
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 4月 1日 救命救急入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1050,024,0 名古屋第一赤十字病院〒453-0046 一般       852（救１）第29号            平成25年 4月 1日
     (051,024,5) 名古屋市中村区道下町３－３５ 当該治療室の病床数：22床
     　中村24 052-481-5111  (052-482-7733) １床当たりの床面積：14.94㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2070,033,7 名古屋第二赤十字病院〒466-0814 一般       810（救１）第41号            平成26年12月 1日
     (071,033,2) 名古屋市昭和区妙見町２－９ 一般（感染） 加減算区分:加算あり
     　昭和33 052-832-1121  (052-832-1130)              2 当該治療室の病床数：34床
     １床当たりの床面積：11.73㎡
     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
     加減算区分:加算あり
     当該治療室の病床数：23床
     １床当たりの床面積：10.47㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3080,240,6 名古屋市立大学病院 〒467-0001 一般       772（救１）第40号            平成26年11月 1日
     (081,240,1) 名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄１ 精神        28 当該治療室の病床数：10床
     　瑞穂240 052-851-5511  (052-858-7124) １床当たりの床面積：14.57㎡
     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
     当該治療室の病床数：8床
     １床当たりの床面積：8.5㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4100,016,6 名古屋掖済会病院 〒454-0854 一般       602（救１）第31号            平成25年 4月 1日
     (101,016,1) 名古屋市中川区松年町４－６６ 加減算区分:加算あり
     　中川16 052-652-7711  (052-652-7783) 当該治療室の病床数：48床
     １床当たりの床面積：12.49㎡
     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 4月 1日 救命救急入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    5200,006,6 豊橋市民病院 〒441-8570 一般       780（救１）第22号            平成24年 5月 1日
     (201,006,1) 豊橋市青竹町八間西５０ 結核        10 当該治療室の病床数：24床
     　豊橋6 0532-33-6276  (0532-33-6171) 一般（感染） １床当たりの床面積：10.86㎡
                 10 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6220,036,9 一宮市立市民病院 〒491-0041 一般       556（救１）第21号            平成24年 4月 1日
     (221,036,4) 一宮市文京２－２－２２ 結核        18 当該治療室の病床数：16床
     　一宮36 0586-71-1911  (0586-71-8540) 一般（感染） １床当たりの床面積：10㎡
                  6 救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7230,024,3 公立陶生病院 〒489-0065 一般       602（救１）第42号            平成26年12月 1日
     (231,024,8) 瀬戸市西追分町１６０ 結核        25 当該治療室の病床数：8床
     　瀬戸24 0561-82-5101  (0561-87-0596) 一般（感染） １床当たりの床面積：7.59㎡
                  6 救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
     当該治療室の病床数：12床
     １床当たりの床面積：15.58㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8240,019,1 半田市立半田病院 〒475-8599 一般       499（救１）第33号            平成25年 4月 1日
     (241,019,6) 半田市東洋町２－２９ 当該治療室の病床数：22床
     　半田19 0569-22-9881  (0569-24-3253) １床当たりの床面積：15.87㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9250,019,8 春日井市民病院 〒486-0804 一般       552（救１）第50号            平成29年12月 1日
     (251,019,3) 春日井市鷹来町１－１－１ 一般（感染） 加減算区分:加算あり
     　春日井19 0568-57-0057  (0568-57-0259) 　　感Ⅱ     6 当該治療室の病床数：6床
     １床当たりの床面積：8.7㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10290,002,6 医療法人豊田会　刈谷〒448-0852 一般       666（救１）第24号            平成24年10月 1日
     (291,002,1) 豊田総合病院 刈谷市住吉町５－１５ 一般（感染） 当該治療室の病床数：20床
     　刈谷2 0566-21-2450  (0566-22-2493)              6 １床当たりの床面積：44.03㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4月 1日 救命救急入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   11300,005,7 愛知県厚生農業協同組〒470-0343 一般       600（救１）第28号            平成25年 2月 1日
     (301,005,2) 合連合会　豊田厚生病豊田市浄水町伊保原５００－１ 一般（感染） 当該治療室の病床数：24床
     　豊田5 院 0565-43-5000  (0565-43-5100)              6 １床当たりの床面積：13.24㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12300,023,0 トヨタ記念病院 〒471-0821 一般       513（救１）第26号            平成24年11月 1日
     (301,023,5) 豊田市平和町１－１ 当該治療室の病床数：20床
     　豊田23 0565-28-0100  (0565-24-7175) １床当たりの床面積：11.77㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＢである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13310,010,5 愛知県厚生農業協同組〒446-8602 一般       749（救１）第36号            平成25年 4月 1日
     (311,010,0) 合連合会安城更生病院安城市安城町東広畔２８ 当該治療室の病床数：8床
     　安城10 0566-75-2111  (0566-74-8455) １床当たりの床面積：15.1㎡
     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
     当該治療室の病床数：18床
     １床当たりの床面積：12.58㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14360,013,8 愛知県厚生農業協同組〒483-8704 一般       630（救１）第46号            平成27年11月 1日
     (361,013,3) 合連合会江南厚生病院江南市高屋町大松原１３７ 療養        54 加減算区分:加算あり
     　江南13 0587-51-3333  (0587-51-3300) 当該治療室の病床数：24床
     １床当たりの床面積：10.2㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15380,003,5 小牧市民病院 〒485-0044 一般       558（救１）第34号            平成25年 4月 1日
     (381,003,0) 小牧市常普請１－２０ 当該治療室の病床数：22床
     　小牧3 0568-76-4131  (0568-71-0037) １床当たりの床面積：13.53㎡
     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 4月 1日 救命救急入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   16750,001,1 愛知県厚生農業協同組〒498-0017 一般       534（救１）第47号            平成28年12月 1日
     (751,001,6) 合連合会　海南病院 弥富市前ケ須町南本田３９６ 一般（感染） 加減算区分:加算あり
     　弥富1 0567-65-2511  (0567-67-3697)              6 当該治療室の病床数：20床
     １床当たりの床面積：13.5㎡
     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
     加減算区分:加算あり
     当該治療室の病床数：3床
     １床当たりの床面積：19.3㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17990,063,1 独立行政法人国立病院〒460-0001 一般       690（救１）第48号            平成29年 3月 1日
     (991,063,6) 機構名古屋医療センタ名古屋市中区三の丸４－１－１ 精神        50 加減算区分:加算あり
     　中63 ー 052-951-1111  (052-951-1207) 当該治療室の病床数：20床
     １床当たりの床面積：12.8㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4月 1日 救命救急入院料２　医科］ 平成30年 6月 1日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1050,024,0 名古屋第一赤十字病院〒453-0046 一般       852（救２）第19号            平成27年 2月 1日
     (051,024,5) 名古屋市中村区道下町３－３５ 当該治療室の病床数：8床
     　中村24 052-481-5111  (052-482-7733) １床当たりの床面積：35.65㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2220,036,9 一宮市立市民病院 〒491-0041 一般       556（救２）第18号            平成27年 4月 1日
     (221,036,4) 一宮市文京２－２－２２ 結核        18 当該治療室の病床数：6床
     　一宮36 0586-71-1911  (0586-71-8540) 一般（感染） １床当たりの床面積：22.5㎡
                  6 救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3990,063,1 独立行政法人国立病院〒460-0001 一般       690（救２）第17号            平成27年 4月 1日
     (991,063,6) 機構名古屋医療センタ名古屋市中区三の丸４－１－１ 精神        50 当該治療室の病床数：8床
     　中63 ー 052-951-1111  (052-951-1207) １床当たりの床面積：27.47㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4月 1日 救命救急入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1120,005,5 独立行政法人地域医療〒457-0866 一般       663（救３）第8号             平成25年 4月 1日
     (121,005,0) 機能推進機構　中京病名古屋市南区三条１－１－１０ 加減算区分:加算あり
     　南5 院 052-691-7151  (052-691-7582) 当該治療室の病床数：42床
     １床当たりの床面積：9.4㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2210,059,3 岡崎市民病院 〒444-0002 一般       715（救３）第14号            平成27年11月 1日
     (211,059,8) 岡崎市高隆寺町五所合３－１ 加減算区分:加算あり
     　岡崎59 0564-21-8111  (0564-66-7691) 当該治療室の病床数：15床
     １床当たりの床面積：10.16㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3220,001,3 総合大雄会病院 〒491-0036 一般       379（救３）第7号             平成24年 4月 1日
     (221,001,8) 一宮市桜１－９－９ 当該治療室の病床数：16床
     　一宮1 0586-72-1211  (0586-24-8853) １床当たりの床面積：14.26㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4月 1日 救命救急入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    4480,016,6 藤田保健衛生大学病院〒470-1101 一般     1,384（救３）第17号            平成27年12月 1日
     (481,016,1) 豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８ 精神        51 加減算区分:加算あり
     　豊明16 0562-93-2111  (0562-93-3711) 当該治療室の病床数：22床
     １床当たりの床面積：18.77㎡
     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
     加減算区分:加算あり
     当該治療室の病床数：12床
     １床当たりの床面積：15.96㎡
     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
     加減算区分:加算あり
     当該治療室の病床数：8床
     １床当たりの床面積：18.62㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5770,001,7 愛知医科大学病院 〒480-1195 一般       853（救３）第10号            平成25年 4月 1日
     (771,001,2) 長久手市岩作雁又１－１ 精神        47 当該治療室の病床数：20床
     　長久手1 0561-62-3311  (0561-62-4866) １床当たりの床面積：19.02㎡
     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 4月 1日 救命救急入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1220,001,3 総合大雄会病院 〒491-0036 一般       379（救４）第12号            平成27年 1月 1日
     (221,001,8) 一宮市桜１－９－９ 当該治療室の病床数：8床
     　一宮1 0586-72-1211  (0586-24-8853) １床当たりの床面積：25.7㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2770,001,7 愛知医科大学病院 〒480-1195 一般       853（救４）第11号            平成27年 4月 1日
     (771,001,2) 長久手市岩作雁又１－１ 精神        47 当該治療室の病床数：12床
     　長久手1 0561-62-3311  (0561-62-4866) １床当たりの床面積：21.63㎡
     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 4月 1日 特定集中治療室管理料１　医科］ 平成30年 6月 1日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,030,6 名古屋市立東部医療セ〒464-0071 一般       488（集１）第9号             平成28年 8月 1日
     (011,030,1) ンター 名古屋市千種区若水１－２－２３一般（感染） １床当たりの床面積：20.5㎡
     　千種30 052-721-7171  (052-721-1308)             10 病床数：10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2070,033,7 名古屋第二赤十字病院〒466-0814 一般       810（集１）第21号            平成30年 4月 1日
     (071,033,2) 名古屋市昭和区妙見町２－９ 一般（感染） 早期離床・リハビリテーション
     　昭和33 052-832-1121  (052-832-1130)              2 加算
     １床当たりの床面積：23.67㎡
     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：22床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3110,032,1 独立行政法人労働者健〒455-0018 一般       556（集１）第22号            平成30年 4月 1日
     (111,032,6) 康安全機構　中部労災名古屋市港区港明１－１０－６ 早期離床・リハビリテーション
     　港32 病院 052-652-5511  (052-653-3533) 加算
     １床当たりの床面積：20.41㎡
     病床数：10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4250,019,8 春日井市民病院 〒486-0804 一般       552（集１）第24号            平成30年 4月 1日
     (251,019,3) 春日井市鷹来町１－１－１ 一般（感染） 早期離床・リハビリテーション
     　春日井19 0568-57-0057  (0568-57-0259) 　　感Ⅱ     6 加算
     １床当たりの床面積：21.16㎡
     病床数：6床
     治療室名：西３階ICU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5290,002,6 医療法人豊田会　刈谷〒448-0852 一般       666（集１）第23号            平成30年 4月 1日
     (291,002,1) 豊田総合病院 刈谷市住吉町５－１５ 一般（感染） 早期離床・リハビリテーション
     　刈谷2 0566-21-2450  (0566-22-2493)              6 加算
     １床当たりの床面積：21.94㎡
     病床数：6床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6300,005,7 愛知県厚生農業協同組〒470-0343 一般       600（集１）第20号            平成30年 4月 1日
     (301,005,2) 合連合会　豊田厚生病豊田市浄水町伊保原５００－１ 一般（感染） 早期離床・リハビリテーション
     　豊田5 院 0565-43-5000  (0565-43-5100)              6 加算
     １床当たりの床面積：24.95㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7310,010,5 愛知県厚生農業協同組〒446-8602 一般       749（集１）第11号            平成26年 7月 1日
     (311,010,0) 合連合会安城更生病院安城市安城町東広畔２８ １床当たりの床面積：20.73㎡
     　安城10 0566-75-2111  (0566-74-8455) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4月 1日 特定集中治療室管理料１　医科］ 平成30年 6月 1日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    8410,135,9 公立西知多総合病院 〒477-8522 一般       458（集１）第19号            平成30年 4月 1日
     (411,135,4) 東海市中ノ池３－１－１ 結核        10 早期離床・リハビリテーション
     　東海135 0562-33-5500  (0562-33-5900) 加算
     １床当たりの床面積：21.74㎡
     病床数：8床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9480,016,6 藤田保健衛生大学病院〒470-1101 一般     1,384（集１）第16号            平成27年 6月 1日
     (481,016,1) 豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８ 精神        51 １床当たりの床面積：22.21㎡
     　豊明16 0562-93-2111  (0562-93-3711) 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：18床
     治療室名：ICU病棟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10990,011,0 名古屋大学医学部附属〒466-0065 一般       985（集１）第4号             平成26年12月 1日
     (991,011,5) 病院 名古屋市昭和区鶴舞町６５ 精神        50 １床当たりの床面積：23.43㎡
     　昭和11 052-741-2111  (052-744-2880) 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：16床
     １床当たりの床面積：20.64㎡
     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 4月 1日 特定集中治療室管理料２　医科］ 平成30年 6月 1日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1480,016,6 藤田保健衛生大学病院〒470-1101 一般     1,384（集２）第3号             平成30年 4月 1日
     (481,016,1) 豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８ 精神        51 １床当たりの床面積：22.44㎡
     　豊明16 0562-93-2111  (0562-93-3711) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2770,001,7 愛知医科大学病院 〒480-1195 一般       853（集２）第2号             平成27年10月 1日
     (771,001,2) 長久手市岩作雁又１－１ 精神        47 １床当たりの床面積：20.5㎡
     　長久手1 0561-62-3311  (0561-62-4866) 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：28床
     治療室名：ＧＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4月 1日 特定集中治療室管理料３　医科］ 平成30年 6月 1日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1030,035,1 名古屋市立西部医療セ〒462-8508 一般       500（集３）第148号           平成27年 3月 1日
     (031,035,6) ンター 名古屋市北区平手町１－１－１ １床当たりの床面積：15.1㎡
     　北35 052-991-8121  (052-991-8143) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2050,024,0 名古屋第一赤十字病院〒453-0046 一般       852（集３）第160号           平成30年 4月 1日
     (051,024,5) 名古屋市中村区道下町３－３５ 早期離床・リハビリテーション
     　中村24 052-481-5111  (052-482-7733) 加算
     １床当たりの床面積：39.8㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3050,280,8 名古屋セントラル病院〒453-0801 一般       198（集３）第146号           平成27年 4月 1日
     　中村280 名古屋市中村区太閤３－７－７ １床当たりの床面積：29㎡
     052-452-3188  (052-452-3182) 病床数：6床
     治療室名：特定集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4060,096,6 国家公務員共済組合連〒460-0001 一般       279（集３）第142号           平成27年 2月 1日
     (061,096,1) 合会　名城病院 名古屋市中区三の丸１－３－１ 療養        47 １床当たりの床面積：16.3㎡
     　中96 052-201-5311  (052-201-5318) 病床数：6床
     治療室名：ＩＣＵ室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5080,240,6 名古屋市立大学病院 〒467-0001 一般       772（集３）第154号           平成27年 2月 1日
     (081,240,1) 名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄１ 精神        28 １床当たりの床面積：15.88㎡
     　瑞穂240 052-851-5511  (052-858-7124) 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：14床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6100,016,6 名古屋掖済会病院 〒454-0854 一般       602（集３）第159号           平成30年 4月 1日
     (101,016,1) 名古屋市中川区松年町４－６６ 早期離床・リハビリテーション
     　中川16 052-652-7711  (052-652-7783) 加算
     １床当たりの床面積：27.85㎡
     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：特定集中治療室（Ｉ
     ＣＵ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7100,089,3 藤田保健衛生大学坂文〒454-8509 一般       370（集３）第134号           平成28年 7月 1日
     　中川89 種報德會病院 名古屋市中川区尾頭橋３－６－１ １床当たりの床面積：15.4㎡
     ０ 病床数：10床
     052-321-8171  (052-322-4734)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4月 1日 特定集中治療室管理料３　医科］ 平成30年 6月 1日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    8120,005,5 独立行政法人地域医療〒457-0866 一般       663（集３）第161号           平成30年 4月 1日
     (121,005,0) 機能推進機構　中京病名古屋市南区三条１－１－１０ 早期離床・リハビリテーション
     　南5 院 052-691-7151  (052-691-7582) 加算
     １床当たりの床面積：16.08㎡
     病床数：8床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9120,154,1 大同病院 〒457-0818 一般       394（集３）第158号           平成29年 9月 1日
     (121,154,6) 名古屋市南区白水町９ 結核        10 １床当たりの床面積：21.1㎡
     　南154 052-611-6261  (052-614-1036) 病床数：10床
     治療室名：特定集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10210,059,3 岡崎市民病院 〒444-0002 一般       715（集３）第151号           平成27年12月 1日
     (211,059,8) 岡崎市高隆寺町五所合３－１ １床当たりの床面積：19.27㎡
     　岡崎59 0564-21-8111  (0564-66-7691) 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：15床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11220,036,9 一宮市立市民病院 〒491-0041 一般       556（集３）第163号           平成30年 4月 1日
     (221,036,4) 一宮市文京２－２－２２ 結核        18 早期離床・リハビリテーション
     　一宮36 0586-71-1911  (0586-71-8540) 一般（感染） 加算
                  6 １床当たりの床面積：18.1㎡
     病床数：8床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12220,327,2 一宮西病院 〒494-0001 一般       440（集３）第156号           平成27年 2月 1日
     　一宮327 一宮市開明平１ １床当たりの床面積：26.04㎡
     0586-48-0077  (0586-48-0055) 病床数：8床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13230,024,3 公立陶生病院 〒489-0065 一般       602（集３）第162号           平成30年 4月 1日
     (231,024,8) 瀬戸市西追分町１６０ 結核        25 早期離床・リハビリテーション
     　瀬戸24 0561-82-5101  (0561-87-0596) 一般（感染） 加算
                  6 １床当たりの床面積：18.07㎡
     病床数：8床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14250,180,8 医療法人徳洲会　名古〒487-0016 一般       300（集３）第149号           平成27年 1月 1日
     (251,180,3) 屋徳洲会総合病院 春日井市高蔵寺町北２－５２ 療養        50 １床当たりの床面積：16.59㎡
     　春日井180 0568-51-8711  (0568-51-7115) 病床数：10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15260,010,5 豊川市民病院 〒442-8561 一般       454（集３）第138号           平成26年 6月 1日
     (261,010,0) 豊川市八幡町野路２３ 結核         8 １床当たりの床面積：32.7㎡
     　豊川10 0533-86-1111  (0533-86-1701) 精神        65 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：6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 4月 1日 特定集中治療室管理料３　医科］ 平成30年 6月 1日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   16300,023,0 トヨタ記念病院 〒471-0821 一般       513（集３）第136号           平成28年 2月 1日
     (301,023,5) 豊田市平和町１－１ １床当たりの床面積：24.8㎡
     　豊田23 0565-28-0100  (0565-24-7175) 病床数：4床
     治療室名：ＧＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17360,013,8 愛知県厚生農業協同組〒483-8704 一般       630（集３）第137号           平成26年 8月 1日
     (361,013,3) 合連合会江南厚生病院江南市高屋町大松原１３７ 療養        54 １床当たりの床面積：17.92㎡
     　江南13 0587-51-3333  (0587-51-3300) 病床数：6床
     治療室名：ICU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18530,037,2 さくら総合病院 〒480-0127 一般       224（集３）第135号           平成28年 7月 1日
     (531,037,7) 丹羽郡大口町新宮１－１２９ 療養       166 １床当たりの床面積：19.9㎡
     　丹羽37 0587-95-6711  (0598-95-4780) 病床数：4床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19980,089,8 独立行政法人国立病院〒440-8510 一般       388（集３）第139号           平成27年 4月 1日
     (981,089,3) 機構豊橋医療センター豊橋市飯村町浜道上５０ １床当たりの床面積：34.6㎡
     　豊橋89 0532-62-0301  (0532-62-3352) 病床数：4床
     治療室名：特定集中治療室（Ｉ
     ＣＵ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20990,063,1 独立行政法人国立病院〒460-0001 一般       690（集３）第144号           平成27年 4月 1日
     (991,063,6) 機構名古屋医療センタ名古屋市中区三の丸４－１－１ 精神        50 １床当たりの床面積：23.1㎡
     　中63 ー 052-951-1111  (052-951-1207) 病床数：6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 4月 1日 特定集中治療室管理料４　医科］ 平成30年 6月 1日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1200,006,6 豊橋市民病院 〒441-8570 一般       780（集４）第10号            平成27年 4月 1日
     (201,006,1) 豊橋市青竹町八間西５０ 結核        10 １床当たりの床面積：21.54㎡
     　豊橋6 0532-33-6276  (0532-33-6171) 一般（感染） 当該保険医療機関内に広範囲熱
                 10 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：6床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2750,001,1 愛知県厚生農業協同組〒498-0017 一般       534（集４）第12号            平成30年 4月 1日
     (751,001,6) 合連合会　海南病院 弥富市前ケ須町南本田３９６ 一般（感染） 早期離床・リハビリテーション
     　弥富1 0567-65-2511  (0567-67-3697)              6 加算
     １床当たりの床面積：18.88㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4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 6月 1日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1010,030,6 名古屋市立東部医療セ〒464-0071 一般       488（ハイケア１）第8号       平成27年 9月 1日
     (011,030,1) ンター 名古屋市千種区若水１－２－２３一般（感染） 当該治療室の病床数:4床
     　千種30 052-721-7171  (052-721-1308)             10 当該治療室の病床数:6床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2030,035,1 名古屋市立西部医療セ〒462-8508 一般       500（ハイケア１）第10号      平成28年 3月 1日
     (031,035,6) ンター 名古屋市北区平手町１－１－１ 当該治療室の病床数:8床
     　北35 052-991-8121  (052-991-8143)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3040,084,7 名鉄病院 〒451-0052 一般       373（ハイケア１）第9号       平成27年11月 1日
     　西84 名古屋市西区栄生２－２６－１１ 当該治療室の病床数:12床
     052-551-6121  (052-551-6302)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4160,076,7 名古屋記念病院 〒468-0011 一般       416（ハイケア１）第15号      平成30年 2月 1日
     　天白76 名古屋市天白区平針４－３０５ 当該治療室の病床数:6床
     052-804-1111  (052-804-1728)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5250,081,8 愛知県心身障害者コロ〒480-0392 一般       230（ハイケア１）第2号       平成26年10月 1日
     (251,081,3) ニー中央病院 春日井市神屋町７１３－８ 精神        65 当該治療室の病床数:8床
     　春日井81 0568-88-0811  (0568-88-0828)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6250,180,8 医療法人徳洲会　名古〒487-0016 一般       300（ハイケア１）第11号      平成28年 7月 1日
     (251,180,3) 屋徳洲会総合病院 春日井市高蔵寺町北２－５２ 療養        50 当該治療室の病床数:10床
     　春日井180 0568-51-8711  (0568-51-7115)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7270,006,1 津島市民病院 〒496-0038 一般       440（ハイケア１）第14号      平成29年11月 1日
     (271,006,6) 津島市橘町３－７３ 当該治療室の病床数:7床
     　津島6 0567-28-5151  (0567-28-5053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8290,002,6 医療法人豊田会　刈谷〒448-0852 一般       666（ハイケア１）第12号      平成28年10月 1日
     (291,002,1) 豊田総合病院 刈谷市住吉町５－１５ 一般（感染） 当該治療室の病床数:4床
     　刈谷2 0566-21-2450  (0566-22-2493)              6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9380,003,5 小牧市民病院 〒485-0044 一般       558（ハイケア１）第13号      平成29年 2月 1日
     (381,003,0) 小牧市常普請１－２０ 当該治療室の病床数:8床
     　小牧3 0568-76-4131  (0568-71-0037)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10480,016,6 藤田保健衛生大学病院〒470-1101 一般     1,384（ハイケア１）第7号       平成27年 6月 1日
     (481,016,1) 豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８ 精神        51 当該治療室の病床数:16床
     　豊明16 0562-93-2111  (0562-93-3711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11980,003,9 国立研究開発法人国立〒474-8511 一般       383（ハイケア１）第5号       平成27年 4月 1日
     (981,003,4) 長寿医療研究センター大府市森岡町７－４３０ 当該治療室の病床数:4床
     　大府3 0562-46-2311  (0562-48-2373)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 4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 6月 1日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1090,088,7 みなと医療生活協同組〒456-8611 一般       434（ハイケア２）第14号      平成26年 7月 1日
     　熱田88 合　協立総合病院 名古屋市熱田区五番町４－３３ 当該治療室の病床数:4床
     052-654-2211  (052-651-7210)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[富山県]

平成30年 4月 1日 救命救急入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1002,3 富山県立中央病院 〒930-8550 一般       665（救１）第1号             平成30年 1月 1日
     (01,3089,4) 富山市西長江２丁目２番７８号 結核        16 加減算区分:加算あり
     076-424-1531  (076-422-0667) 精神        50 当該治療室の病床数：11床
     一般（感染） １床当たりの床面積：22.6㎡
                  2 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

[富山県]

平成30年 4月 1日 救命救急入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    102,1037,7 富山県厚生農業協同組〒933-8555 一般 （救３）第2号             平成30年 1月 1日
     (02,3046,2) 合連合会高岡病院 高岡市永楽町５番１０号 　　一般   533 加減算区分:加算あり
     0766-21-3930  (0766-24-9509) 当該治療室の病床数：8床
     １床当たりの床面積：25.3㎡
     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

[富山県]

平成30年 4月 1日 特定集中治療室管理料２　医科］ 平成30年 6月 1日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1002,3 富山県立中央病院 〒930-8550 一般       665（集２）第1号             平成30年 1月 1日
     (01,3089,4) 富山市西長江２丁目２番７８号 結核        16 １床当たりの床面積：22.63㎡
     076-424-1531  (076-422-0667) 精神        50 当該保険医療機関内に広範囲熱
     一般（感染） 傷特定集中治療を担当する常勤
                  2 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：6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

[富山県]

平成30年 4月 1日 特定集中治療室管理料３　医科］ 平成30年 6月 1日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1560,0 富山赤十字病院 〒930-0859 一般       401（集３）第7号             平成30年 1月 1日
     (01,3265,0) 富山市牛島本町２丁目１番５８号 １床当たりの床面積：37.82㎡
     076-433-2222  (076-433-2274) 病床数：4床
     治療室名：集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[富山県]

平成30年 4月 1日 特定集中治療室管理料４　医科］ 平成30年 6月 1日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1364,7 富山市立　富山市民病〒939-8511 一般       539（集４）第2号             平成30年 4月 1日
     (01,3149,6) 院 富山市今泉北部町２番地１ 一般（感染） 早期離床・リハビリテーション
     076-422-1112  (076-422-1371)              6 加算
     精神        50 １床当たりの床面積：34.83㎡
     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：6床
     治療室名：特定集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    208,1001,0 市立砺波総合病院 〒939-1395 一般       461（集４）第4号             平成29年 8月 1日
     (08,3008,9) 砺波市新富町１番６１号 精神        44 １床当たりの床面積：16.57㎡
     0763-32-3320  (0763-33-1487) 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
     結核         5 の医師が勤務している
     病床数：4床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    380,1003,5 国立大学法人富山大学〒930-0194 一般       569（集４）第3号             平成30年 3月 1日
     (80,3003,9) 附属病院 富山市杉谷２６３０ 精神        43 １床当たりの床面積：23.66㎡
     076-434-2281  (076-434-5117) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[富山県]

平成30年 4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 6月 1日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1002,3 富山県立中央病院 〒930-8550 一般       665（ハイケア１）第2号       平成30年 1月 1日
     (01,3089,4) 富山市西長江２丁目２番７８号 結核        16 当該治療室の病床数:12床
     076-424-1531  (076-422-0667) 精神        50
     一般（感染）
                  2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202,1091,4 高岡市民病院 〒933-8550 一般       333（ハイケア１）第5号       平成29年 6月 1日
     (02,3047,0) 高岡市宝町４番１号 一般（感染） 当該治療室の病床数:6床
     0766-23-0204  (0766-26-2882)              6
     結核        12
     精神        50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    302,1260,5 富山県済生会高岡病院〒933-8525 一般       251（ハイケア１）第4号       平成29年11月 1日
     高岡市二塚３８７－１ 当該治療室の病床数:7床
     0766-21-0570  (0766-23-9025)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    404,1001,9 独立行政法人労働者健〒937-0042 一般       300（ハイケア１）第6号       平成29年 5月 1日
     康安全機構富山労災病魚津市六郎丸９９２ 当該治療室の病床数:4床
     院 0765-22-1280  (0765-22-5475)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    580,1003,5 国立大学法人富山大学〒930-0194 一般       569（ハイケア１）第3号       平成30年 3月 1日
     (80,3003,9) 附属病院 富山市杉谷２６３０ 精神        43 当該治療室の病床数:6床
     076-434-2281  (076-434-5117) 当該治療室の病床数: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

[富山県]

平成30年 4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 6月 1日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1364,7 富山市立　富山市民病〒939-8511 一般       539（ハイケア２）第7号       平成29年12月 1日
     (01,3149,6) 院 富山市今泉北部町２番地１ 一般（感染） 当該治療室の病床数:12床
     076-422-1112  (076-422-1371)              6
     精神        50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[石川県]

平成30年 4月 1日 救命救急入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1378,6 石川県立中央病院 〒920-8201 一般       630（救１）第2号             平成25年 7月 1日
     (01,3151,1) 金沢市鞍月東２丁目１番地 加減算区分:加算あり
     076-237-8211  当該治療室の病床数：24床
     １床当たりの床面積：13.5㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202,1124,2 公立能登総合病院 〒926-0816 一般 （救１）第3号             平成28年10月 1日
     (02,3066,9) 七尾市藤橋町ア部６番地４ 　　一般   330 当該治療室の病床数：4床
     0767-52-6611  (0767-52-9225) 一般（感染） １床当たりの床面積：13.65㎡
     　　感染     4 救命救急センターに係る事項：
     精神 充実段階がＡである
     　　精神   100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[石川県]

平成30年 4月 1日 特定集中治療室管理料２　医科］ 平成30年 6月 1日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    180,1009,1 国立大学法人　金沢大〒920-8641 一般       792（集２）第1号             平成28年 7月 1日
     (80,3006,1) 学附属病院 金沢市宝町１３番１号 精神        46 １床当たりの床面積：21㎡
     076-265-2000  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：22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

[石川県]

平成30年 4月 1日 特定集中治療室管理料３　医科］ 平成30年 6月 1日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1378,6 石川県立中央病院 〒920-8201 一般       630（集３）第24号            平成28年10月 1日
     (01,3151,1) 金沢市鞍月東２丁目１番地 １床当たりの床面積：18.5㎡
     076-237-8211  病床数：4床
     治療室名：特定集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    222,1012,7 公立松任石川中央病院〒924-0865 一般       275（集３）第23号            平成28年 8月 1日
     (22,3000,6) 白山市倉光三丁目８番地 精神        30 １床当たりの床面積：18.17㎡
     076-275-2222  病床数：4床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    380,1001,8 独立行政法人国立病院〒920-0939 一般       512（集３）第29号            平成30年 4月 1日
     (80,3001,2) 機構　金沢医療センタ金沢市下石引町１番１号 精神        42 １床当たりの床面積：16.47㎡
     ー 076-262-4161  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：6床
     治療室名：中３（ＩＣＵ）
     １床当たりの床面積：20.48㎡
     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：東６（ＣＣＵ）
     早期離床・リハビリテーション
     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

[石川県]

平成30年 4月 1日 特定集中治療室管理料４　医科］ 平成30年 6月 1日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    114,1036,3 金沢医科大学病院 〒920-0265 一般       799（集４）第4号             平成28年10月 1日
     (14,3014,4) 河北郡内灘町大学１丁目１番地 精神        36 １床当たりの床面積：17.89㎡
     076-286-3511  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：10床
     治療室名：ハートセンター
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[石川県]

平成30年 4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 6月 1日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1118,6 金沢市立病院 〒921-8105 一般       280（ハイケア１）第6号       平成27年 8月 1日
     金沢市平和町３丁目７番３号 結核        25 当該治療室の病床数:4床
     076-245-2600  一般（感染）
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1378,6 石川県立中央病院 〒920-8201 一般       630（ハイケア１）第1号       平成26年 6月 1日
     (01,3151,1) 金沢市鞍月東２丁目１番地 当該治療室の病床数:12床
     076-237-8211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1628,4 医療法人社団浅ノ川　〒920-0007 一般 （ハイケア１）第2号       平成26年 8月 1日
     心臓血管センター金沢金沢市田中町は１６番地 　　一般    84 当該治療室の病床数:10床
     循環器病院 076-253-8000  療養
     　　療養   100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    402,1124,2 公立能登総合病院 〒926-0816 一般 （ハイケア１）第7号       平成28年10月 1日
     (02,3066,9) 七尾市藤橋町ア部６番地４ 　　一般   330 当該治療室の病床数:8床
     0767-52-6611  (0767-52-9225) 一般（感染）
     　　感染     4
     精神
     　　精神   100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    506,1142,5 加賀市医療センター 〒922-8522 一般 （ハイケア１）第8号       平成29年 6月 1日
     加賀市作見町リ３６番地 　　一般   300 当該治療室の病床数:10床
     0761-72-1188  (0761-76-5162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    622,1012,7 公立松任石川中央病院〒924-0865 一般       275（ハイケア１）第4号       平成26年10月 1日
     (22,3000,6) 白山市倉光三丁目８番地 精神        30 当該治療室の病床数:8床
     076-275-2222  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[石川県]

平成30年 4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 6月 1日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    102,1031,9 社会医療法人財団董仙〒926-0866 一般       426（ハイケア２）第8号       平成27年 4月 1日
     会　恵寿総合病院 七尾市富岡町９４ 当該治療室の病床数:10床
     0767-52-3211  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    203,1136,4 国民健康保険　小松市〒923-0961 一般 （ハイケア２）第7号       平成27年 4月 1日
     (03,3071,7) 民病院 小松市向本折町ホ６０番地 　　一般   300 当該治療室の病床数:15床
     0761-22-7111  一般（感染）
     　　感染     4
     結核        10
     精神        30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    323,1019,0 医療法人社団和楽仁　〒923-1226 一般       200（ハイケア２）第9号       平成27年 8月 1日
     (23,3000,4) 芳珠記念病院 能美市緑が丘１１丁目７１番地 療養       120 当該治療室の病床数:15床
     0761-51-5551  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[岐阜県]

平成30年 4月 1日 救命救急入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1143,8 岐阜県総合医療センタ〒500-8717 一般       604（救１）第3号             平成25年 3月 1日
     岐医1143 ー 岐阜市野一色４－６－１ 当該治療室の病床数：22床
     058-246-1111  １床当たりの床面積：9.97㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    202,0094,2 岐阜県厚生農業協同組〒501-3802 一般 （救１）第5号             平成28年11月 1日
     関医94 合連合会　中濃厚生病関市若草通５－１ 　　一般   489 当該治療室の病床数：15床
     院 0575(22)2211  (0575-24-7139) 一般 １床当たりの床面積：8.55㎡
     　　感染     6 救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    321,0082,7 大垣市民病院 〒503-8502 一般 （救１）第6号             平成29年 1月 1日
     垣医82 大垣市南頬町４－８６ 　　一般   788 当該治療室の病床数：24床
     0584(81)3341  一般 １床当たりの床面積：14.98㎡
     　　感染     6 救命救急センターに係る事項：
     結核        40 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    427,0048,5 高山赤十字病院 〒506-8550 一般       472（救１）第4号             平成25年 4月 1日
     高医48 高山市天満町３－１１ 当該治療室の病床数：16床
     0577(32)1111  (0577-34-4155) １床当たりの床面積：12.25㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[岐阜県]

平成30年 4月 1日 救命救急入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    111,0156,0 岐阜県立多治見病院 〒507-8522 一般 （救３）第2号             平成24年 4月 1日
     多医156 多治見市前畑町５－１６１ 　　一般   510 当該治療室の病床数：20床
     0572-22-5311  (0572-25-1246) 一般 １床当たりの床面積：15.69㎡
     　　感染     6 救命救急センターに係る事項：
     精神 充実段階がＡである
     　　精神    46 当該保険医療機関内に広範囲熱
     結核        13 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    298,0644,2 国立大学法人岐阜大学〒501-1193 一般       577（救３）第3号             平成25年 1月 1日
     岐特医4 医学部附属病院 岐阜市柳戸１－１ 精神        37 当該治療室の病床数：19床
     058(230)6000  １床当たりの床面積：16.8㎡
     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

[岐阜県]

平成30年 4月 1日 特定集中治療室管理料１　医科］ 平成30年 6月 1日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1143,8 岐阜県総合医療センタ〒500-8717 一般       604（集１）第2号             平成30年 1月 1日
     岐医1143 ー 岐阜市野一色４－６－１ １床当たりの床面積：22.15㎡
     058-246-1111  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：３階西（ＩＣＵ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    298,0644,2 国立大学法人岐阜大学〒501-1193 一般       577（集１）第1号             平成28年10月 1日
     岐特医4 医学部附属病院 岐阜市柳戸１－１ 精神        37 １床当たりの床面積：22.9㎡
     058(230)6000  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：6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

[岐阜県]

平成30年 4月 1日 特定集中治療室管理料２　医科］ 平成30年 6月 1日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    102,0094,2 岐阜県厚生農業協同組〒501-3802 一般 （集２）第1号             平成30年 4月 1日
     関医94 合連合会　中濃厚生病関市若草通５－１ 　　一般   489 早期離床・リハビリテーション
     院 0575(22)2211  (0575-24-7139) 一般 加算
     　　感染     6 １床当たりの床面積：22.28㎡
     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
     病床数：8床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    221,0082,7 大垣市民病院 〒503-8502 一般 （集２）第2号             平成30年 4月 1日
     垣医82 大垣市南頬町４－８６ 　　一般   788 早期離床・リハビリテーション
     0584(81)3341  一般 加算
     　　感染     6 １床当たりの床面積：20.79㎡
     結核        40 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：12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

[岐阜県]

平成30年 4月 1日 特定集中治療室管理料３　医科］ 平成30年 6月 1日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,0255,1 岐阜赤十字病院 〒502-0844 一般       300（集３）第17号            平成28年 8月 1日
     岐医255 岐阜市岩倉町３－３６ 一般（感染） １床当たりの床面積：31.8㎡
     058(231)2266  (058(233)7772)              8 病床数：10床
     精神    治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,0779,0 岐阜市民病院 〒500-8323 一般       559（集３）第18号            平成28年10月 1日
     岐特医3 岐阜市鹿島町７－１ 精神        50 １床当たりの床面積：19.18㎡
     058(251)1101  (058(252)1335) 病床数：6床
     治療室名：集中治療室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,1143,8 岐阜県総合医療センタ〒500-8717 一般       604（集３）第19号            平成28年10月 1日
     岐医1143 ー 岐阜市野一色４－６－１ １床当たりの床面積：15.51㎡
     058-246-1111  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：6床
     治療室名：３階東（ＰＩＣＵ）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    406,0057,0 松波総合病院 〒501-6062 一般       501（集３）第14号            平成30年 4月 1日
     羽医57 羽島郡笠松町田代１８５－１ 早期離床・リハビリテーション
     058(388)0111  加算
     １床当たりの床面積：20.4㎡
     病床数：8床
     治療室名：ICU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    512,0015,6 社会医療法人厚生会　〒505-0034 一般 （集３）第6号             平成28年10月 1日
     美加医15 木沢記念病院 美濃加茂市古井町下古井５９０ 　　一般   452 １床当たりの床面積：15.2㎡
     0574(25)2181  (0574(26)2181) 病床数：10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

[岐阜県]

平成30年 4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 6月 1日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,0779,0 岐阜市民病院 〒500-8323 一般       559（ハイケア１）第5号       平成28年 3月 1日
     岐特医3 岐阜市鹿島町７－１ 精神        50 当該治療室の病床数:8床
     058(251)1101  (058(252)1335)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    205,0072,1 公立学校共済組合　東〒504-0816 一般       317（ハイケア１）第1号       平成26年 7月 1日
     各医72 海中央病院 各務原市蘇原東島町４－６－２ 当該治療室の病床数:12床
     058-382-3101  (058-382-1762)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    331,0001,6 独立行政法人地域医療〒509-0206 一般       215（ハイケア１）第3号       平成27年 4月 1日
     可児医1 機能推進機構　可児と可児市土田１２２１－５ 当該治療室の病床数:6床
     うのう病院 0574(25)3113  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[岐阜県]

平成30年 4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 6月 1日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    106,0057,0 松波総合病院 〒501-6062 一般       501（ハイケア２）第4号       平成26年 9月 1日
     羽医57 羽島郡笠松町田代１８５－１ 当該治療室の病床数:20床
     058(388)0111  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 救命救急入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1031,014,6 順天堂大学医学部附属〒410-2211 一般       577（救１）第7号             平成30年 2月 1日
     静岡病院 伊豆の国市長岡１１２９番地 当該治療室の病床数：20床
     0559(48)3111  (0559(48)5088) １床当たりの床面積：10.16㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2416,007,5 静岡赤十字病院 〒420-0853 一般       465（救１）第2号             平成28年 1月 1日
     静岡市葵区追手町８番２号 当該治療室の病床数：30床
     054(254)4311  (054(252)8816) １床当たりの床面積：11.03㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3421,077,1 静岡県立総合病院 〒420-8527 一般       662（救１）第8号             平成29年 5月 1日
     (421,018,1) 静岡市葵区北安東四丁目２７番１結核        50 当該治療室の病床数：12床
     号 １床当たりの床面積：21.43㎡
     054(247)6111  (054(247)6140) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4531,055,4 藤枝市立総合病院 〒426-8677 一般       564（救１）第11号            平成30年 4月 1日
     (531,012,1) 藤枝市駿河台四丁目１番１１号 当該治療室の病床数：20床
     054(646)1111  (054-646-1122) １床当たりの床面積：11.96㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5741,008,9 掛川市・袋井市病院企〒436-8555 一般       496（救１）第10号            平成30年 4月 1日
     (741,003,6) 業団立中東遠総合医療掛川市菖蒲ヶ池１－１ 一般（感染） 当該治療室の病床数：14床
     センター 0537-21-5555  (0537(28)8971) 　　感染     4 １床当たりの床面積：14.38㎡
     救命救急センターに係る事項：
     充実段階がＡである
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 救命救急入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1416,004,2 静岡済生会総合病院 〒422-8527 一般 （救３）第1号             平成28年 6月 1日
     (416,004,8) 静岡市駿河区小鹿一丁目１番１号　　一般   521 当該治療室の病床数：29床
     054-280-5001  (054(285)5179) １床当たりの床面積：16.44㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2671,006,7 磐田市立総合病院 〒438-8550 一般       498（救３）第3号             平成27年 3月 1日
     (671,003,0) 磐田市大久保５１２－３ 一般（感染） 当該治療室の病床数：24床
     0538-38-5032  (0538-38-5050) 　　感染     2 １床当たりの床面積：25.17㎡
     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
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3711,046,5 浜松医療センター 〒432-8580 一般       600（救３）第2号             平成25年 4月 1日
     (711,017,2) 浜松市中区富塚町３２８番地 一般（感染） 当該治療室の病床数：30床
     053-451-2711  (053(452)9217)              6 １床当たりの床面積：14.93㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4711,086,1 社会福祉法人聖隷福祉〒430-8558 一般       750（救３）第4号             平成28年 8月 1日
     (711,046,1) 事業団　総合病院聖隷浜松市中区住吉二丁目１２番１２ 当該治療室の病床数：18床
     浜松病院 号 １床当たりの床面積：13.32㎡
     053-474-2232  (053(471)6050) 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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 救命救急入院料３　医科］ 平成30年 6月 1日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    5716,020,5 総合病院聖隷三方原病〒433-8558 一般       810（救３）第5号             平成28年 8月 1日
     (711,035,4) 院 浜松市北区三方原町３４５３ 結核        20 当該治療室の病床数：47床
     053-439-9050  (053(438)2971) 精神       104 １床当たりの床面積：13.5㎡
     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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 救命救急入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1031,014,6 順天堂大学医学部附属〒410-2211 一般       577（救４）第2号             平成30年 2月 1日
     静岡病院 伊豆の国市長岡１１２９番地 当該治療室の病床数：20床
     0559(48)3111  (0559(48)5088) １床当たりの床面積：17.11㎡
     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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 特定集中治療室管理料１　医科］ 平成30年 6月 1日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1531,055,4 藤枝市立総合病院 〒426-8677 一般       564（集１）第2号             平成30年 4月 1日
     (531,012,1) 藤枝市駿河台四丁目１番１１号 早期離床・リハビリテーション
     054(646)1111  (054-646-1122) 加算
     １床当たりの床面積：20.88㎡
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2711,006,9 ＪＡ静岡厚生連　遠州〒430-0929 一般       340（集１）第1号             平成28年10月 1日
     病院 浜松市中区中央一丁目１番１号 療養        60 １床当たりの床面積：23.41㎡
     053-401-0080  (053-401-0081) 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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 特定集中治療室管理料２　医科］ 平成30年 6月 1日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1421,077,1 静岡県立総合病院 〒420-8527 一般       662（集２）第2号             平成29年 6月 1日
     (421,018,1) 静岡市葵区北安東四丁目２７番１結核        50 １床当たりの床面積：22.95㎡
     号 病床数：12床
     054(247)6111  (054(247)6140)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2961,048,8 浜松医科大学医学部附〒431-3192 一般       576（集２）第1号             平成28年 9月 1日
     (961,048,4) 属病院 浜松市東区半田山一丁目２０番１精神        37 １床当たりの床面積：21.2㎡
     号 当該保険医療機関内に広範囲熱
     053-435-2604  (053(435)2153) 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：12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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 特定集中治療室管理料３　医科］ 平成30年 6月 1日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1051,026,5 国際医療福祉大学熱海〒413-0012 一般       234（集３）第32号            平成28年10月 1日
     (051,006,3) 病院 熱海市東海岸町１３－１ 一般（感染） １床当たりの床面積：30.1㎡
     0557(81)9171  (0557(83)6632)              4 病床数：4床
     療養        31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2231,009,4 富士市立中央病院 〒417-8567 一般       504（集３）第4号             平成28年10月 1日
     (231,010,8) 富士市高島町５０番地 一般（感染） 病床数：6床
     0545(52)1131  (0545(51)7077)              6
     結核        10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3421,078,9 静岡県立こども病院 〒420-8660 一般       243（集３）第40号            平成28年10月 1日
     (421,019,9) 静岡市葵区漆山８６０番地 精神        36 １床当たりの床面積：18.7㎡
     054(247)6251  (054(247)6259) 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：12床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4421,133,2 静岡市立静岡病院 〒420-8630 一般       500（集３）第44号            平成28年 9月 1日
     (421,033,0) 静岡市葵区追手町１０－９３ 一般（感染） １床当たりの床面積：14.86㎡
     054(253)3125  (054(252)0010)              6 病床数：8床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5711,044,0 独立行政法人労働者健〒430-8525 一般       312（集３）第43号            平成30年 4月 1日
     康安全機構　浜松労災浜松市東区将監町２５番地 １床当たりの床面積：18.4㎡
     病院 053(462)1211  (053(465)4380) 病床数：6床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6741,008,9 掛川市・袋井市病院企〒436-8555 一般       496（集３）第42号            平成30年 4月 1日
     (741,003,6) 業団立中東遠総合医療掛川市菖蒲ヶ池１－１ 一般（感染） １床当たりの床面積：17.2㎡
     センター 0537-21-5555  (0537(28)8971) 　　感染     4 病床数：10床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7971,001,5 独立行政法人　国立病〒411-8611 一般       450（集３）第9号             平成28年 9月 1日
     (971,001,1) 院機構　静岡医療セン駿東郡清水町長沢７６２－１ １床当たりの床面積：42.54㎡
     ター 0559(75)2000  (0559(75)2725) 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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 特定集中治療室管理料４　医科］ 平成30年 6月 1日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1711,086,1 社会福祉法人聖隷福祉〒430-8558 一般       750（集４）第1号             平成28年 8月 1日
     (711,046,1) 事業団　総合病院聖隷浜松市中区住吉二丁目１２番１２ １床当たりの床面積：17.43㎡
     浜松病院 号 当該保険医療機関内に広範囲熱
     053-474-2232  (053(471)6050) 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：12床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2716,020,5 総合病院聖隷三方原病〒433-8558 一般       810（集４）第6号             平成28年10月 1日
     (711,035,4) 院 浜松市北区三方原町３４５３ 結核        20 １床当たりの床面積：23.02㎡
     053-439-9050  (053(438)2971) 精神       104 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[静岡県]

平成30年 4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 6月 1日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1031,014,6 順天堂大学医学部附属〒410-2211 一般       577（ハイケア１）第2号       平成30年 4月 1日
     静岡病院 伊豆の国市長岡１１２９番地 当該治療室の病床数:7床
     0559(48)3111  (0559(48)5088)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2041,027,6 伊東市民病院 〒414-0055 一般       250（ハイケア１）第1号       平成28年 4月 1日
     伊東市岡１９６－１ 当該治療室の病床数:14床
     0557-37-2626  (0557(35)0631)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3131,020,2 静岡県立静岡がんセン〒411-8777 一般 （ハイケア１）第4号       平成30年 2月 1日
     (131,005,9) ター 駿東郡長泉町下長窪１００７番地　　一般   615 当該治療室の病床数:20床
     055-989-5222  (055-989-5783)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4421,002,9 静岡市立清水病院 〒424-8636 一般       475（ハイケア１）第9号       平成30年 4月 1日
     (421,002,5) 静岡市清水区宮加三１２３１番地 当該治療室の病床数:6床
     054-336-1111  (0543(34)1173)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5421,077,1 静岡県立総合病院 〒420-8527 一般       662（ハイケア１）第3号       平成29年 9月 1日
     (421,018,1) 静岡市葵区北安東四丁目２７番１結核        50 当該治療室の病床数:20床
     号
     054(247)6111  (054(247)6140)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6421,133,2 静岡市立静岡病院 〒420-8630 一般       500（ハイケア１）第10号      平成28年 4月 1日
     (421,033,0) 静岡市葵区追手町１０－９３ 一般（感染） 当該治療室の病床数:20床
     054(253)3125  (054(252)0010)              6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7971,001,5 独立行政法人　国立病〒411-8611 一般       450（ハイケア１）第5号       平成26年 8月 1日
     (971,001,1) 院機構　静岡医療セン駿東郡清水町長沢７６２－１ 当該治療室の病床数:8床
     ター 0559(75)2000  (0559(75)2725)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[静岡県]

平成30年 4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 6月 1日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1516,005,8 焼津市立総合病院 〒425-8505 一般       471（ハイケア２）第15号      平成30年 4月 1日
     (516,005,4) 焼津市道原１０００番地 当該治療室の病床数:23床
     054(623)3111  (054(624)9103)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[三重県]

平成30年 4月 1日 救命救急入院料１　医科］ 平成30年 6月 1日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10215632  三重県立総合医療セン〒510-8561 一般       439（救１）第5号             平成25年12月 1日
     四医1563 ター 四日市市大字日永５４５０番地１一般（感染） 当該治療室の病床数：18床
     ３２              4 救命救急センターに係る事項：
     059-345-2321  (059-347-3500) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20805507  伊勢赤十字病院 〒516-0008 一般       651（救１）第4号             平成30年 4月 1日
     伊医550 伊勢市船江一丁目４７１番２ 一般（感染） 当該治療室の病床数：12床
     0596-28-2171  (0596-28-2965)              4 １床当たりの床面積：14.35㎡
     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

[三重県]

平成30年 4月 1日 救命救急入院料４　医科］ 平成30年 6月 1日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    14000022  国立大学法人三重大学〒514-8507 一般       655（救４）第1号             平成28年10月 1日
     津医519 医学部附属病院 津市江戸橋２丁目１７４番地 精神        30 加減算区分:加算あり
     059-232-1111  当該治療室の病床数：6床
     １床当たりの床面積：51㎡
     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

[三重県]

平成30年 4月 1日 特定集中治療室管理料１　医科］ 平成30年 6月 1日     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    14000022  国立大学法人三重大学〒514-8507 一般       655（集１）第1号             平成28年10月 1日
     津医519 医学部附属病院 津市江戸橋２丁目１７４番地 精神        30 １床当たりの床面積：21.09㎡
     059-232-1111  病床数：6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

[三重県]

平成30年 4月 1日 特定集中治療室管理料３　医科］ 平成30年 6月 1日     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10205047  市立四日市病院 〒510-8567 一般       566（集３）第6号             平成28年10月 1日
     四医504 四日市市芝田二丁目２番３７号 一般（感染） １床当たりの床面積：18.4㎡
     0593-54-1111               2 病床数：8床
     治療室名：ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20215632  三重県立総合医療セン〒510-8561 一般       439（集３）第20号            平成28年10月 1日
     四医1563 ター 四日市市大字日永５４５０番地１一般（感染） １床当たりの床面積：15.94㎡
     ３２              4 病床数：6床
     059-345-2321  (059-347-3500) 治療室名：ＣＣＵ／ＩＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30805507  伊勢赤十字病院 〒516-0008 一般       651（集３）第19号            平成28年 9月 1日
     伊医550 伊勢市船江一丁目４７１番２ 一般（感染） １床当たりの床面積：16.35㎡
     0596-28-2171  (0596-28-2965)              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：8床
     治療室名：ＩＣＵ／ＣＣＵ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    44000030  独立行政法人国立病院〒514-1101 一般       450（集３）第8号             平成28年10月 1日
     久居医521 機構三重中央医療セン津市久居明神町２１５８－５ 結核        30 １床当たりの床面積：15.82㎡
     ター 059-259-1211  (059-256-2651) 一般（感染） 病床数：6床
                  6 治療室名：ＩＣＵ室
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[三重県]

平成30年 4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 6月 1日     35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10205013  独立行政法人地域医療〒510-0016 一般       226（ハイケア１）第3号       平成27年 4月 1日
     四医501 機能推進機構　四日市四日市市羽津山町１０－８ 当該治療室の病床数:4床
     羽津医療センター 059-331-2000  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20205047  市立四日市病院 〒510-8567 一般       566（ハイケア１）第2号       平成26年11月 1日
     四医504 四日市市芝田二丁目２番３７号 一般（感染） 当該治療室の病床数:4床
     0593-54-1111               2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30305052  三重県厚生農業協同組〒513-0818 一般       460（ハイケア１）第4号       平成27年 6月 1日
     鈴医505 合連合会　鈴鹿中央総鈴鹿市安塚町山之花１２７５ー５ 当該治療室の病床数:20床
     合病院 ３
     0593-82-1311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40705053  社会福祉法人恩賜財団〒515-8557 一般       430（ハイケア１）第6号       平成29年 3月 1日
     松医505 済生会松阪総合病院 松阪市朝日町１区１５－６ 当該治療室の病床数:12床
     0598-51-2626  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    50705111  三重県厚生農業協同組〒515-8566 一般       440（ハイケア１）第5号       平成27年 7月 1日
     松医511 合連合会松阪中央総合松阪市川井町字小望１０２ 当該治療室の病床数:6床
     病院 0598-21-5252  当該治療室の病床数:6床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    60805507  伊勢赤十字病院 〒516-0008 一般       651（ハイケア１）第1号       平成29年11月 1日
     伊医550 伊勢市船江一丁目４７１番２ 一般（感染） 当該治療室の病床数:8床
     0596-28-2171  (0596-28-2965)              4 当該治療室の病床数:4床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    71405018  三重県厚生農業協同組〒511-0428 一般       220（ハイケア１）第8号       平成29年12月 1日
     員市医501 合連合会　三重北医療いなべ市北勢町阿下喜７７１ 当該治療室の病床数:3床
     センターいなべ総合病0594-72-2000  (0594-72-4051) 当該治療室の病床数:3床
     院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    83105012  紀南病院 〒519-5204 一般       200（ハイケア１）第7号       平成29年 2月 1日
     南医501 南牟婁郡御浜町阿田和４７５０ 一般（感染） 当該治療室の病床数:5床
     05979-2-1333               4
     療養        40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[三重県]

平成30年 4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 6月 1日     36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    10105791  桑名市総合医療センタ〒511-0061 一般       321（ハイケア２）第6号       平成29年 7月 1日
     桑医579 ー 桑名市寿町三丁目１１番地 当該治療室の病床数:5床
     0594-22-1211  (0594-22-9498)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20305052  三重県厚生農業協同組〒513-0818 一般       460（ハイケア２）第7号       平成30年 3月 1日
     鈴医505 合連合会　鈴鹿中央総鈴鹿市安塚町山之花１２７５ー５ 当該治療室の病床数:9床
     合病院 ３
     0593-82-1311  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30705012  松阪市民病院 〒515-8544 一般       328（ハイケア２）第3号       平成30年 3月 1日
     松医501 松阪市殿町１５５０番地 当該治療室の病床数:5床
     0598-23-1515  (0598-21-8873)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


