
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 小児入院医療管理料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)

    140･1704･6 長野県立こども病院 〒399-8288 一般       200（小入１）第4号           平成22年 9月 1日
     安曇野市豊科３１００ 病棟種別：一般
     0263-73-6700  (0263-73-5432) 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：910
     小児入院医療管理病室病床数：
     26床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     26床
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     26床
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     18床
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     21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 小児入院医療管理料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)

    101･1706･3 長野赤十字病院 〒380-8582 一般       635（小入２）第3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 病棟種別：一般
     026-226-4131  病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：1131
     小児入院医療管理病室病床数：
     38床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    280･1010･4 独立行政法人国立病院〒399-0021 一般       230（小入２）第4号           平成28年 4月 1日
     (80･2010･9) 機構　まつもと医療セ松本市寿豊丘８１１ 結核        50 病棟種別：一般
     ンター　中信松本病院0263-58-3121  (0263-86-3190) 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：722
     小児入院医療管理病室病床数：
     50床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児入院医療管理料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)

    101･1734･5 長野県厚生農業協同組〒388-8004 一般       416（小入３）第26号          平成28年 6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 病棟種別：一般
     センター篠ノ井総合病026-292-2261  (026-293-0025) 一般         7 年間小児緊急入院患者数：371
     院 小児入院医療管理病室病床数：
     24床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    205･1702･3 飯田市立病院 〒395-8502 一般 （小入３）第27号          平成29年 4月 1日
     (05･2702･8) 飯田市八幡町４３８ 　　一般   419 病棟種別：一般
     0265-21-1255  (0265-21-1266) 一般（感染） 病床区分：一般
                  4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    309･1736･3 伊那中央病院 〒396-8555 一般       390（小入３）第24号          平成25年10月 1日
     (09･3706･0) 伊那市小四郎久保１３１３番地１一般 病棟種別：一般
     0265-72-3121  　　感染     4 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：153
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児入院医療管理料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･1825･1 長野市民病院 〒381-8551 一般 （小入４）第56号          平成24年 3月 1日
     (01･2825･6) 長野市大字富竹１３３３番地１ 　　一般   374 小児入院医療管理病室病床数：
     026-295-1199  一般 10床
     　　特定     6
     一般
     　　特定     8
     一般
     　　特定    12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202･1827･5 松本市立病院 〒390-1401 一般       193（小入４）第53号          平成22年 3月31日
     (02･3724･8) 松本市波田４４１７番地１８０ 一般（感染） 病棟種別：一般
     0263-92-3027  (0263-92-3028)              6 病床区分：一般
     その他       4 年間小児緊急入院患者数：445
     小児入院医療管理病室病床数：
     25床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    304･1702･6 岡谷市民病院 〒394-8512 一般 （小入４）第60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 病棟種別：一般
     0266-23-8000  (0266-23-0818) 一般 病床区分：一般
     　　感染     4 年間小児緊急入院患者数：248
     療養 小児入院医療管理病室病床数：
     　　療養    25 26床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    405･1702･3 飯田市立病院 〒395-8502 一般 （小入４）第59号          平成26年 7月 1日
     (05･2702･8) 飯田市八幡町４３８ 　　一般   419 病棟種別：一般
     0265-21-1255  (0265-21-1266) 一般（感染） 病床区分：一般
                  4 小児入院医療管理病室病床数：
     20床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    506･1703･9 諏訪赤十字病院 〒392-8510 一般       425（小入４）第45号          平成20年10月 1日
     (06･2703･4) 諏訪市湖岸通り５丁目１１ー５０精神        30 病棟種別：一般
     0266-52-6111  (0266-57-6036) 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：893
     小児入院医療管理病室病床数：
     19床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    611･1704･7 長野県厚生農業協同組〒383-8505 一般       363（小入４）第57号          平成29年 9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） 病棟種別：一般
     院 0269-22-2151  (0269-22-2426) 　　感染     4 病床区分：一般
     療養        38 年間小児緊急入院患者数：513
     精神        84 小児入院医療管理病室病床数：
     15床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算



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 小児入院医療管理料４　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)

    714･1701･7 組合立諏訪中央病院 〒391-8503 一般 （小入４）第51号          平成22年 6月 1日
     (14･2701･2) 茅野市玉川４３００番地 　　一般   324 病棟種別：一般
     0266-72-1000  (0266-72-4120) 療養        36 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     16床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    817･1752･3 長野県厚生農業協同組〒385-0051 一般 （小入４）第58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 病棟種別：一般
     院　佐久医療センター番２８ 一般 病床区分：一般
     0267-62-8181  (0267-88-7354) 　　感染     4 小児入院医療管理病室病床数：
     15床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    980･1001･3 国立大学法人　信州大〒390-8621 一般       667（小入４）第50号          平成28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 病棟種別：一般
     0263-35-4600  (0263-37-3024) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     26床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1080･1006･2 独立行政法人国立病院〒386-8610 一般       416（小入４）第52号          平成22年 8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） 病棟種別：一般
     ンター 0268-22-1890  (0268-24-6603) 　　感染     4 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：259
     小児入院医療管理病室病床数：
     19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 小児入院医療管理料５　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)

    102･1711･1 社会医療法人城西医療〒390-8648 一般        99（小入５）第21号          平成27年 6月 1日
     (02･2711･6) 財団　城西病院 松本市城西１丁目５番１６号 療養        70 病棟種別：一般
     0263-33-6400  (0263-33-9920) 精神        70 病床区分：一般
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    213･1703･5 飯山赤十字病院 〒389-2295 一般       240（小入５）第17号          平成21年 9月 1日
     飯山市大字飯山２２６－１ 療養        44 病棟種別：一般
     0269-62-4195  (0269-62-4449) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     20床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    315･1702･2 医療法人元山会　中村〒399-0703 一般        56（小入５）第16号          平成21年 8月 1日
     病院 塩尻市広丘高出１６１４－２ 療養        44 病棟種別：一般
     0263-52-3321  (0263-52-9556) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     56床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    419･1712･3 東御市民病院 〒389-0502 一般        60（小入５）第10号          平成18年 4月 1日
     東御市鞍掛１９８ 病棟種別：一般
     0268-62-0050  (0268-62-0400) 小児入院医療管理病室病床数：
     60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    523･1710･9 長野県厚生農業協同組〒399-0214 一般       161（小入５）第19号          平成26年 1月 1日
     (23･3704･6) 合連合会　富士見高原諏訪郡富士見町落合１１１００ 病棟種別：一般
     医療福祉センター　富0266-62-3030  (0266-62-5188) 病床区分：一般
     士見高原病院 年間小児緊急入院患者数：35
     小児入院医療管理病室病床数：
     140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 回復期リハビリテーション病棟入院料１　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･1716･2 医療法人公生会　竹重〒380-0815 一般        42（回１）第18号            平成27年 4月 1日
     病院 長野市田町２０９９ 一般 体制強化加算:加算１
     026-234-1281  (026-235-1365) 　　特定    30 病棟面積のうち１床当たり:12.
     6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:12.6㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:30床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･1743･6 長野医療生活協同組合〒380-0814 一般       322（回１）第10号            平成27年 8月 1日
     　長野中央病院 長野市西鶴賀町１５７０番地 病棟面積のうち１床当たり:15.
     026-234-3211  (026-234-1493) 64㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:7㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:56床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    302･1724･4 社会医療法人財団　慈〒390-8510 一般       460（回１）第20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 病棟面積のうち１床当たり:20.
     0263-33-8600  (0263-32-6763) 02㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.1㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.71ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:50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 回復期リハビリテーション病棟入院料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)

    402･1827･5 松本市立病院 〒390-1401 一般       193（回１）第23号            平成28年10月 1日
     (02･3724･8) 松本市波田４４１７番地１８０ 一般（感染） 病棟面積のうち１床当たり:30.
     0263-92-3027  (0263-92-3028)              6 7㎡
     その他       4 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.9㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.15ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:32床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    503･1771･3 長野県厚生農業協同組〒386-0396 一般 （回１）第15号            平成30年 2月 1日
     (03･2771･8) 合連合会　鹿教湯三才上田市鹿教湯温泉１３０８ 　　一般   123 体制強化加算:加算１
     山リハビリテーション0268-44-2111  (0268-44-2117) 療養 病棟面積のうち１床当たり:28.
     センター鹿教湯病院 　　療養   293 7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:49床
     病棟面積のうち１床当たり:28.
     7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:49床
     体制強化加算:加算１
     病棟面積のうち１床当たり:27.
     2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:49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 回復期リハビリテーション病棟入院料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)

    603･1772･1 長野県厚生農業協同組〒386-0393 療養       237（回１）第17号            平成28年 4月 1日
     合連合会　鹿教湯三才上田市鹿教湯温泉１７７７ 病棟面積のうち１床当たり:30.
     山リハビリテーション0268-44-2321  (0268-45-3709) 7㎡
     センター三才山病院 病室部分の面積のうち１床当た
     り:7.9㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:34床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    704･1702･6 岡谷市民病院 〒394-8512 一般 （回１）第22号            平成28年 7月 1日
     (04･3709･5) 岡谷市本町四丁目１１番３３号 　　一般   266 病棟面積のうち１床当たり:17.
     0266-23-8000  (0266-23-0818) 一般 86㎡
     　　感染     4 病室部分の面積のうち１床当た
     療養 り:9.95㎡
     　　療養    25 病室に隣接する廊下幅:2.13ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    805･1720･5 健和会病院 〒395-8522 一般       120（回１）第21号            平成27年11月 1日
     飯田市鼎中平１９３６ 療養        79 体制強化加算:加算１
     0265-23-3116  (0265-23-3129) 病棟面積のうち１床当たり:17.
     51㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.46㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:46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 回復期リハビリテーション病棟入院料１　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)

    914･1701･7 組合立諏訪中央病院 〒391-8503 一般 （回１）第5号             平成28年11月 1日
     (14･2701･2) 茅野市玉川４３００番地 　　一般   324 体制強化加算:加算１
     0266-72-1000  (0266-72-4120) 療養        36 病棟面積のうち１床当たり:24.
     5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.7㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.3ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:36床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1015･1714･7 医療法人社団敬仁会　〒399-6461 一般        45（回１）第24号            平成29年 6月 1日
     桔梗ケ原病院 塩尻市大字宗賀１２９５ 療養       124 体制強化加算:加算１
     0263-54-0012  (0263-52-9315) 病棟面積のうち１床当たり:25.
     2㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.9㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1117･1728･3 長野県厚生農業協同組〒384-0301 一般       199（回１）第16号            平成28年 8月 1日
     (17･2728･8) 合連合会　佐久総合病佐久市臼田１９７ 療養        40 体制強化加算:加算２
     院 0267-82-3131  (0267-82-9638) 精神        70 病棟面積のうち１床当たり:34.
     52㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:9.3㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40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 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月29日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1218･1702･6 医療法人財団大西会　〒387-8512 一般       155（回１）第25号            平成29年 8月 1日
     (18･3706･1) 千曲中央病院 千曲市大字杭瀬下５８ 療養        40 病棟面積のうち１床当たり:23.
     026-273-1212  (026-272-2991) 41㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.55㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:52床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1323･1709･1 諏訪共立病院 〒393-0077 一般        56（回１）第8号             平成28年 7月 1日
     諏訪郡下諏訪町矢木町２１４ 療養        54 体制強化加算:加算２
     0266-28-3071  (0266-28-5241) 病棟面積のうち１床当たり:22.
     14㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.44㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.92ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:54床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1424･1753･7 上伊那生協病院 〒399-4601 療養 （回１）第14号            平成26年 9月 1日
     上伊那郡箕輪町大字中箕輪１１３　　療養   108 体制強化加算:加算１
     ２４ 一般 病棟面積のうち１床当たり:20.
     0265-79-1424  (0265-79-1718) 　　一般    56 77㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.91㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.38ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:56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 回復期リハビリテーション病棟入院料１　医科］ 平成30年 3月29日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1540･1705･3 安曇野赤十字病院 〒399-8205 一般       316（回１）第19号            平成28年 7月 1日
     (40･3060･7) 安曇野市豊科５６８５ 体制強化加算:加算２
     0263-72-3170  (0263-72-2314) 病棟面積のうち１床当たり:26.
     5㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.5㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45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 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月29日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    105･1729･6 輝山会記念病院 〒395-8558 一般        52（回２）第51号            平成23年10月 1日
     飯田市毛賀１７０７ 療養       147 病棟面積のうち１床当たり:35.
     0265-26-8111  (0265-26-9690) 6㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.78ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:48床
     病棟面積のうち１床当たり:19.
     9㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.8㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.94ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:療養
     病床区分:療養
     病棟数:1棟
     病床数:52床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    209･1736･3 伊那中央病院 〒396-8555 一般       390（回２）第66号            平成29年 1月 1日
     (09･3706･0) 伊那市小四郎久保１３１３番地１一般 病棟面積のうち１床当たり:31.
     0265-72-3121  　　感染     4 97㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.18㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.26ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:36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 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月29日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    310･1708･0 昭和伊南総合病院 〒399-4117 一般 （回２）第63号            平成27年 4月 1日
     (10･2708･5) 駒ケ根市赤穂３２３０ 　　一般   300 病棟面積のうち１床当たり:6.4
     0265-82-2121  (0265-82-2317) 7㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.47㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.1ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:35床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    413･1703･5 飯山赤十字病院 〒389-2295 一般       240（回２）第33号            平成22年 6月 1日
     飯山市大字飯山２２６－１ 療養        44 病棟面積のうち１床当たり:23.
     0269-62-4195  (0269-62-4449) 97㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:10.23㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.2ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    518･1718･2 長野寿光会　上山田病〒389-0821 一般 （回２）第65号            平成28年 7月 1日
     (18･2718･7) 院 千曲市上山田温泉３丁目３４番地　　一般   120 病棟面積のうち１床当たり:17.
     ３号 療養 17㎡
     026-275-1581  (026-276-6179) 　　療養   120 病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.98㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.73ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     有
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病棟数:1棟
     病床数:60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 回復期リハビリテーション病棟入院料２　医科］ 平成30年 3月29日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    621･1701･2 軽井沢町国民健康保険〒389-0111 一般 （回２）第26号            平成27年 7月 1日
     　軽井沢病院 北佐久郡軽井沢町長倉２３７５－　　一般    79 病棟面積のうち１床当たり:32.
     １ 療養        24 16㎡
     0267-45-5111  病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.1㎡
     病室に隣接する廊下幅:2.7ｍ
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:21床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    732･1706･8 特定医療法人　新生病〒381-0295 一般        96（回２）第47号            平成23年 5月 1日
     (32･2706･3) 院 上高井郡小布施町大字小布施８５療養        59 病棟面積のうち１床当たり:30
     １番地 ㎡
     026-247-2033  (026-247-4727) 病室部分の面積のうち１床当た
     り:8.06㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.8ｍ
     リハビリテーション充実加算：
     無
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:40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 回復期リハビリテーション病棟入院料３　医科］ 平成30年 3月29日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    102･1711･1 社会医療法人城西医療〒390-8648 一般        99（回３）第43号            平成29年 6月 1日
     (02･2711･6) 財団　城西病院 松本市城西１丁目５番１６号 療養        70 病棟面積のうち１床当たり:23.
     0263-33-6400  (0263-33-9920) 精神        70 83㎡
     病室部分の面積のうち１床当た
     り:6.88㎡
     病室に隣接する廊下幅:1.98ｍ
     休日リハビリテーション提供体
     制加算：有
     病棟種別:一般
     病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:45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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月29日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101･1716･2 医療法人公生会　竹重〒380-0815 一般        42（地包ケア１）第48号      平成28年11月 1日
     病院 長野市田町２０９９ 一般 地域包括ケア入院医療管理料１
     026-234-1281  (026-235-1365) 　　特定    30 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:10床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201･1825･1 長野市民病院 〒381-8551 一般 （地包ケア１）第42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 地域包括ケア病棟入院料１
     026-295-1199  一般 当該病棟区分:一般
     　　特定     6 病棟入院料病床数:44床
     一般 当該病棟の看護職員配置加算:
     　　特定     8 看護職員配置加算に係る届出
     一般
     　　特定    12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301･1920･0 長野県厚生農業協同組〒381-2404 一般       100（地包ケア１）第21号      平成26年10月 1日
     合連合会　南長野医療長野市信州新町上条１３７番地 療養        40 地域包括ケア入院医療管理料１
     センター新町病院 026-262-3111  (026-262-3411) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:28床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401･1955･6 山田記念朝日病院 〒381-0016 一般        48（地包ケア１）第38号      平成28年 6月 1日
     長野市大字南堀１３５番地１ 地域包括ケア入院医療管理料１
     026-244-6411  (026-244-5363) 入院医療管理料病床数:42床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月29日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    502･1710･3 藤森病院 〒390-0811 一般        60（地包ケア１）第34号      平成27年11月 1日
     松本市中央２丁目９番８号 地域包括ケア入院医療管理料１
     0263-33-3672  (0263-33-9998) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:10床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    602･1723･6 社会医療法人抱生会　〒390-8601 一般 （地包ケア１）第28号      平成27年 7月 1日
     (02･3722･2) 丸の内病院 松本市渚１丁目７番４５号 　　一般   199 地域包括ケア病棟入院料１
     0263-28-3003  当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:58床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    702･1731･9 松本協立病院 〒390-8505 一般       199（地包ケア１）第6号       平成29年 6月 1日
     (02･2731･4) 松本市巾上９番２６号 地域包括ケア病棟入院料１
     0263-35-5300  (0263-36-0370) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:49床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    802･1733･5 医療法人心泉会　上條〒399-0037 一般 （地包ケア１）第54号      平成29年10月 1日
     (02･2733･0) 記念病院 松本市村井町西２丁目１６番１号　　一般    34 地域包括ケア入院医療管理料１
     0263-57-3800  (0263-57-3825) 療養 当該病床届出病棟区分:一般
     　　療養   117 入院医療管理料病床数:18床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    902･1827･5 松本市立病院 〒390-1401 一般       193（地包ケア１）第41号      平成28年 8月 1日
     (02･3724･8) 松本市波田４４１７番地１８０ 一般（感染） 地域包括ケア病棟入院料１
     0263-92-3027  (0263-92-3028)              6 当該病棟区分:一般
     その他       4 病棟入院料病床数:49床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月29日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1002･1851･5 社会医療法人財団　慈〒390-0814 一般 （地包ケア１）第49号      平成29年 8月 1日
     泉会　相澤東病院 松本市本庄２丁目１１番１６号 　　一般    42 地域包括ケア病棟入院料１
     0263-33-2500  (0263-37-5051) 病棟入院料病床数:42床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1103･1706･9 医療法人健救会　柳澤〒386-0023 一般        33（地包ケア１）第16号      平成26年10月 1日
     病院 上田市中央西１丁目２番１０号 療養        65 地域包括ケア入院医療管理料１
     0268-22-0109  (0268-22-0205) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:17床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1203･1707･7 医療法人健静会　上田〒386-8510 一般        35（地包ケア１）第53号      平成29年10月 1日
     病院 上田市中央１丁目３番３号 療養        37 地域包括ケア入院医療管理料１
     0268-22-3580  (0268-25-5470) 病棟入院料病床数:7床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1303･1716･8 整形外科上田花園病院〒386-0023 一般        36（地包ケア１）第13号      平成26年 9月 1日
     上田市中央西１丁目１５番２５号 地域包括ケア入院医療管理料１
     0268-22-2325  (0268-22-2337) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:29床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1403･1768･9 丸子中央病院 〒386-0405 一般       150（地包ケア１）第37号      平成28年 4月 1日
     (03･2768･4) 上田市中丸子１７７１－１ 療養       147 地域包括ケア病棟入院料１
     0268-42-1111  (0268-42-1112) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:50床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月29日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1503･1771･3 長野県厚生農業協同組〒386-0396 一般 （地包ケア１）第47号      平成28年11月 1日
     (03･2771･8) 合連合会　鹿教湯三才上田市鹿教湯温泉１３０８ 　　一般   123 地域包括ケア病棟入院料１
     山リハビリテーション0268-44-2111  (0268-44-2117) 療養 当該病棟区分:療養
     センター鹿教湯病院 　　療養   293 病棟入院料病床数:49床
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1604･1702･6 岡谷市民病院 〒394-8512 一般 （地包ケア１）第46号      平成28年10月 1日
     (04･3709･5) 岡谷市本町四丁目１１番３３号 　　一般   266 地域包括ケア病棟入院料１
     0266-23-8000  (0266-23-0818) 一般 当該病棟区分:一般
     　　感染     4 病棟入院料病床数:44床
     療養
     　　療養    25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1704･1706･7 医療法人研成会　諏訪〒394-8515 一般       110（地包ケア１）第32号      平成27年 4月 1日
     (04･2706･2) 湖畔病院 岡谷市長地小萩一丁目１１番３０精神       201 地域包括ケア病棟入院料１
     号 当該病棟区分:一般
     0266-27-5500  (0266-28-7012) 病棟入院料病床数:52床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1805･1702･3 飯田市立病院 〒395-8502 一般 （地包ケア１）第55号      平成29年12月 1日
     (05･2702･8) 飯田市八幡町４３８ 　　一般   419 地域包括ケア病棟入院料１
     0265-21-1255  (0265-21-1266) 一般（感染） 当該病棟区分:一般
                  4 病棟入院料病床数:41床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1905･1706･4 社会医療法人栗山会　〒395-8505 一般       212（地包ケア１）第15号      平成28年 8月 1日
     飯田病院 飯田市大通１－１５ 精神       235 地域包括ケア病棟入院料１
     0265-22-5150  (0265-22-3988) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:52床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2005･1720･5 健和会病院 〒395-8522 一般       120（地包ケア１）第5号       平成30年 1月 1日
     飯田市鼎中平１９３６ 療養        79 地域包括ケア病棟入院料１
     0265-23-3116  (0265-23-3129) 病棟入院料病床数:37床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出



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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月29日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2105･1729･6 輝山会記念病院 〒395-8558 一般        52（地包ケア１）第12号      平成26年 8月 1日
     飯田市毛賀１７０７ 療養       147 地域包括ケア入院医療管理料１
     0265-26-8111  (0265-26-9690) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:8床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2205･1737･9 瀬口脳神経外科病院 〒395-0004 一般        66（地包ケア１）第26号      平成26年12月 1日
     飯田市上郷黒田２１８－２ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0265-24-6655  (0265-24-1745) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:6床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2307･1601･3 長野県立信州医療セン〒382-0091 一般       314（地包ケア１）第10号      平成29年11月 1日
     ター 須坂市大字須坂１３３２ 結核        24 地域包括ケア病棟入院料１
     026-245-1650  (026-248-3240) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:46床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2408･1708･4 長野県厚生農業協同組〒384-8588 一般       246（地包ケア１）第57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 地域包括ケア病棟入院料１
     もろ医療センター 0267-22-1070  (0267-23-9127) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:31床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月29日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2510･1708･0 昭和伊南総合病院 〒399-4117 一般 （地包ケア１）第36号      平成28年 3月 1日
     (10･2708･5) 駒ケ根市赤穂３２３０ 　　一般   300 地域包括ケア病棟入院料１
     0265-82-2121  (0265-82-2317) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:32床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2612･1702･9 市立大町総合病院 〒398-0002 一般       212（地包ケア１）第35号      平成28年 2月 1日
     (12･2702･4) 大町市大町３１３０ 一般（感染） 地域包括ケア病棟入院料１
     0261-22-0415  (0261-22-7948)              4 当該病棟区分:一般
     療養        62 病棟入院料病床数:48床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2713･1703･5 飯山赤十字病院 〒389-2295 一般       240（地包ケア１）第7号       平成29年 7月 1日
     飯山市大字飯山２２６－１ 療養        44 地域包括ケア病棟入院料１
     0269-62-4195  (0269-62-4449) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:60床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     地域包括ケア病棟入院料１
     当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:60床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2814･1701･7 組合立諏訪中央病院 〒391-8503 一般 （地包ケア１）第23号      平成26年10月 1日
     (14･2701･2) 茅野市玉川４３００番地 　　一般   324 地域包括ケア病棟入院料１
     0266-72-1000  (0266-72-4120) 療養        36 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:38床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月29日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2917･1707･7 医療法人三世会　金澤〒385-0022 一般        41（地包ケア１）第45号      平成29年 7月 1日
     病院 佐久市岩村田８０４ 療養        41 地域包括ケア入院医療管理料１
     0267-67-2048  (0267-68-4355) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:9床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3017･1715･0 くろさわ病院 〒385-0051 一般        43（地包ケア１）第50号      平成29年10月 1日
     佐久市中込１丁目１７番地８ 療養        40 地域包括ケア病棟入院料１
     0267-64-1711  (0267-64-1705) 当該病棟区分:療養
     病棟入院料病床数:46床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3117･1728･3 長野県厚生農業協同組〒384-0301 一般       199（地包ケア１）第24号      平成27年 4月 1日
     (17･2728･8) 合連合会　佐久総合病佐久市臼田１９７ 療養        40 地域包括ケア病棟入院料１
     院 0267-82-3131  (0267-82-9638) 精神        70 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:40床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3217･1729･1 医療法人　雨宮病院 〒384-0303 一般        54（地包ケア１）第8号       平成26年 7月 1日
     佐久市下小田切７３ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0267-82-5311  (0267-82-6767) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:50床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3317･1732･5 川西赤十字病院 〒384-2292 一般        43（地包ケア１）第27号      平成27年 1月 1日
     佐久市望月３１８ 療養        41 地域包括ケア入院医療管理料１
     0267-53-3011  (0267-53-5901) 入院医療管理料病床数:17床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月29日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3417･1734･1 佐久市立国保　浅間総〒385-8558 一般       243（地包ケア１）第52号      平成29年 8月 1日
     (17･2734･6) 合病院 佐久市岩村田１８６２－１ 療養        40 地域包括ケア病棟入院料１
     0267-67-2295  (0267-67-5923) 療養        40 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:55床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3518･1718･2 長野寿光会　上山田病〒389-0821 一般 （地包ケア１）第51号      平成30年 3月 1日
     (18･2718･7) 院 千曲市上山田温泉３丁目３４番地　　一般   120 地域包括ケア病棟入院料１
     ３号 療養 当該病棟区分:一般
     026-275-1581  (026-276-6179) 　　療養   120 病棟入院料病床数:60床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3619･1712･3 東御市民病院 〒389-0502 一般        60（地包ケア１）第33号      平成28年 3月 1日
     東御市鞍掛１９８ 地域包括ケア入院医療管理料１
     0268-62-0050  (0268-62-0400) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:36床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3720･1722･0 長野県厚生農業協同組〒384-1103 一般        50（地包ケア１）第18号      平成26年10月 1日
     合連合会　佐久総合病南佐久郡小海町豊里７８ 療養        49 地域包括ケア入院医療管理料１
     院小海分院 0267-92-2077  当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:8床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3820･1723･8 佐久穂町立千曲病院 〒384-0698 一般        52（地包ケア１）第29号      平成27年 4月 1日
     南佐久郡佐久穂町大字高野町３２療養        45 地域包括ケア入院医療管理料１
     ８番地 当該病床届出病棟区分:一般
     0267-86-2360  (0267-86-5427) 入院医療管理料病床数:21床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月29日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3921･1716･0 医療法人社団　御代田〒389-0206 一般       116（地包ケア１）第40号      平成28年 7月 1日
     (21･2716･5) 中央記念病院 北佐久郡御代田町御代田４１０７療養        42 地域包括ケア病棟入院料１
     －４０ 当該病棟区分:一般
     0267-32-4711  (0267-31-0651) 病棟入院料病床数:20床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4022･1735･8 国民健康保険　依田窪〒386-0603 一般 （地包ケア１）第19号      平成29年10月 1日
     病院 小県郡長和町古町２８５７ 　　一般   140 地域包括ケア病棟入院料１
     0268-68-2036  (0268-68-4034) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:39床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4123･1709･1 諏訪共立病院 〒393-0077 一般        56（地包ケア１）第30号      平成27年 4月 1日
     諏訪郡下諏訪町矢木町２１４ 療養        54 地域包括ケア入院医療管理料１
     0266-28-3071  (0266-28-5241) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:12床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4223･1710･9 長野県厚生農業協同組〒399-0214 一般       161（地包ケア１）第22号      平成26年10月 1日
     (23･3704･6) 合連合会　富士見高原諏訪郡富士見町落合１１１００ 地域包括ケア入院医療管理料１
     医療福祉センター　富0266-62-3030  (0266-62-5188) 当該病床届出病棟区分:一般
     士見高原病院 入院医療管理料病床数:22床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4324･1735･4 町立辰野病院 〒399-0496 一般       100（地包ケア１）第9号       平成26年 7月 1日
     上伊那郡辰野町大字辰野１４４５ 地域包括ケア入院医療管理料１
     番地５ 当該病床届出病棟区分:一般
     0266-41-0238  (0266-41-5320) 入院医療管理料病床数:27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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月29日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4424･1753･7 上伊那生協病院 〒399-4601 療養 （地包ケア１）第3号       平成29年 4月 1日
     上伊那郡箕輪町大字中箕輪１１３　　療養   108 地域包括ケア入院医療管理料１
     ２４ 一般 当該病床届出病棟区分:一般
     0265-79-1424  (0265-79-1718) 　　一般    56 入院医療管理料病床数:12床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟の看護補助者
     配置加算:看護補助者配置加算
     に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4525･1718･7 下伊那赤十字病院 〒399-3303 一般        66（地包ケア１）第31号      平成27年 4月 1日
     下伊那郡松川町元大島３１５９－療養        46 地域包括ケア入院医療管理料１
     １ 当該病床届出病棟区分:一般
     0265-36-2255  入院医療管理料病床数:16床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4625･1755･9 長野県厚生農業協同組〒399-3102 一般        55（地包ケア１）第11号      平成28年 2月 1日
     合連合会　下伊那厚生下伊那郡高森町吉田４８１－１３療養        56 地域包括ケア入院医療管理料１
     病院 0265-35-7511  (0265-35-1182) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:14床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4726･1605･4 長野県立木曽病院 〒397-8555 一般       207（地包ケア１）第58号      平成30年 3月 1日
     木曽郡木曽町福島６６１３－４ 一般（感染） 地域包括ケア病棟入院料１
     0264-22-2703  (0264-22-2538)              4 当該病棟区分:一般
     療養        48 病棟入院料病床数:48床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4829･1706･4 長野県厚生農業協同組〒399-8695 一般       200（地包ケア１）第20号      平成26年10月 1日
     (29･2706･9) 合連合会　北アルプス北安曇郡池田町大字池田３２０７精神       120 地域包括ケア病棟入院料１
     医療センターあづみ病－１ 当該病棟区分:一般
     院 0261-62-3166  (0261-62-2711) 病棟入院料病床数:50床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     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 地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１　医科］ 平成30年 3月29日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4932･1706･8 特定医療法人　新生病〒381-0295 一般        96（地包ケア１）第43号      平成28年 8月 1日
     (32･2706･3) 院 上高井郡小布施町大字小布施８５療養        59 地域包括ケア入院医療管理料１
     １番地 当該病床届出病棟区分:一般
     026-247-2033  (026-247-4727) 入院医療管理料病床数:20床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
     当該病床届出病棟区分:一般
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5034･1703･1 信越病院 〒389-1305 一般        49（地包ケア１）第56号      平成29年12月 1日
     上水内郡信濃町大字柏原３８０ 療養        50 地域包括ケア入院医療管理料１
     026-255-3100  (026-255-2427) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:10床
     当該病床届出病棟の看護職員配
     置加算:看護職員配置加算に係
     る届出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5140･1705･3 安曇野赤十字病院 〒399-8205 一般       316（地包ケア１）第39号      平成28年 9月 1日
     (40･3060･7) 安曇野市豊科５６８５ 地域包括ケア病棟入院料１
     0263-72-3170  (0263-72-2314) 当該病棟区分:一般
     病棟入院料病床数:44床
     当該病棟の看護職員配置加算:
     看護職員配置加算に係る届出
     当該病棟の看護補助者配置加算
     :看護補助者配置加算に係る届
     出
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5240･1715･2 医療法人仁雄会　穂高〒399-8303 一般        79（地包ケア１）第44号      平成28年10月 1日
     病院 安曇野市穂高４６３４ 療養        48 地域包括ケア入院医療管理料１
     0263-82-2474  (0263-82-7514) 当該病床届出病棟区分:一般
     入院医療管理料病床数:20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 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料２　医科］ 平成30年 3月29日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    115･1714･7 医療法人社団敬仁会　〒399-6461 一般        45（地包ケア２）第7号       平成29年 6月 1日
     桔梗ケ原病院 塩尻市大字宗賀１２９５ 療養       124 地域包括ケア入院医療管理料２
     0263-54-0012  (0263-52-9315) 当該病棟区分:療養
     病棟入院料病床数:12床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


