
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 救命救急入院料１　医科］ 平成30年 3月28日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1021,272,1 長岡赤十字病院 〒940-2085 一般       607（救１）第1号             平成25年 4月 1日
     長岡市千秋２丁目２９７番地１ 加減算区分:加算あり
     0258-28-3600  (0258-28-9000) 当該治療室の病床数：20床
     １床当たりの床面積：13.16㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2061,200,3 新潟県立新発田病院 〒957-8588 一般       429（救１）第2号             平成25年 4月 1日
     新発田市本町１丁目２番８号 一般（感染） 加減算区分:加算あり
     0254-22-3121  (0254-22-4783)              4 当該治療室の病床数：20床
     精神        45 救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 救命救急入院料３　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)

    1012,465,2 新潟市民病院 〒950-1197 一般       652（救３）第2号             平成25年 4月 1日
     新潟市中央区鐘木４６３番地７ 一般（感染） 加減算区分:加算あり
     025-281-5151               8 当該治療室の病床数：46床
     精神        16 １床当たりの床面積：17㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2031,180,4 新潟県立中央病院 〒943-0192 一般       524（救３）第5号             平成25年 4月 1日
     上越市新南町２０５番地 一般（感染） 加減算区分:加算あり
     025-522-7711  (025-521-3720)              6 当該治療室の病床数：20床
     １床当たりの床面積：19.69㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3241,046,3 新潟県地域医療推進機〒949-7302 一般       400（救３）第6号             平成29年 2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） 加減算区分:加算あり
     025-777-3200  (025-777-2811)              4 当該治療室の病床数：14床
     精神        50 １床当たりの床面積：18.6㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4891,001,1 新潟大学医歯学総合病〒951-8520 一般       763（救３）第4号             平成24年 4月 1日
     院 新潟市中央区旭町通一番町７５４精神        64 加減算区分:加算あり
     番地 当該治療室の病床数：20床
     025-223-6161  (025-227-0719) １床当たりの床面積：24.15㎡
     救命救急センターに係る事項：
     高度救命救急センターである
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料２　医科］ 平成30年 3月28日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1891,001,1 新潟大学医歯学総合病〒951-8520 一般       763（集２）第1号             平成29年11月 1日
     院 新潟市中央区旭町通一番町７５４精神        64 １床当たりの床面積：29.38㎡
     番地 当該保険医療機関内に広範囲熱
     025-223-6161  (025-227-0719) 傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     病床数：8床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料３　医科］ 平成30年 3月28日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1012,073,4 済生会新潟第二病院 〒950-1104 一般       425（集３）第14号            平成28年10月 1日
     (713,026,0) 新潟市西区寺地２８０－７ 病床数：4床
     025-233-6161  (025-230-3261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2012,465,2 新潟市民病院 〒950-1197 一般       652（集３）第13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） 病床数：4床
     025-281-5151               8
     精神        16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3021,426,3 立川綜合病院 〒940-8621 一般       479（集３）第15号            平成28年11月 1日
     長岡市上条町字谷内５６１番地１ １床当たりの床面積：20.05㎡
     0258-33-3111  (0258-33-8811) 病床数：8床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 特定集中治療室管理料４　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)

    1021,272,1 長岡赤十字病院 〒940-2085 一般       607（集４）第4号             平成28年10月 1日
     長岡市千秋２丁目２９７番地１ １床当たりの床面積：18.03㎡
     0258-28-3600  (0258-28-9000) 当該保険医療機関内に広範囲熱
     傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     当該保険医療機関内に専任の小
     児科医が常時配置されている
     病床数：8床
     治療室名：ICU・CCU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 ハイケアユニット入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月28日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1012,407,4 社会福祉法人新潟市社〒950-2087 一般 （ハイケア１）第2号       平成26年 6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 当該治療室の病床数:8床
     院 号
     025-260-8200  (025-260-8199)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2012,586,5 下越病院 〒956-0814 一般       261（ハイケア１）第1号       平成26年 5月 1日
     新潟市秋葉区東金沢１４５９番地 当該治療室の病床数:4床
     １
     0250-22-4711  (0250-24-4740)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3031,285,1 新潟県厚生農業協同組〒943-0172 一般       318（ハイケア１）第3号       平成27年 6月 1日
     合連合会　上越総合病上越市大道福田６１６番地 当該治療室の病床数:10床
     院 025-524-3000  (025-524-3002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


