
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 脳卒中ケアユニット入院医療管理料　医科］ 平成30年 3月29日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101･1825･1 長野市民病院 〒381-8551 一般 （脳卒中ケア）第4号       平成23年11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:12床
     026-295-1199  一般
     　　特定     6
     一般
     　　特定     8
     一般
     　　特定    12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202･1724･4 社会医療法人財団　慈〒390-8510 一般       460（脳卒中ケア）第5号       平成21年 6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:12床
     0263-33-8600  (0263-32-6763)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    306･1703･9 諏訪赤十字病院 〒392-8510 一般       425（脳卒中ケア）第7号       平成22年 3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:6床
     0266-52-6111  (0266-57-6036)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    409･1736･3 伊那中央病院 〒396-8555 一般       390（脳卒中ケア）第10号      平成24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:12床
     0265-72-3121  　　感染     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 小児特定集中治療室管理料　医科］ 平成30年 3月29日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    140･1704･6 長野県立こども病院 〒399-8288 一般       200（小集）第1号             平成26年 4月 1日
     安曇野市豊科３１００
     0263-73-6700  (0263-73-5432)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 新生児特定集中治療室管理料１　医科］ 平成30年 3月29日      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（新１）第13号            平成26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 当該治療室の病床数:9
     0263-35-4600  (0263-37-3024) １床当たり床面積:7.55㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 新生児特定集中治療室管理料２　医科］ 平成30年 3月29日      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（新２）第1号             平成22年 4月 1日
     (01･2706･8) 長野市若里五丁目２２番１号 精神        45 当該治療室の病床数:9
     026-226-4131  １床当たり床面積:8.58㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･1734･5 長野県厚生農業協同組〒388-8004 一般       416（新２）第8号             平成27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:3
     センター篠ノ井総合病026-292-2261  (026-293-0025) 一般         7 １床当たり床面積:20.77㎡
     院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    305･1702･3 飯田市立病院 〒395-8502 一般 （新２）第5号             平成23年 8月 1日
     (05･2702･8) 飯田市八幡町４３８ 　　一般   419 当該治療室の病床数:3
     0265-21-1255  (0265-21-1266) 一般（感染） １床当たり床面積:14.02㎡
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    406･1703･9 諏訪赤十字病院 〒392-8510 一般       425（新２）第7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:6
     0266-52-6111  (0266-57-6036) １床当たり床面積:16.39㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    511･1704･7 長野県厚生農業協同組〒383-8505 一般       363（新２）第4号             平成26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） 当該治療室の病床数:3
     院 0269-22-2151  (0269-22-2426) 　　感染     4 １床当たり床面積:24㎡
     療養        38
     精神        84
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    617･1752･3 長野県厚生農業協同組〒385-0051 一般 （新２）第6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:6
     院　佐久医療センター番２８ 一般 １床当たり床面積:14.12㎡
     0267-62-8181  (0267-88-7354) 　　感染     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 総合周産期特定集中治療室管理料　医科］ 平成30年 3月29日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    140･1704･6 長野県立こども病院 〒399-8288 一般       200（周）第5号               平成26年 4月 1日
     安曇野市豊科３１００ 総合周産期特定集中治療室管理
     0263-73-6700  (0263-73-5432) 料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:16.41㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:24
     １床当たり床面積:11.57㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 新生児治療回復室入院医療管理料　医科］ 平成30年 3月29日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    117･1752･3 長野県厚生農業協同組〒385-0051 一般 （新回復）第2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 病床数:6
     院　佐久医療センター番２８ 一般 １床当たり床面積:4.1㎡
     0267-62-8181  (0267-88-7354) 　　感染     4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    280･1001･3 国立大学法人　信州大〒390-8621 一般       667（新回復）第1号           平成22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 病床数:12
     0263-35-4600  (0263-37-3024) １床当たり床面積:8.31㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

平成30年 3月 1日 一類感染症患者入院医療管理料　医科］ 平成30年 3月29日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    107･1601･3 長野県立信州医療セン〒382-0091 一般       314（一類）第1号             平成19年 4月 1日
     ター 須坂市大字須坂１３３２ 結核        24 病床区分:特定
     026-245-1650  (026-248-3240) 病棟数:1棟
     病床数:2床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


