
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29日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101･1706･3 長野赤十字病院 〒380-8582 一般       635（救１）第12号            平成25年 5月 1日
     (01･2706･8) 長野市若里五丁目２２番１号 精神        45 加減算区分:加算あり
     026-226-4131  当該治療室の病床数：10床
     １床当たりの床面積：13.02㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202･1724･4 社会医療法人財団　慈〒390-8510 一般       460（救１）第7号             平成24年 4月 1日
     (02･2724･9) 泉会　相澤病院 松本市本庄２丁目５番１号 加減算区分:加算あり
     0263-33-8600  (0263-32-6763) 当該治療室の病床数：4床
     １床当たりの床面積：8.33㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    305･1702･3 飯田市立病院 〒395-8502 一般 （救１）第8号             平成24年 4月 1日
     (05･2702･8) 飯田市八幡町４３８ 　　一般   419 加減算区分:加算あり
     0265-21-1255  (0265-21-1266) 一般（感染） 当該治療室の病床数：9床
                  4 １床当たりの床面積：19.86㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    406･1703･9 諏訪赤十字病院 〒392-8510 一般       425（救１）第9号             平成24年 4月 1日
     (06･2703･4) 諏訪市湖岸通り５丁目１１ー５０精神        30 加減算区分:加算あり
     0266-52-6111  (0266-57-6036) 当該治療室の病床数：10床
     １床当たりの床面積：26.91㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    509･1736･3 伊那中央病院 〒396-8555 一般       390（救１）第13号            平成28年 8月 1日
     (09･3706･0) 伊那市小四郎久保１３１３番地１一般 加減算区分:加算あり
     0265-72-3121  　　感染     4 当該治療室の病床数：10床
     １床当たりの床面積：17.06㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    617･1752･3 長野県厚生農業協同組〒385-0051 一般 （救１）第14号            平成26年 3月 1日
     (17･3711･3) 合連合会　佐久総合病佐久市中込字西大堰手前３４００　　一般   446 加減算区分:加算あり
     院　佐久医療センター番２８ 一般 当該治療室の病床数：15床
     0267-62-8181  (0267-88-7354) 　　感染     4 １床当たりの床面積：10.34㎡
     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２　医科］ 平成30年 3月29日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    102･1724･4 社会医療法人財団　慈〒390-8510 一般       460（救２）第3号             平成28年 9月 1日
     (02･2724･9) 泉会　相澤病院 松本市本庄２丁目５番１号 加減算区分:加算あり
     0263-33-8600  (0263-32-6763) 当該治療室の病床数：6床
     １床当たりの床面積：16.76㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    280･1001･3 国立大学法人　信州大〒390-8621 一般       667（救２）第6号             平成28年10月 1日
     (80･2001･8) 学医学部附属病院 松本市旭３－１－１ 精神        40 加減算区分:加算あり
     0263-35-4600  (0263-37-3024) 当該治療室の病床数：4床
     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29日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    180･1001･3 国立大学法人　信州大〒390-8621 一般       667（救３）第5号             平成25年 4月 1日
     (80･2001･8) 学医学部附属病院 松本市旭３－１－１ 精神        40 加減算区分:加算あり
     0263-35-4600  (0263-37-3024) 当該治療室の病床数：16床
     １床当たりの床面積：19.36㎡
     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 救命救急入院料４　医科］ 平成30年 3月29日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101･1706･3 長野赤十字病院 〒380-8582 一般       635（救４）第3号             平成28年10月 1日
     (01･2706･8) 長野市若里五丁目２２番１号 精神        45 加減算区分:加算あり
     026-226-4131  当該治療室の病床数：8床
     １床当たりの床面積：18.72㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    217･1752･3 長野県厚生農業協同組〒385-0051 一般 （救４）第7号             平成28年12月 1日
     (17･3711･3) 合連合会　佐久総合病佐久市中込字西大堰手前３４００　　一般   446 加減算区分:加算あり
     院　佐久医療センター番２８ 一般 当該治療室の病床数：5床
     0267-62-8181  (0267-88-7354) 　　感染     4 １床当たりの床面積：17.13㎡
     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１　医科］ 平成30年 3月29日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101･1825･1 長野市民病院 〒381-8551 一般 （集１）第3号             平成29年 6月 1日
     (01･2825･6) 長野市大字富竹１３３３番地１ 　　一般   374 １床当たりの床面積：21.95㎡
     026-295-1199  一般 病床数：6床
     　　特定     6
     一般
     　　特定     8
     一般
     　　特定    12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    206･1703･9 諏訪赤十字病院 〒392-8510 一般       425（集１）第1号             平成28年10月 1日
     (06･2703･4) 諏訪市湖岸通り５丁目１１ー５０精神        30 １床当たりの床面積：24.56㎡
     0266-52-6111  (0266-57-6036) 病床数：8床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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29日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101･1734･5 長野県厚生農業協同組〒388-8004 一般       416（集３）第32号            平成28年 9月 1日
     (01･3745･5) 合連合会　南長野医療長野市篠ノ井会６６６－１ 一般        10 １床当たりの床面積：20.98㎡
     センター篠ノ井総合病026-292-2261  (026-293-0025) 一般         7 病床数：6床
     院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･1743･6 長野医療生活協同組合〒380-0814 一般       322（集３）第71号            平成28年 9月 1日
     　長野中央病院 長野市西鶴賀町１５７０番地 １床当たりの床面積：20.1㎡
     026-234-3211  (026-234-1493) 病床数：6床
     治療室名：ICU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    302･1724･4 社会医療法人財団　慈〒390-8510 一般       460（集３）第56号            平成28年 9月 1日
     (02･2724･9) 泉会　相澤病院 松本市本庄２丁目５番１号 １床当たりの床面積：16.76㎡
     0263-33-8600  (0263-32-6763) 病床数：4床
     治療室名：ＩＣＵ（２９６～２
     ９９）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    409･1736･3 伊那中央病院 〒396-8555 一般       390（集３）第76号            平成28年10月 1日
     (09･3706･0) 伊那市小四郎久保１３１３番地１一般 １床当たりの床面積：34.12㎡
     0265-72-3121  　　感染     4 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：4床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    511･1704･7 長野県厚生農業協同組〒383-8505 一般       363（集３）第74号            平成28年10月 1日
     (11･3036･8) 合連合会　北信総合病中野市西一丁目５番６３号 一般（感染） １床当たりの床面積：15.86㎡
     院 0269-22-2151  (0269-22-2426) 　　感染     4 病床数：12床
     療養        38 治療室名：ＩＣＵ、ＣＣＵ
     精神        84 病床数：6床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    680･1001･3 国立大学法人　信州大〒390-8621 一般       667（集３）第77号            平成28年 9月 1日
     (80･2001･8) 学医学部附属病院 松本市旭３－１－１ 精神        40 １床当たりの床面積：17.62㎡
     0263-35-4600  (0263-37-3024) 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：10床
     治療室名：特定集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    780･1006･2 独立行政法人国立病院〒386-8610 一般       416（集３）第58号            平成28年10月 1日
     (80･2006･7) 機構　信州上田医療セ上田市緑が丘１丁目２７番２１号一般（感染） １床当たりの床面積：23.45㎡
     ンター 0268-22-1890  (0268-24-6603) 　　感染     4 病床数：4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29日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101･1706･3 長野赤十字病院 〒380-8582 一般       635（集４）第3号             平成28年10月 1日
     (01･2706･8) 長野市若里五丁目２２番１号 精神        45 １床当たりの床面積：20.68㎡
     026-226-4131  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：4床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    205･1702･3 飯田市立病院 〒395-8502 一般 （集４）第1号             平成28年 8月 1日
     (05･2702･8) 飯田市八幡町４３８ 　　一般   419 １床当たりの床面積：24.15㎡
     0265-21-1255  (0265-21-1266) 一般（感染） 当該保険医療機関内に広範囲熱
                  4 傷特定集中治療を担当する常勤
     の医師が勤務している
     病床数：4床
     治療室名：特定集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    317･1752･3 長野県厚生農業協同組〒385-0051 一般 （集４）第6号             平成28年 9月 1日
     (17･3711･3) 合連合会　佐久総合病佐久市中込字西大堰手前３４００　　一般   446 １床当たりの床面積：16.3㎡
     院　佐久医療センター番２８ 一般 当該保険医療機関内に広範囲熱
     0267-62-8181  (0267-88-7354) 　　感染     4 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：10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 ハイケアユニット入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月29日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101･1724･6 長野県厚生農業協同組〒381-1231 一般 （ハイケア１）第2号       平成26年 4月 1日
     (01･2724･1) 合連合会　長野松代総長野市松代町松代１８３ 　　一般   361 当該治療室の病床数:20床
     合病院 026-278-2031  (026-278-9167) 一般
     　　感染     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･1734･5 長野県厚生農業協同組〒388-8004 一般       416（ハイケア１）第12号      平成28年 7月 1日
     (01･3745･5) 合連合会　南長野医療長野市篠ノ井会６６６－１ 一般        10 当該治療室の病床数:16床
     センター篠ノ井総合病026-292-2261  (026-293-0025) 一般         7 当該治療室の病床数:4床
     院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301･1743･6 長野医療生活協同組合〒380-0814 一般       322（ハイケア１）第11号      平成26年10月 1日
     　長野中央病院 長野市西鶴賀町１５７０番地 当該治療室の病床数:8床
     026-234-3211  (026-234-1493)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401･1825･1 長野市民病院 〒381-8551 一般 （ハイケア１）第14号      平成28年 8月 1日
     (01･2825･6) 長野市大字富竹１３３３番地１ 　　一般   374 当該治療室の病床数:8床
     026-295-1199  一般
     　　特定     6
     一般
     　　特定     8
     一般
     　　特定    12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    502･1724･4 社会医療法人財団　慈〒390-8510 一般       460（ハイケア１）第6号       平成28年 9月 1日
     (02･2724･9) 泉会　相澤病院 松本市本庄２丁目５番１号 当該治療室の病床数:8床
     0263-33-8600  (0263-32-6763)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602･1731･9 松本協立病院 〒390-8505 一般       199（ハイケア１）第1号       平成29年 6月 1日
     (02･2731･4) 松本市巾上９番２６号 当該治療室の病床数:8床
     0263-35-5300  (0263-36-0370)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    705･1720･5 健和会病院 〒395-8522 一般       120（ハイケア１）第16号      平成29年 6月 1日
     飯田市鼎中平１９３６ 療養        79 当該治療室の病床数:5床
     0265-23-3116  (0265-23-3129)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    806･1703･9 諏訪赤十字病院 〒392-8510 一般       425（ハイケア１）第5号       平成26年 5月 1日
     (06･2703･4) 諏訪市湖岸通り５丁目１１ー５０精神        30 当該治療室の病床数:4床
     0266-52-6111  (0266-57-6036) 当該治療室の病床数:4床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    908･1708･4 長野県厚生農業協同組〒384-8588 一般       246（ハイケア１）第17号      平成29年12月 1日
     (08･2708･9) 合連合会　浅間南麓こ小諸市相生町三丁目３番２１号 当該治療室の病床数:12床
     もろ医療センター 0267-22-1070  (0267-23-9127)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1009･1736･3 伊那中央病院 〒396-8555 一般       390（ハイケア１）第3号       平成26年 4月 1日
     (09･3706･0) 伊那市小四郎久保１３１３番地１一般 当該治療室の病床数:4床
     0265-72-3121  　　感染     4 当該治療室の病床数:4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 ハイケアユニット入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月29日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1110･1708･0 昭和伊南総合病院 〒399-4117 一般 （ハイケア１）第8号       平成26年 7月 1日
     (10･2708･5) 駒ケ根市赤穂３２３０ 　　一般   300 当該治療室の病床数:12床
     0265-82-2121  (0265-82-2317)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1217･1752･3 長野県厚生農業協同組〒385-0051 一般 （ハイケア１）第4号       平成26年 4月 1日
     (17･3711･3) 合連合会　佐久総合病佐久市中込字西大堰手前３４００　　一般   446 当該治療室の病床数:16床
     院　佐久医療センター番２８ 一般
     0267-62-8181  (0267-88-7354) 　　感染     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1340･1705･3 安曇野赤十字病院 〒399-8205 一般       316（ハイケア１）第13号      平成28年 8月 1日
     (40･3060･7) 安曇野市豊科５６８５ 当該治療室の病床数:10床
     0263-72-3170  (0263-72-2314)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1480･1001･3 国立大学法人　信州大〒390-8621 一般       667（ハイケア１）第15号      平成28年10月 1日
     (80･2001･8) 学医学部附属病院 松本市旭３－１－１ 精神        40 当該治療室の病床数:4床
     0263-35-4600  (0263-37-3024)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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２　医科］ 平成30年 3月29日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    104･1702･6 岡谷市民病院 〒394-8512 一般 （ハイケア２）第22号      平成27年10月11日
     (04･3709･5) 岡谷市本町四丁目１１番３３号 　　一般   266 当該治療室の病床数:8床
     0266-23-8000  (0266-23-0818) 一般
     　　感染     4
     療養
     　　療養    25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


