民病院 〒950-1197 一般       652（精神入院）第710号       平成27年 5月 1日
     新潟市中央区鐘木４６３番地７ 一般（感染） 病棟種別:精神
     025-281-5151               8 病床区分:精神
     精神        16 病棟数:1棟
     病床数:16床
     区分:１３対１入院基本料



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 精神病棟入院基本料　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)

    8012,645,9 末広橋病院 〒950-0041 精神       156（精神入院）第713号       平成27年11月 1日
     新潟市東区臨港町二丁目２５番地療養        12 病棟種別:精神
     １ 療養        27 病床区分:精神
     025-274-6311  (025-274-6368) 病棟数:2棟
     病床数:96床
     区分:１５対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9021,075,8 長岡保養園 〒940-1111 療養       100（精神入院）第715号       平成29年 4月 1日
     長岡市町田町字湯沢５７５番地 療養       240 病棟種別:精神
     0258-32-4040  精神        60 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:特別入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10021,114,5 新潟県立精神医療セン〒940-0015 精神       400（精神入院）第606号       平成18年 4月 1日
     ター 長岡市寿２丁目４番１号 病棟種別:精神
     0258-24-3930  (0258-24-3891) 病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:160床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11021,154,1 田宮病院 〒940-2135 精神       419（精神入院）第716号       平成29年 6月 1日
     長岡市深沢町２３００ 療養        60 病棟数:1棟
     0258-46-3200  病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12021,327,3 三島病院 〒940-2302 一般        59（精神入院）第704号       平成26年 8月 1日
     長岡市藤川１７１３番地の８ 精神       282 病棟種別:精神
     0258-42-2311  病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:170床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13031,004,6 高田西城病院 〒943-0834 精神       270（精神入院）第423号       平成19年 7月 1日
     上越市西城町２丁目８番３０号 病棟種別:精神
     025-523-2139  (025-522-7035) 病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 精神病棟入院基本料　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)

   14031,030,1 川室記念病院 〒943-0109 精神       171（精神入院）第706号       平成27年 1月 1日
     上越市大字北新保７１番甲地 病棟種別:精神
     025-520-2021  (025-520-2022) 病床区分:精神
     病棟数:2棟
     病床数:120床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15041,163,8 大島病院 〒955-0094 精神       240（精神入院）第691号       平成20年11月 1日
     三条市大島５１０３ 病棟種別:精神
     0256-34-1551  (0256-34-1581) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16051,170,0 関病院 〒945-0826 精神       100（精神入院）第714号       平成29年11月 1日
     柏崎市元城町１番４２号 病棟種別:精神
     0257-23-4314  (0257-21-0073) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:52床
     区分:１５対１入院基本料
     看護配置加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17061,200,3 新潟県立新発田病院 〒957-8588 一般       429（精神入院）第709号       平成27年 4月 1日
     新発田市本町１丁目２番８号 一般（感染） 病棟種別:精神
     0254-22-3121  (0254-22-4783)              4 病床区分:精神
     精神        45 病棟数:1棟
     病床数:45床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18101,041,3 厚生連　中条第二病院〒949-8617 精神       180（精神入院）第701号       平成25年11月 1日
     (103,058,1) 十日町市中条己２９４１番地 病棟種別:精神
     025-757-3018  病床区分:精神
     病棟数:3棟
     病床数:180床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19121,015,3 村上はまなす病院 〒958-0024 精神       222（精神入院）第668号       平成18年 4月 1日
     村上市瀬波中町１２番１８号 病棟種別:精神
     0254-53-2890  (0254-53-6563) 病棟数:1棟
     病床数:54床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20221,031,9 真野みずほ病院 〒952-0313 精神       158（精神入院）第673号       平成19年 8月 1日
     佐渡市真野７３ 病棟種別:精神
     0259-55-1122  (0259-55-1133) 病棟数:3棟
     病床数:158床
     区分:１５対１入院基本料



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 精神病棟入院基本料　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)

   21241,003,4 五日町病院 〒949-7101 精神       196（精神入院）第636号       平成29年 6月 1日
     南魚沼市五日町２３７５ 病棟種別:精神
     025-776-3113  (025-776-3114) 病床区分:精神
     病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22241,046,3 新潟県地域医療推進機〒949-7302 一般       400（精神入院）第712号       平成27年 8月 1日
     (243,032,7) 構魚沼基幹病院 南魚沼市浦佐４１３２番地 一般（感染） 病棟種別:精神
     025-777-3200  (025-777-2811)              4 病床区分:精神
     精神        50 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23891,008,6 独立行政法人国立病院〒949-3193 一般       162（精神入院）第640号       平成18年 4月 1日
     機構　さいがた医療セ上越市大潟区犀潟４６８の１ 精神       248 病棟種別:精神
     ンター 025-534-3131  病棟数:2棟
     病床数:100床
     区分:１５対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 特定機能病院入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1891,001,1 新潟大学医歯学総合病〒951-8520 一般       763（特定入院）第1号         平成23年 7月 1日
     院 新潟市中央区旭町通一番町７５４精神        64 病棟種別:精神
     番地 病床区分:精神
     025-223-6161  (025-227-0719) 病棟数:1棟
     病床数:64床
     区分:１３対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算３
     （特定入院）第3号         平成28年 9月 1日
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:15棟
     病床数:665床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 専門病院入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011,606,2 新潟県立がんセンター〒951-8566 一般       450（専門入院）第3号         平成28年10月 1日
     新潟病院 新潟市中央区川岸町２丁目１５番 病棟種別:一般
     地３ 病床区分:一般
     025-266-5111  病棟数:7棟
     病床数:347床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 障害者施設等入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011,393,7 新潟県はまぐみ小児療〒951-8121 一般        50（障害入院）第3号         平成18年 4月 1日
     育センター 新潟市中央区水道町１丁目５９３ 病棟種別:一般
     ２番地 病棟数:1棟
     025-266-0151  (025-266-0152) 病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011,554,4 東新潟病院 〒950-0923 一般        55（障害入院）第33号        平成19年11月 1日
     新潟市中央区姥ヶ山２７４番地１療養        60 病棟種別:一般
     025-286-8811  (025-287-2605) 療養       173 病棟数:1棟
     病床数:55床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3012,123,7 総合リハビリテーショ〒950-0983 一般        29（障害入院）第51号        平成26年11月 1日
     ンセンター・みどり病新潟市中央区神道寺２丁目５番１療養       172 病棟種別:一般
     院 号 療養        60 病床区分:一般
     025-244-0080  (025-244-0050) 病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4012,209,4 新津医療センター病院〒956-0025 一般       126（障害入院）第12号        平成18年 4月 1日
     新潟市秋葉区古田６１０番地 療養        48 病棟種別:一般
     0250-24-5311  (0250-24-5094) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5012,224,3 新潟白根総合病院 〒950-1293 一般       179（障害入院）第49号        平成26年10月 1日
     (013,960,7) 新潟市南区上下諏訪木７７０番地 病棟種別:一般
     １ 病床区分:一般
     025-372-2191  (025-372-5239) 病棟数:1棟
     病床数:42床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6012,243,3 白根大通病院 〒950-1203 一般       105（障害入院）第40号        平成22年 5月 1日
     新潟市南区大通黄金４－１４－２療養       194 病棟種別:一般
     025-362-0260  (025-362-0272) 病棟数:2棟
     病床数:77床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7012,261,5 厚生連　豊栄病院 〒950-3327 一般       199（障害入院）第46号        平成25年10月 1日
     新潟市北区石動１丁目１１番１号 病棟種別:一般
     025-386-2311  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 障害者施設等入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    8012,586,5 下越病院 〒956-0814 一般       261（障害入院）第43号        平成24年 5月 1日
     新潟市秋葉区東金沢１４５９番地 病棟種別:一般
     １ 病棟数:1棟
     0250-22-4711  (0250-24-4740) 病床数:44床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9021,132,7 長岡療育園 〒940-2135 一般       145（障害入院）第5号         平成18年 4月 1日
     長岡市深沢町字高寺２２７８番地 病棟種別:一般
     ８ 病棟数:3棟
     0258-46-6611  (0258-47-3535) 病床数:145床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10021,269,7 悠遊健康村病院 〒940-2138 一般       151（障害入院）第41号        平成23年 5月 1日
     長岡市大字日越３３７番地 療養        99 病棟種別:一般
     0258-47-8500  療養        50 病棟数:1棟
     病床数:50床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11031,031,9 知命堂病院 〒943-0834 一般        97（障害入院）第52号        平成30年 3月 1日
     上越市西城町３丁目６番３１号 療養        48 病棟種別:一般
     025-523-2161  病床区分:一般
     病棟数:2棟
     病床数:97床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12041,083,8 厚生連　三条総合病院〒955-0055 一般       199（障害入院）第26号        平成21年 8月 1日
     三条市塚野目５丁目１番６２号 病棟種別:一般
     0256-32-1131  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     区分:１３対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13081,059,9 新潟県厚生農業協同組〒947-8701 一般       250（障害入院）第55号        平成29年 4月 1日
     合連合会　小千谷総合新潟県小千谷市大字平沢新田１１療養        50 病棟種別:その他
     病院 １番地 病棟数:2棟
     0258-81-1600  (0258-81-1601) 病床数:101床
     区分:１３対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14121,086,4 瀬波病院 〒958-0037 一般        46（障害入院）第29号        平成19年 5月 1日
     村上市瀬波温泉２丁目４番１５号療養        46 病棟種別:一般
     0254-50-1900  (0254-50-1901) 病棟数:1棟
     病床数:46床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 障害者施設等入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   15131,025,0 独立行政法人労働者健〒959-1228 一般       249（障害入院）第54号        平成27年10月 1日
     康安全機構　燕労災病燕市佐渡６３３ 病棟種別:一般
     院 0256-64-5111  (0256-64-5232) 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:47床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16151,054,5 厚生連　糸魚川総合病〒941-8502 一般       261（障害入院）第47号        平成29年10月 1日
     院 糸魚川市大字竹ヶ花４５７番地１ 病棟種別:一般
     025-552-0280  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:49床
     区分:１３対１入院基本料
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17161,021,2 厚生連　けいなん総合〒944-8501 一般       170（障害入院）第45号        平成29年10月 1日
     病院 妙高市田町２丁目４番７号 病棟種別:一般
     0255-72-3161  病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18171,063,2 南部郷厚生病院 〒959-1765 一般        70（障害入院）第32号        平成21年 4月 1日
     五泉市愛宕甲２９２５番地２ 療養        50 病棟種別:一般
     0250-58-6111  病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:１３対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19211,000,6 脳神経センター阿賀野〒959-2221 一般        44（障害入院）第13号        平成18年 4月 1日
     病院 阿賀野市保田６３１７－１５ 療養        93 病棟種別:一般
     0250-68-3500  病棟数:1棟
     病床数:44床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20221,048,3 新潟県厚生農業協同組〒952-1209 一般       350（障害入院）第50号        平成26年11月 1日
     合連合会　佐渡総合病佐渡市千種１６１番地 一般（感染） 病棟種別:一般
     院 0259-63-3121  (0259-63-6349)              4 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21891,002,9 独立行政法人国立病院〒950-2085 一般       370（障害入院）第53号        平成27年 2月 1日
     機構　西新潟中央病院新潟市西区真砂１丁目１４番１号結核        30 病棟種別:一般
     025-265-3171  (025-267-4315) 病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:230床
     区分:７対１入院基本料



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 障害者施設等入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   22891,004,5 独立行政法人国立病院〒945-8585 一般       350（障害入院）第44号        平成25年 5月 1日
     機構　新潟病院 柏崎市赤坂町３番５２号 病棟種別:一般
     0257-22-2126  病床区分:一般
     病棟数:5棟
     病床数:292床
     区分:７対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23891,008,6 独立行政法人国立病院〒949-3193 一般       162（障害入院）第2号         平成21年 6月 1日
     機構　さいがた医療セ上越市大潟区犀潟４６８の１ 精神       248 病棟種別:一般
     ンター 025-534-3131  病床区分:一般
     病棟数:4棟
     病床数:160床
     区分:１０対１入院基本料
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011,614,6 医療法人社団　大森内〒950-0909 一般        19（診入院）第152号         平成26年 4月 1日
     科医院 新潟市中央区八千代１丁目１番３ 病床区分:一般
     ０号 病床数:19床
     025-243-3300  (025-243-3309) 区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011,666,6 医療法人社団　広橋産〒950-2044 一般         9（診入院）第167号         平成26年 4月 1日
     婦人科クリニック 新潟市西区坂井砂山３丁目７－１ 病床区分:一般
     025-260-7870  (025-268-1361) 病床数:9床
     区分:入院基本料１
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011,788,8 明生堂アイ・クリニッ〒950-0005 一般        10（診入院）第13号          平成12年 4月 1日
     ク 新潟市東区太平３丁目２０８３番 病棟種別:一般
     地２９ 病床数:10床
     025-270-3007  (025-270-5020) 区分:入院基本料６
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4011,796,1 医療法人社団　松田眼〒951-8114 一般         8（診入院）第100号         平成26年 4月 1日
     科医院 新潟市中央区営所通１番町３０８ 病棟種別:一般
     番地３ 病床数:8床
     025-222-2895  区分:入院基本料６
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    5012,016,3 荒川　大桃エンゼルマ〒950-0962 一般        19（診入院）第169号         平成28年 4月 1日
     ザークリニック 新潟市中央区出来島１丁目５番１ 病床区分:一般
     ５号 病床数:19床
     025-281-1103  (025-281-5503) 区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6012,102,1 医療法人社団すずき産〒950-2022 一般        10（診入院）第157号         平成26年 4月 1日
     科婦人科クリニック 新潟市西区小針７丁目１７番１４ 病床区分:一般
     号 病床数:10床
     025-266-2728  区分:入院基本料１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7012,109,6 医療法人社団　源川産〒950-0014 一般        19（診入院）第94号          平成26年 4月 1日
     婦人科クリニック 新潟市東区松崎１丁目１８番１２ 病棟種別:一般
     号 病床数:19床
     025-272-5252  区分:入院基本料４
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    8012,144,3 とくなが女性クリニッ〒950-0932 一般        10（診入院）第162号         平成26年 7月 1日
     ク 新潟市中央区長潟８３７番地１ 病床区分:一般
     025-286-4103  (025-286-4107) 病床数:10床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9012,340,7 医療法人社団　ロイヤ〒950-0905 一般        19（診入院）第120号         平成28年 9月 1日
     ルハートクリニック 新潟市中央区天神尾１丁目１７番 病棟種別:一般
     ５号 病床数:19床
     025-244-1122  区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10012,396,9 本多レディースクリニ〒950-0841 一般        14（診入院）第155号         平成26年 4月 1日
     ック 新潟市東区中野山８９１番地１ 病床区分:一般
     025-256-5561  (025-256-5562) 病床数:14床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   11012,419,9 荒川レディースクリニ〒953-0041 一般        12（診入院）第160号         平成26年 4月 1日
     ック 新潟市西蒲区巻甲４６７０番地 病床区分:一般
     0256-72-2785  病床数:12床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12012,584,0 新津産科婦人科クリニ〒950-0208 一般        19（診入院）第161号         平成26年 4月 1日
     ック 新潟市江南区横越中央７丁目１番 病床区分:一般
     ７号 病床数:19床
     025-384-4103  (025-384-8103) 区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13012,664,0 祥慶会　渡辺記念クリ〒951-8068 一般        14（診入院）第175号         平成28年12月 1日
     ニック 新潟市中央区上大川前通８－１２ 病床区分:一般
     ９１ 病床数:14床
     025-228-5235  (025-228-5236) 区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   14021,389,3 医療法人信眼会　長岡〒940-0033 一般         6（診入院）第143号         平成22年 5月 1日
     眼科医院 長岡市今朝白１丁目７番１２号 病床区分:一般
     0258-39-5577  (0258-39-5576) 区分:入院基本料６
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15031,220,8 城北レディースクリニ〒943-0827 一般        19（診入院）第164号         平成26年 4月 1日
     ック 上越市栄町５－１６ 病棟種別:一般
     025-521-7700  (025-522-8221) 病床数:19床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16031,221,6 医療法人社団　大島ク〒943-0153 一般        10（診入院）第127号         平成24年 5月 1日
     リニック 上越市鴨島１１００番地 病棟種別:一般
     025-522-2000  病床数:10床
     区分:入院基本料６
     夜間の緊急体制:無
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17031,238,0 上田レディースクリニ〒943-0802 一般        12（診入院）第156号         平成26年 4月 1日
     ック 上越市大豆１丁目１１番１１号 病床区分:一般
     025-523-1103  (025-523-1136) 病床数:12床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     38

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   18031,303,2 石田眼科医院 〒943-0832 一般 （診入院）第163号         平成26年 4月 1日
     上越市本町二丁目２番３１号 　　一般    14 病棟種別:一般
     025-524-4342  病床区分:一般
     病床数:14床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算２
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19041,046,5 塚野目診療所 〒955-0055 一般        10（診入院）第124号         平成18年 1月 1日
     三条市塚野目２丁目９番５４号 病棟種別:一般
     0256-34-6551  病床数:19床
     区分:入院基本料４
     看護配置加算:看護配置加算２
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20041,128,1 医療法人社団産科婦人〒955-0823 一般        17（診入院）第153号         平成26年 4月 1日
     科　茅原クリニック 三条市東本成寺１２－１４ 病床区分:一般
     0256-31-1103  (0256-31-2001) 病床数:17床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21041,140,6 レデイスクリニック石〒955-0083 一般        19（診入院）第165号         平成26年 4月 1日
     黒 三条市荒町２丁目２５－３３ 病棟種別:一般
     0256-33-0150  (0256-33-0176) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１



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 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     39

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   22051,086,8 産科・婦人科　山田医〒945-0055 一般        12（診入院）第154号         平成26年 4月 1日
     院 柏崎市駅前２丁目１番２７号 病床区分:一般
     0257-23-6070  病床数:12床
     区分:入院基本料１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23061,106,2 関塚医院 〒957-0007 一般        19（診入院）第170号         平成26年 4月 1日
     新発田市小舟町２丁目１番２３号 病床区分:一般
     0254-26-1405  (0254-26-1406) 病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24061,108,8 富田産科婦人科クリニ〒957-0055 一般        15（診入院）第149号         平成24年 6月 1日
     ック 新発田市諏訪町１丁目２番１５号 病棟種別:一般
     0254-22-1155  (0254-22-1157) 病床数:15床
     区分:入院基本料４
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25061,110,4 駅前医院 〒957-0055 一般        12（診入院）第171号         平成26年 4月 1日
     新発田市諏訪町１丁目３番５号 病床区分:一般
     0254-23-2123  病床数:4床
     区分:入院基本料２
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     40

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   26061,153,4 医療法人社団よつば会〒957-0063 一般         8（診入院）第97号          平成24年 3月 1日
     　渡部レディスクリニ新発田市新栄町１－１－６ 病棟種別:一般
     ック 0254-26-6666  病床数:8床
     区分:入院基本料４
     夜間の緊急体制:無
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:離職が多いため
     非常勤の管理栄養士の有無:無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27101,028,0 医療法人社団　山口医〒949-8603 一般        17（診入院）第155号         平成26年 4月 1日
     院 十日町市下条３丁目５０９番地 病床区分:一般
     025-755-2003  病床数:17床
     区分:入院基本料１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算２
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28101,047,0 たかき医院 〒949-8551 一般        19（診入院）第159号         平成26年 4月 1日
     十日町市馬場丙１５５０番地１ 病棟種別:一般
     025-758-2361  (025-758-2361) 病床数:19床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算１
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     41

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   29131,099,5 医療法人社団　渡辺医〒959-0235 一般        19（診入院）第139号         平成20年10月 1日
     院 燕市吉田旭町１－７－３ 病棟種別:一般
     0256-93-2148  (0256-78-7772) 病床区分:一般
     病床数:19床
     区分:入院基本料４
     夜間の緊急体制:有
     看護配置加算:看護配置加算２
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:人件費の確保が困難な
     ため
     非常勤の管理栄養士の有無:有
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30151,044,6 安藤医院 〒941-0058 （診入院）第131号         平成20年 5月 1日
     糸魚川市寺町１丁目６－１５ 病棟種別:一般
     025-552-8111  病床数:18床
     区分:入院基本料４
     夜間の緊急体制:無
     夜間看護配置加算:夜間看護配
     置加算１
     看取り加算:有
     常勤の管理栄養士の確保が困難
     な理由:その他
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31241,010,9 藤島眼科医院 〒949-6680 一般         6（診入院）第106号         平成14年 8月 1日
     南魚沼市六日町１８８１ 病棟種別:一般
     025-772-2059  (025-772-8755) 病床数:6床
     区分:入院基本料６
     非常勤の管理栄養士の有無:無
     平成26年３月31日までに常勤の
     管理栄養士が確保できる見通し
     :無
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32241,037,2 南魚沼市立城内診療所〒949-7114 一般         5（診入院）第174号         平成27年 4月 1日
     南魚沼市泉甲１５４番地１ 病床区分:一般
     025-775-2009  (025-775-2295) 病床数:5床
     区分:入院基本料６



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 有床診療所入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     42

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   33241,041,4 萌気園浦佐診療所 〒949-7302 一般         9（診入院）第172号         平成28年12月 1日
     南魚沼市浦佐５３６３－１ 病床区分:一般
     025-777-5222  (025-777-4787) 病床数:9床
     区分:入院基本料１
     加減算区分:医師配置加算１
     看護補助配置加算:看護補助配
     置加算１
     栄養管理実施加算:有
     夜間の緊急体制:有
     看取り加算:有
     有床診療所一般病床初期加算:
     有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 有床診療所療養病床入院基本料　医科］ 平成30年 3月28日     43

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1091,077,9 医療法人社団　白美会〒959-1384 療養        19（診療養入院）第5号       平成26年 4月 1日
     　さくらクリニック 加茂市寿町９番１０号 病床区分:療養
     0256-52-9511  病床数:19床
     区分:８割以上
     栄養管理実施加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月28日     44

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011,120,4 南浜病院 〒950-3102 精神       285（看補）第588号           平成24年 4月 1日
     新潟市北区島見町４５４０番地 病棟種別:精神
     025-255-2121  病棟数:4
     病床数:225
     基本料区分:精神入院
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011,127,9 松浜病院 〒950-3121 精神       405（看補）第616号           平成18年 4月 1日
     新潟市北区松浜町３３９６番地 病棟種別:精神
     025-259-3241  病棟数:3
     病床数:162
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011,206,1 佐潟荘 〒950-2261 精神       240（看補）第638号           平成18年 4月 1日
     新潟市西区赤塚５５８８番地 病棟種別:精神
     025-239-2135  (025-239-3579) 病棟数:1
     病床数:32
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4011,271,5 新潟信愛病院 〒950-2076 精神       430（看補）第554号           平成18年 9月 1日
     新潟市西区上新栄町１丁目１番１ 病棟種別:精神
     号 病棟数:4
     025-269-4101  (025-260-4388) 病床数:218
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算３
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5011,625,2 椿田病院 〒950-0105 一般        44（看補）第611号           平成18年 4月 1日
     新潟市江南区大淵１７６番地 病棟種別:一般
     025-276-2382  (025-276-2545) 病棟数:1
     病床数:44
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6012,123,7 総合リハビリテーショ〒950-0983 一般        29（看補）第807号           平成28年 4月 1日
     ンセンター・みどり病新潟市中央区神道寺２丁目５番１療養       172 夜間看護体制加算:有
     院 号 療養        60 病棟数:1
     025-244-0080  (025-244-0050) 病床数:60
     看護補助加算:看護補助加算２
     夜間75対１看護補助加算:有
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月28日     45

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    7012,180,7 新津信愛病院 〒956-0036 精神       210（看補）第557号           平成18年 4月 1日
     新潟市秋葉区中村２７１番地 病棟種別:精神
     0250-22-2161  (0250-22-2466) 病棟数:1
     病床数:50
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
     （看補）第770号           平成21年11月 1日
     病棟種別:精神
     病床区分:特定
     病棟数:1
     病床数:40
     基本料区分:特定入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8012,258,1 新潟リハビリテーショ〒950-3304 一般       108（看補）第698号           平成18年 4月 1日
     ン病院 新潟市北区木崎７６１番地 療養        60 病棟種別:一般
     025-388-2111  (025-388-3010) 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:30
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9012,645,9 末広橋病院 〒950-0041 精神       156（看補）第815号           平成27年11月 1日
     新潟市東区臨港町二丁目２５番地療養        12 病棟種別:精神
     １ 療養        27 病床区分:精神
     025-274-6311  (025-274-6368) 病棟数:2
     病床数:96
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10021,114,5 新潟県立精神医療セン〒940-0015 精神       400（看補）第606号           平成23年 4月 1日
     ター 長岡市寿２丁目４番１号 病棟種別:精神
     0258-24-3930  (0258-24-3891) 病棟数:8
     病床数:400
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11021,154,1 田宮病院 〒940-2135 精神       419（看補）第818号           平成28年 2月 1日
     長岡市深沢町２３００ 療養        60 看護補助加算:看護補助加算１
     0258-46-3200  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月28日     46

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   12021,269,7 悠遊健康村病院 〒940-2138 一般       151（看補）第801号           平成26年 2月 1日
     長岡市大字日越３３７番地 療養        99 病棟種別:一般
     0258-47-8500  療養        50 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:51
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13021,327,3 三島病院 〒940-2302 一般        59（看補）第677号           平成18年 4月 1日
     長岡市藤川１７１３番地の８ 精神       282 病棟種別:精神
     0258-42-2311  病床区分:精神
     病棟数:3
     病床数:170
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
     （看補）第792号           平成24年12月 1日
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:59
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14031,004,6 高田西城病院 〒943-0834 精神       270（看補）第423号           平成23年 9月 1日
     上越市西城町２丁目８番３０号 病棟種別:精神
     025-523-2139  (025-522-7035) 病床区分:精神
     病棟数:2
     病床数:100
     基本料区分:精神入院
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15031,030,1 川室記念病院 〒943-0109 精神       171（看補）第684号           平成19年 2月 1日
     上越市大字北新保７１番甲地 病棟種別:精神
     025-520-2021  (025-520-2022) 病棟数:2
     病床数:120
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16041,083,8 厚生連　三条総合病院〒955-0055 一般       199（看補）第739号           平成21年 8月 1日
     三条市塚野目５丁目１番６２号 病棟種別:一般
     0256-32-1131  病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:48
     基本料区分:障害入院
     看護補助加算:看護補助加算２



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 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月28日     47

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   17041,163,8 大島病院 〒955-0094 精神       240（看補）第761号           平成20年11月 1日
     三条市大島５１０３ 病棟種別:精神
     0256-34-1551  (0256-34-1581) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18051,077,7 医療法人（財団）公仁〒945-0055 一般        54（看補）第373号           平成18年 4月 1日
     会　柏崎中央病院 柏崎市駅前２丁目１番２５号 病棟種別:一般
     0257-23-6254  (0257-23-0325) 病棟数:1
     病床数:48
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19051,081,9 柏崎厚生病院 〒945-1341 一般        60（看補）第759号           平成20年10月 1日
     柏崎市大字茨目字二ツ池２０７１精神       240 病棟種別:一般
     番地１ 病棟数:1
     0257-22-0111  (0257-22-0112) 病床数:60
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20051,170,0 関病院 〒945-0826 精神       100（看補）第819号           平成28年12月 1日
     柏崎市元城町１番４２号 病棟種別:精神
     0257-23-4314  (0257-21-0073) 病床区分:精神
     病棟数:1
     病床数:52
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21061,076,7 医療法人社団　有心会〒957-0014 精神       220（看補）第788号           平成24年 4月 1日
     　有田病院 新発田市金谷１９７番地 病棟種別:精神
     0254-22-4009  (0254-22-4003) 病棟数:1
     病床数:40
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22061,132,8 竹内病院 〒957-0053 一般        30（看補）第461号           平成18年 6月 1日
     新発田市中央町４丁目６番６号 病棟種別:一般
     0254-22-2612  病棟数:1
     病床数:30
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月28日     48

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   23061,144,3 北越病院 〒957-0018 一般        55（看補）第499号           平成21年11月 1日
     新発田市緑町２丁目２０番１９号 病棟種別:一般
     0254-26-1010  (0254-26-5231) 病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24061,200,3 新潟県立新発田病院 〒957-8588 一般       429（看補）第810号           平成27年 4月 1日
     新発田市本町１丁目２番８号 一般（感染） 病棟種別:精神
     0254-22-3121  (0254-22-4783)              4 病床区分:精神
     精神        45 病棟数:1
     病床数:45
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25081,059,9 新潟県厚生農業協同組〒947-8701 一般       250（看補）第822号           平成29年 4月 1日
     合連合会　小千谷総合新潟県小千谷市大字平沢新田１１療養        50 看護補助加算:看護補助加算２
     病院 １番地
     0258-81-1600  (0258-81-1601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26101,041,3 厚生連　中条第二病院〒949-8617 精神       180（看補）第670号           平成27年11月 1日
     (103,058,1) 十日町市中条己２９４１番地 病棟種別:精神
     025-757-3018  病棟数:3
     病床数:180
     基本料区分:精神入院
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27121,015,3 村上はまなす病院 〒958-0024 精神       222（看補）第668号           平成18年 4月 1日
     村上市瀬波中町１２番１８号 病棟種別:精神
     0254-53-2890  (0254-53-6563) 病棟数:1
     病床数:54
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28121,086,4 瀬波病院 〒958-0037 一般        46（看補）第743号           平成19年 5月 1日
     村上市瀬波温泉２丁目４番１５号療養        46 病棟種別:一般
     0254-50-1900  (0254-50-1901) 病棟数:1
     病床数:46
     基本料区分:障害入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月28日     49

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   29121,097,1 山北徳洲会病院 〒959-3942 一般        60（看補）第654号           平成18年 4月 1日
     村上市勝木１３４０ー１ 療養        30 病棟種別:一般
     0254-60-5555  (0254-60-5556) 療養        30 病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:一般入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30151,055,2 よしだ病院 〒941-0067 一般        60（看補）第777号           平成22年 7月 1日
     糸魚川市横町５丁目９番１２号 病棟種別:一般
     025-553-0711  病棟数:1
     病床数:60
     基本料区分:一般入院
     看護配置加算:無
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31171,063,2 南部郷厚生病院 〒959-1765 一般        70（看補）第746号           平成21年 4月 1日
     五泉市愛宕甲２９２５番地２ 療養        50 病棟種別:一般
     0250-58-6111  病棟数:1
     病床数:44
     基本料区分:障害入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32221,024,4 羽茂病院 〒952-0504 一般        45（看補）第783号           平成20年10月 1日
     佐渡市羽茂本郷２２番地 病棟種別:一般
     0259-88-3121  病床区分:一般
     病棟数:1
     病床数:45
     基本料区分:一般入院
     看護配置加算:有
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33221,031,9 真野みずほ病院 〒952-0313 精神       158（看補）第709号           平成22年 9月 1日
     佐渡市真野７３ 病棟種別:精神
     0259-55-1122  (0259-55-1133) 病床区分:精神
     病棟数:3
     病床数:157
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34241,003,4 五日町病院 〒949-7101 精神       196（看補）第795号           平成29年 6月 1日
     南魚沼市五日町２３７５ 看護補助加算:看護補助加算２
     025-776-3113  (025-776-3114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 看護補助加算　医科］ 平成30年 3月28日     50

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   35241,020,8 南魚沼市立ゆきぐに大〒949-7302 一般        45（看補）第817号           平成28年 3月 1日
     和病院 南魚沼市浦佐４１１５番地 病棟種別:一般
     025-777-2111  病棟数:1
     病床数:25
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36241,046,3 新潟県地域医療推進機〒949-7302 一般       400（看補）第812号           平成27年 8月 1日
     (243,032,7) 構魚沼基幹病院 南魚沼市浦佐４１３２番地 一般（感染） 病棟種別:精神
     025-777-3200  (025-777-2811)              4 病床区分:精神
     精神        50 病棟数:1
     病床数:50
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37251,015,5 黒川病院 〒959-2805 精神       269（看補）第821号           平成22年 7月 1日
     胎内市下館字大開１５２２番地
     0254-47-2422  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38501,161,5 新潟聖籠病院 〒957-0124 一般        60（看補）第823号           平成29年 7月 1日
     北蒲原郡聖籠町大字蓮野５９６８療養       180 夜間看護体制加算:有
     番２ 看護補助加算:看護補助加算１
     025-256-1010  (025-256-1515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39891,001,1 新潟大学医歯学総合病〒951-8520 一般       763（看補）第808号           平成26年12月 1日
     院 新潟市中央区旭町通一番町７５４精神        64 病棟種別:精神
     番地 病床区分:精神
     025-223-6161  (025-227-0719) 病棟数:1
     病床数:64
     看護補助加算:看護補助加算２
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40891,008,6 独立行政法人国立病院〒949-3193 一般       162（看補）第640号           平成28年 7月 1日
     機構　さいがた医療セ上越市大潟区犀潟４６８の１ 精神       248 病棟種別:精神
     ンター 025-534-3131  病棟数:2
     病床数:100
     基本料区分:精神入院
     看護補助加算:看護補助加算１
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


