
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 脳卒中ケアユニット入院医療管理料　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)

    1240,019,1 半田市立半田病院 〒475-8599 一般       499（脳卒中ケア）第4号       平成29年 2月 1日
     (241,019,6) 半田市東洋町２－２９ 当該治療室の病床数:6床
     　半田19 0569-22-9881  (0569-24-3253)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2480,016,6 藤田保健衛生大学病院〒470-1101 一般     1,384（脳卒中ケア）第3号       平成23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:6床
     　豊明16 0562-93-2111  (0562-93-3711)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児特定集中治療室管理料　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)

    1420,060,7 あいち小児保健医療総〒474-0038 一般       200（小集）第2号             平成28年 6月 1日
     (421,060,2) 合センター 大府市森岡町７－４２６
     　大府60 0562-43-0500  (0562-43-0502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児特定集中治療室管理料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)

    1030,035,1 名古屋市立西部医療セ〒462-8508 一般       500（新１）第46号            平成26年 8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:12
     　北35 052-991-8121  (052-991-8143) １床当たり床面積:8.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2200,006,6 豊橋市民病院 〒441-8570 一般       780（新１）第44号            平成26年 4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:12
     　豊橋6 0532-33-6276  (0532-33-6171) 一般（感染） １床当たり床面積:11.28㎡
                 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3210,059,3 岡崎市民病院 〒444-0002 一般       715（新１）第57号            平成30年 4月 1日
     (211,059,8) 岡崎市高隆寺町五所合３－１ 当該治療室の病床数:6
     　岡崎59 0564-21-8111  (0564-66-7691) １床当たり床面積:14.43㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4220,036,9 一宮市立市民病院 〒491-0041 一般       556（新１）第52号            平成26年10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:9
     　一宮36 0586-71-1911  (0586-71-8540) 一般（感染） １床当たり床面積:14.4㎡
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5230,024,3 公立陶生病院 〒489-0065 一般       602（新１）第53号            平成26年 4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:6
     　瀬戸24 0561-82-5101  (0561-87-0596) 一般（感染） １床当たり床面積:9.47㎡
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6360,013,8 愛知県厚生農業協同組〒483-8704 一般       630（新１）第56号            平成29年10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 当該治療室の病床数:6
     　江南13 0587-51-3333  (0587-51-3300) １床当たり床面積:17.56㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7420,060,7 あいち小児保健医療総〒474-0038 一般       200（新１）第55号            平成29年 6月 1日
     (421,060,2) 合センター 大府市森岡町７－４２６ 当該治療室の病床数:12
     　大府60 0562-43-0500  (0562-43-0502) １床当たり床面積:8.86㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8770,001,7 愛知医科大学病院 〒480-1195 一般       853（新１）第47号            平成26年 8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:9
     　長久手1 0561-62-3311  (0561-62-4866) １床当たり床面積:7.33㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児特定集中治療室管理料２　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)

    1070,028,7 社会福祉法人聖霊会聖〒466-0827 一般       198（新２）第4号             平成26年10月 1日
     (071,028,2) 霊病院 名古屋市昭和区川名山町５６ 当該治療室の病床数:6
     　昭和28 052-832-1181  (052-832-3744) １床当たり床面積:10.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2120,154,1 大同病院 〒457-0818 一般       394（新２）第8号             平成28年11月 1日
     (121,154,6) 名古屋市南区白水町９ 結核        10 当該治療室の病床数:3
     　南154 052-611-6261  (052-614-1036) １床当たり床面積:11.19㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3290,002,6 医療法人豊田会　刈谷〒448-0852 一般       666（新２）第6号             平成26年12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:3
     　刈谷2 0566-21-2450  (0566-22-2493)              6 １床当たり床面積:13.38㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4300,023,0 トヨタ記念病院 〒471-0821 一般       513（新２）第3号             平成26年 9月 1日
     (301,023,5) 豊田市平和町１－１ 当該治療室の病床数:6
     　豊田23 0565-28-0100  (0565-24-7175) １床当たり床面積:23.04㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5380,003,5 小牧市民病院 〒485-0044 一般       558（新２）第1号             平成26年 7月 1日
     (381,003,0) 小牧市常普請１－２０ 当該治療室の病床数:3
     　小牧3 0568-76-4131  (0568-71-0037) １床当たり床面積:12.12㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6750,001,1 愛知県厚生農業協同組〒498-0017 一般       534（新２）第7号             平成27年 6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） 当該治療室の病床数:3
     　弥富1 0567-65-2511  (0567-67-3697)              6 １床当たり床面積:7.86㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 総合周産期特定集中治療室管理料　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（周）第22号              平成28年 6月 1日
     (051,024,5) 名古屋市中村区道下町３－３５ 総合周産期特定集中治療室管理
     　中村24 052-481-5111  (052-482-7733) 料２
     当該治療室の病床数:18
     １床当たり床面積:9.44㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料１
     当該治療室の病床数:9
     １床当たり床面積:20.97㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2070,033,7 名古屋第二赤十字病院〒466-0814 一般       810（周）第20号              平成26年10月 1日
     (071,033,2) 名古屋市昭和区妙見町２－９ 一般（感染） 総合周産期特定集中治療室管理
     　昭和33 052-832-1121  (052-832-1130)              2 料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:15.82㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:15
     １床当たり床面積:8.82㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3080,240,6 名古屋市立大学病院 〒467-0001 一般       772（周）第15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 総合周産期特定集中治療室管理
     　瑞穂240 052-851-5511  (052-858-7124) 料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:15.1㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:12
     １床当たり床面積:8.04㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4200,006,6 豊橋市民病院 〒441-8570 一般       780（周）第24号              平成30年 2月 1日
     (201,006,1) 豊橋市青竹町八間西５０ 結核        10 総合周産期特定集中治療室管理
     　豊橋6 0532-33-6276  (0532-33-6171) 一般（感染） 料１
                 10 当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:15.66㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5310,010,5 愛知県厚生農業協同組〒446-8602 一般       749（周）第18号              平成26年10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 総合周産期特定集中治療室管理
     　安城10 0566-75-2111  (0566-74-8455) 料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:15.19㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:18
     １床当たり床面積:16.08㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 総合周産期特定集中治療室管理料　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)

    6480,016,6 藤田保健衛生大学病院〒470-1101 一般     1,384（周）第23号              平成30年 1月 1日
     (481,016,1) 豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８ 精神        51 総合周産期特定集中治療室管理
     　豊明16 0562-93-2111  (0562-93-3711) 料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:15.13㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:12
     １床当たり床面積:9.2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7990,011,0 名古屋大学医学部附属〒466-0065 一般       985（周）第21号              平成26年10月 1日
     (991,011,5) 病院 名古屋市昭和区鶴舞町６５ 精神        50 総合周産期特定集中治療室管理
     　昭和11 052-741-2111  (052-744-2880) 料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:15.27㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:12
     １床当たり床面積:8.54㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児治療回復室入院医療管理料　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)

    1030,035,1 名古屋市立西部医療セ〒462-8508 一般       500（新回復）第14号          平成26年 4月 1日
     (031,035,6) ンター 名古屋市北区平手町１－１－１ 病床数:24
     　北35 052-991-8121  (052-991-8143) １床当たり床面積:7.7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2070,028,7 社会福祉法人聖霊会聖〒466-0827 一般       198（新回復）第20号          平成28年11月 1日
     (071,028,2) 霊病院 名古屋市昭和区川名山町５６ 病床数:12
     　昭和28 052-832-1181  (052-832-3744) １床当たり床面積:13.2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3070,033,7 名古屋第二赤十字病院〒466-0814 一般       810（新回復）第12号          平成25年10月 1日
     (071,033,2) 名古屋市昭和区妙見町２－９ 一般（感染） 病床数:20
     　昭和33 052-832-1121  (052-832-1130)              2 １床当たり床面積:7.06㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4080,240,6 名古屋市立大学病院 〒467-0001 一般       772（新回復）第18号          平成27年 1月 1日
     (081,240,1) 名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄１ 精神        28 病床数:15
     　瑞穂240 052-851-5511  (052-858-7124) １床当たり床面積:4.69㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5120,154,1 大同病院 〒457-0818 一般       394（新回復）第21号          平成28年11月 1日
     (121,154,6) 名古屋市南区白水町９ 結核        10 病床数:6
     　南154 052-611-6261  (052-614-1036) １床当たり床面積:5.04㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6230,024,3 公立陶生病院 〒489-0065 一般       602（新回復）第3号           平成22年 4月 1日
     (231,024,8) 瀬戸市西追分町１６０ 結核        25 病床数:9
     　瀬戸24 0561-82-5101  (0561-87-0596) 一般（感染） １床当たり床面積:8.16㎡
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7290,002,6 医療法人豊田会　刈谷〒448-0852 一般       666（新回復）第19号          平成27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） 病床数:6
     　刈谷2 0566-21-2450  (0566-22-2493)              6 １床当たり床面積:13.79㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8300,023,0 トヨタ記念病院 〒471-0821 一般       513（新回復）第6号           平成22年 6月 1日
     (301,023,5) 豊田市平和町１－１ 病床数:12
     　豊田23 0565-28-0100  (0565-24-7175) １床当たり床面積:5.74㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9310,010,5 愛知県厚生農業協同組〒446-8602 一般       749（新回復）第13号          平成25年11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 病床数:36
     　安城10 0566-75-2111  (0566-74-8455) １床当たり床面積:6.88㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10360,013,8 愛知県厚生農業協同組〒483-8704 一般       630（新回復）第11号          平成25年 7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 病床数:12
     　江南13 0587-51-3333  (0587-51-3300) １床当たり床面積:10.59㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11480,016,6 藤田保健衛生大学病院〒470-1101 一般     1,384（新回復）第23号          平成30年 1月 1日
     (481,016,1) 豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８ 精神        51 病床数:18
     　豊明16 0562-93-2111  (0562-93-3711) １床当たり床面積:8.11㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児治療回復室入院医療管理料　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)

   12770,001,7 愛知医科大学病院 〒480-1195 一般       853（新回復）第15号          平成26年 5月 1日
     (771,001,2) 長久手市岩作雁又１－１ 精神        47 病床数:18
     　長久手1 0561-62-3311  (0561-62-4866) １床当たり床面積:2.54㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 一類感染症患者入院医療管理料　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)

    1070,033,7 名古屋第二赤十字病院〒466-0814 一般       810（一類）第1号             平成17年 1月 1日
     (071,033,2) 名古屋市昭和区妙見町２－９ 一般（感染） 病棟数:1棟
     　昭和33 052-832-1121  (052-832-1130)              2 病床数:2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 特殊疾患入院医療管理料　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)

    1290,079,4 医療法人明和会　辻村〒448-0001 一般        60（特入）第18号            平成28年11月 1日
     　刈谷79 外科病院 刈谷市井ケ谷町桜島２０－１ 療養        60 病棟種別:一般
     0566-36-5200  (0566-36-5561) 病棟数:1
     病床数:18
     基本料区分:一般入院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2390,109,8 医療法人回精会　北津〒490-1323 精神       292（特入）第20号            平成29年11月 1日
     　稲沢109 島病院 稲沢市平和町嫁振３０７ 病棟種別:一般
     0567-46-3530  (0567-46-5268) 病棟数:1
     病床数:24
     基本料区分:一般入院
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児入院医療管理料１　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)

    1050,024,0 名古屋第一赤十字病院〒453-0046 一般       852（小入１）第10号          平成22年 4月 1日
     (051,024,5) 名古屋市中村区道下町３－３５ 病棟種別：一般
     　中村24 052-481-5111  (052-482-7733) 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：858
     小児入院医療管理病室病床数：
     60床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2070,033,7 名古屋第二赤十字病院〒466-0814 一般       810（小入１）第16号          平成26年 7月 1日
     (071,033,2) 名古屋市昭和区妙見町２－９ 一般（感染） 病棟種別：一般
     　昭和33 052-832-1121  (052-832-1130)              2 年間小児緊急入院患者数：1741
     小児入院医療管理病室病床数：
     36床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3420,060,7 あいち小児保健医療総〒474-0038 一般       200（小入１）第21号          平成29年 6月 1日
     (421,060,2) 合センター 大府市森岡町７－４２６ 病棟種別：一般
     　大府60 0562-43-0500  (0562-43-0502) 病床区分：特定
     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：特定
     小児入院医療管理病室病床数：
     36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：特定
     小児入院医療管理病室病床数：
     36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：特定
     小児入院医療管理病室病床数：
     44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 4月 1日 小児入院医療管理料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)

    4480,016,6 藤田保健衛生大学病院〒470-1101 一般     1,384（小入１）第22号          平成30年 1月 1日
     (481,016,1) 豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８ 精神        51 小児入院医療管理病室病床数：
     　豊明16 0562-93-2111  (0562-93-3711) 58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 4月 1日 小児入院医療管理料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)

    1030,035,1 名古屋市立西部医療セ〒462-8508 一般       500（小入２）第34号          平成26年 5月 1日
     (031,035,6) ンター 名古屋市北区平手町１－１－１ 病棟種別：一般
     　北35 052-991-8121  (052-991-8143) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     44床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2080,240,6 名古屋市立大学病院 〒467-0001 一般       772（小入２）第55号          平成30年 3月 1日
     (081,240,1) 名古屋市瑞穂区瑞穂町川澄１ 精神        28 加減算区分:加算
     　瑞穂240 052-851-5511  (052-858-7124) 病棟種別：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     52床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3100,016,6 名古屋掖済会病院 〒454-0854 一般       602（小入２）第47号          平成28年11月 1日
     (101,016,1) 名古屋市中川区松年町４－６６ 病棟種別：一般
     　中川16 052-652-7711  (052-652-7783) 病床区分：一般
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4120,154,1 大同病院 〒457-0818 一般       394（小入２）第48号          平成28年11月 1日
     (121,154,6) 名古屋市南区白水町９ 結核        10 病棟種別：一般
     　南154 052-611-6261  (052-614-1036) 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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5200,006,6 豊橋市民病院 〒441-8570 一般       780（小入２）第33号          平成26年 4月 1日
     (201,006,1) 豊橋市青竹町八間西５０ 結核        10 病棟種別：一般
     　豊橋6 0532-33-6276  (0532-33-6171) 一般（感染） 病床区分：一般
                 10 小児入院医療管理病室病床数：
     66床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6210,059,3 岡崎市民病院 〒444-0002 一般       715（小入２）第12号          平成22年 6月 1日
     (211,059,8) 岡崎市高隆寺町五所合３－１ 病棟種別：一般
     　岡崎59 0564-21-8111  (0564-66-7691) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     46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 4月 1日 小児入院医療管理料２　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)

    7220,036,9 一宮市立市民病院 〒491-0041 一般       556（小入２）第56号          平成30年 4月 1日
     (221,036,4) 一宮市文京２－２－２２ 結核        18 病棟種別：一般
     　一宮36 0586-71-1911  (0586-71-8540) 一般（感染） 病床区分：一般
                  6 小児入院医療管理病室病床数：
     44床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8230,024,3 公立陶生病院 〒489-0065 一般       602（小入２）第52号          平成29年 4月 1日
     (231,024,8) 瀬戸市西追分町１６０ 結核        25 病棟種別：一般
     　瀬戸24 0561-82-5101  (0561-87-0596) 一般（感染） 届出加算の区分：注２に規定す
                  6 る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9250,081,8 愛知県心身障害者コロ〒480-0392 一般       230（小入２）第31号          平成25年 8月 1日
     (251,081,3) ニー中央病院 春日井市神屋町７１３－８ 精神        65 病棟種別：一般
     　春日井81 0568-88-0811  (0568-88-0828) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     32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：
     35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：
     35床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10290,002,6 医療法人豊田会　刈谷〒448-0852 一般       666（小入２）第53号          平成29年 5月 1日
     (291,002,1) 豊田総合病院 刈谷市住吉町５－１５ 一般（感染） 小児入院医療管理病室病床数：
     　刈谷2 0566-21-2450  (0566-22-2493)              6 28床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11300,023,0 トヨタ記念病院 〒471-0821 一般       513（小入２）第11号          平成22年 6月 1日
     (301,023,5) 豊田市平和町１－１ 病棟種別：一般
     　豊田23 0565-28-0100  (0565-24-7175) 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     30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 小児入院医療管理料２　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)

   12310,010,5 愛知県厚生農業協同組〒446-8602 一般       749（小入２）第29号          平成25年 6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 年間小児緊急入院患者数：1449
     　安城10 0566-75-2111  (0566-74-8455) 小児入院医療管理病室病床数：
     46床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13360,013,8 愛知県厚生農業協同組〒483-8704 一般       630（小入２）第25号          平成25年 4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
     　江南13 0587-51-3333  (0587-51-3300) 病棟種別：一般
     年間小児緊急入院患者数：891
     小児入院医療管理病室病床数：
     51床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14770,001,7 愛知医科大学病院 〒480-1195 一般       853（小入２）第37号          平成26年 5月 1日
     (771,001,2) 長久手市岩作雁又１－１ 精神        47 小児入院医療管理病室病床数：
     　長久手1 0561-62-3311  (0561-62-4866) 35床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15990,011,0 名古屋大学医学部附属〒466-0065 一般       985（小入２）第50号          平成29年 2月 1日
     (991,011,5) 病院 名古屋市昭和区鶴舞町６５ 精神        50 病棟種別：一般
     　昭和11 052-741-2111  (052-744-2880) 年間小児緊急入院患者数：105
     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
     病棟種別：一般
     年間小児緊急入院患者数：588
     小児入院医療管理病室病床数：
     24床
     病棟種別：一般
     年間小児緊急入院患者数：621
     小児入院医療管理病室病床数：
     37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

[富山県]

平成30年 4月 1日 脳卒中ケアユニット入院医療管理料　医科］ 平成30年 6月 1日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101,1566,7 富山県済生会富山病院〒931-8533 一般       250（脳卒中ケア）第1号       平成28年10月 1日
     (01,3266,8) 富山市楠木３３番１ 当該治療室の病床数:6床
     076-437-1111  (076-437-1122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児特定集中治療室管理料２　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 （新２）第1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 当該治療室の病床数:3
     0766-21-3930  (0766-24-9509) １床当たり床面積:28.29㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 総合周産期特定集中治療室管理料　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（周）第1号               平成30年 2月 1日
     (01,3089,4) 富山市西長江２丁目２番７８号 結核        16 総合周産期特定集中治療室管理
     076-424-1531  (076-422-0667) 精神        50 料１
     一般（感染） 当該治療室の病床数:6
                  2 １床当たり床面積:26.94㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:9
     １床当たり床面積:22.48㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    280,1003,5 国立大学法人富山大学〒930-0194 一般       569（周）第2号               平成30年 1月 1日
     (80,3003,9) 附属病院 富山市杉谷２６３０ 精神        43 総合周産期特定集中治療室管理
     076-434-2281  (076-434-5117) 料１
     当該治療室の病床数:3
     １床当たり床面積:20.47㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:12
     １床当たり床面積:13.48㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児治療回復室入院医療管理料　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)

    180,1003,5 国立大学法人富山大学〒930-0194 一般       569（新回復）第1号           平成29年10月 1日
     (80,3003,9) 附属病院 富山市杉谷２６３０ 精神        43 病床数:10
     076-434-2281  (076-434-5117) １床当たり床面積:6.72㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児入院医療管理料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)

    101,1002,3 富山県立中央病院 〒930-8550 一般       665（小入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 病棟種別：一般
     076-424-1531  (076-422-0667) 精神        50 病床区分：一般
     一般（感染） 小児入院医療管理病室病床数：
                  2 48床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    280,1003,5 国立大学法人富山大学〒930-0194 一般       569（小入２）第2号           平成29年10月 1日
     (80,3003,9) 附属病院 富山市杉谷２６３０ 精神        43 病棟種別：一般
     076-434-2281  (076-434-5117) 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：158
     小児入院医療管理病室病床数：
     28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

[石川県]

平成30年 4月 1日 脳卒中ケアユニット入院医療管理料　医科］ 平成30年 6月 1日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    113,1140,5 医療法人社団　浅ノ川〒921-8841 一般        60（脳卒中ケア）第3号       平成26年 8月 1日
     　金沢脳神経外科病院野々市市郷町２６２番地２ 療養       160 当該治療室の病床数:9床
     076-246-5600  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児特定集中治療室管理料１　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)

    114,1036,3 金沢医科大学病院 〒920-0265 一般       799（新１）第4号             平成26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 当該治療室の病床数:6
     076-286-3511  １床当たり床面積:12.2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児特定集中治療室管理料２　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)

    180,1001,8 独立行政法人国立病院〒920-0939 一般       512（新２）第3号             平成28年 9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 当該治療室の病床数:6
     ー 076-262-4161  １床当たり床面積:10.87㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 総合周産期特定集中治療室管理料　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)

    101,1378,6 石川県立中央病院 〒920-8201 一般       630（周）第7号               平成26年10月 1日
     (01,3151,1) 金沢市鞍月東２丁目１番地 総合周産期特定集中治療室管理
     076-237-8211  料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:18.2㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:12
     １床当たり床面積:8.2㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    280,1009,1 国立大学法人　金沢大〒920-8641 一般       792（周）第11号              平成29年11月 1日
     (80,3006,1) 学附属病院 金沢市宝町１３番１号 精神        46 総合周産期特定集中治療室管理
     076-265-2000  料１
     当該治療室の病床数:3
     １床当たり床面積:15.6㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:14.1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児治療回復室入院医療管理料　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)

    114,1036,3 金沢医科大学病院 〒920-0265 一般       799（新回復）第3号           平成24年 6月 1日
     (14,3014,4) 河北郡内灘町大学１丁目１番地 精神        36 病床数:7
     076-286-3511  １床当たり床面積:10.63㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    280,1001,8 独立行政法人国立病院〒920-0939 一般       512（新回復）第4号           平成28年 9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 病床数:6
     ー 076-262-4161  １床当たり床面積:6.7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    380,1009,1 国立大学法人　金沢大〒920-8641 一般       792（新回復）第2号           平成22年10月 1日
     (80,3006,1) 学附属病院 金沢市宝町１３番１号 精神        46 病床数:12
     076-265-2000  １床当たり床面積:3.9㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児入院医療管理料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)

    101,1378,6 石川県立中央病院 〒920-8201 一般       630（小入２）第8号           平成25年 8月 1日
     (01,3151,1) 金沢市鞍月東２丁目１番地 病棟種別：一般
     076-237-8211  病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：535
     小児入院医療管理病室病床数：
     28床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    214,1036,3 金沢医科大学病院 〒920-0265 一般       799（小入２）第6号           平成24年 6月 1日
     (14,3014,4) 河北郡内灘町大学１丁目１番地 精神        36 病棟種別：一般
     076-286-3511  小児入院医療管理病室病床数：
     37床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    380,1009,1 国立大学法人　金沢大〒920-8641 一般       792（小入２）第12号          平成28年11月 1日
     (80,3006,1) 学附属病院 金沢市宝町１３番１号 精神        46 小児入院医療管理病室病床数：
     076-265-2000  29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

[岐阜県]

平成30年 4月 1日 新生児特定集中治療室管理料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)

    111,0156,0 岐阜県立多治見病院 〒507-8522 一般 （新１）第8号             平成28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:9
     0572-22-5311  (0572-25-1246) 一般 １床当たり床面積:7.38㎡
     　　感染     6
     精神
     　　精神    46
     結核        13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    221,0082,7 大垣市民病院 〒503-8502 一般 （新１）第3号             平成26年 9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:9
     0584(81)3341  一般 １床当たり床面積:10.5㎡
     　　感染     6
     結核        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

[岐阜県]

平成30年 4月 1日 新生児特定集中治療室管理料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)

    198,0644,2 国立大学法人岐阜大学〒501-1193 一般       577（新２）第1号             平成26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 当該治療室の病床数:6
     058(230)6000  １床当たり床面積:13.71㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    299,0006,2 独立行政法人国立病院〒502-0071 一般       398（新２）第4号             平成30年 1月 1日
     岐医6 機構長良医療センター岐阜市長良１３００－７ 結核        30 当該治療室の病床数:6
     058(232)7574  (295-0077) １床当たり床面積:9.17㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 総合周産期特定集中治療室管理料　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（周）第3号               平成26年 7月 1日
     岐医1143 ー 岐阜市野一色４－６－１ 総合周産期特定集中治療室管理
     058-246-1111  料２
     当該治療室の病床数:12
     １床当たり床面積:9.36㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:17.1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児治療回復室入院医療管理料　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)

    121,0082,7 大垣市民病院 〒503-8502 一般 （新回復）第1号           平成23年 6月 1日
     垣医82 大垣市南頬町４－８６ 　　一般   788 病床数:12
     0584(81)3341  一般 １床当たり床面積:5.5㎡
     　　感染     6
     結核        40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    298,0644,2 国立大学法人岐阜大学〒501-1193 一般       577（新回復）第3号           平成24年 5月 1日
     岐特医4 医学部附属病院 岐阜市柳戸１－１ 精神        37 病床数:6
     058(230)6000  １床当たり床面積:12.31㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    399,0006,2 独立行政法人国立病院〒502-0071 一般       398（新回復）第5号           平成27年 6月 1日
     岐医6 機構長良医療センター岐阜市長良１３００－７ 結核        30 病床数:12
     058(232)7574  (295-0077) １床当たり床面積:9.84㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 一類感染症患者入院医療管理料　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)

    101,0255,1 岐阜赤十字病院 〒502-0844 一般       300（一類）第1号             平成19年 8月 1日
     岐医255 岐阜市岩倉町３－３６ 一般（感染） 病棟種別:一般（感染）
     058(231)2266  (058(233)7772)              8 病床区分:感染
     精神    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

[岐阜県]

平成30年 4月 1日 小児入院医療管理料１　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)

    101,1143,8 岐阜県総合医療センタ〒500-8717 一般       604（小入１）第3号           平成28年 3月 1日
     岐医1143 ー 岐阜市野一色４－６－１ 病棟種別：一般
     058-246-1111  病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：1220
     小児入院医療管理病室病床数：
     14床
     病棟種別：一般
     病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：1220
     小児入院医療管理病室病床数：
     28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 小児入院医療管理料２　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)

    101,0779,0 岐阜市民病院 〒500-8323 一般       559（小入２）第7号           平成27年 8月 1日
     岐特医3 岐阜市鹿島町７－１ 精神        50 病棟種別：一般
     058(251)1101  (058(252)1335)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,1143,8 岐阜県総合医療センタ〒500-8717 一般       604（小入２）第3号           平成25年 5月 1日
     岐医1143 ー 岐阜市野一色４－６－１ 病棟種別：一般
     058-246-1111  病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：1223
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    321,0082,7 大垣市民病院 〒503-8502 一般 （小入２）第8号           平成29年 6月 1日
     垣医82 大垣市南頬町４－８６ 　　一般   788 病棟種別：一般
     0584(81)3341  一般 病床区分：一般
     　　感染     6 小児入院医療管理病室病床数：
     結核        40 54床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    498,0644,2 国立大学法人岐阜大学〒501-1193 一般       577（小入２）第1号           平成23年 5月 1日
     岐特医4 医学部附属病院 岐阜市柳戸１－１ 精神        37 病棟種別：一般
     058(230)6000  病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：229
     小児入院医療管理病室病床数：
     36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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 脳卒中ケアユニット入院医療管理料　医科］ 平成30年 6月 1日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1111,041,2 医療法人社団親和会　〒410-0022 一般       150（脳卒中ケア）第3号       平成30年 4月 1日
     西島病院 沼津市大岡２８３５番地７ 当該治療室の病床数:3床
     0559(22)8235  (0559(22)5114)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 小児特定集中治療室管理料　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)

    1421,078,9 静岡県立こども病院 〒420-8660 一般       243（小集）第1号             平成27年 6月 1日
     (421,019,9) 静岡市葵区漆山８６０番地 精神        36
     054(247)6251  (054(247)6259)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児特定集中治療室管理料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)

    1961,048,8 浜松医科大学医学部附〒431-3192 一般       576（新１）第10号            平成29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 当該治療室の病床数:9
     号 １床当たり床面積:9㎡
     053-435-2604  (053(435)2153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児特定集中治療室管理料２　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)

    1231,009,4 富士市立中央病院 〒417-8567 一般       504（新２）第2号             平成26年 7月 1日
     (231,010,8) 富士市高島町５０番地 一般（感染） 当該治療室の病床数:10
     0545(52)1131  (0545(51)7077)              6 １床当たり床面積:7.5㎡
     結核        10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2416,004,2 静岡済生会総合病院 〒422-8527 一般 （新２）第6号             平成29年 7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:9
     054-280-5001  (054(285)5179) １床当たり床面積:12.3㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3516,005,8 焼津市立総合病院 〒425-8505 一般       471（新２）第5号             平成26年10月 1日
     (516,005,4) 焼津市道原１０００番地 当該治療室の病床数:8
     054(623)3111  (054(624)9103) １床当たり床面積:7.1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4531,055,4 藤枝市立総合病院 〒426-8677 一般       564（新２）第3号             平成29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:6
     054(646)1111  (054-646-1122) １床当たり床面積:9.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5671,006,7 磐田市立総合病院 〒438-8550 一般       498（新２）第1号             平成28年 6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:6
     0538-38-5032  (0538-38-5050) 　　感染     2 １床当たり床面積:31.01㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6711,046,5 浜松医療センター 〒432-8580 一般       600（新２）第7号             平成29年 9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:6
     053-451-2711  (053(452)9217)              6 １床当たり床面積:10.53㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7716,020,5 総合病院聖隷三方原病〒433-8558 一般       810（新２）第4号             平成26年10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:9
     053-439-9050  (053(438)2971) 精神       104 １床当たり床面積:9.96㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 総合周産期特定集中治療室管理料　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)

    1031,014,6 順天堂大学医学部附属〒410-2211 一般       577（周）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 総合周産期特定集中治療室管理
     0559(48)3111  (0559(48)5088) 料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:16.33㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:12
     １床当たり床面積:9.65㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2421,078,9 静岡県立こども病院 〒420-8660 一般       243（周）第8号               平成27年 8月 1日
     (421,019,9) 静岡市葵区漆山８６０番地 精神        36 総合周産期特定集中治療室管理
     054(247)6251  (054(247)6259) 料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:17.78㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:18
     １床当たり床面積:10.86㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3711,086,1 社会福祉法人聖隷福祉〒430-8558 一般       750（周）第6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 総合周産期特定集中治療室管理
     浜松病院 号 料１
     053-474-2232  (053(471)6050) 当該治療室の病床数:15
     １床当たり床面積:16.73㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:21
     １床当たり床面積:9.72㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児治療回復室入院医療管理料　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（新回復）第8号           平成30年 2月 1日
     静岡病院 伊豆の国市長岡１１２９番地 病床数:18
     0559(48)3111  (0559(48)5088) １床当たり床面積:5.07㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2416,004,2 静岡済生会総合病院 〒422-8527 一般 （新回復）第5号           平成23年11月 1日
     (416,004,8) 静岡市駿河区小鹿一丁目１番１号　　一般   521 病床数:11
     054-280-5001  (054(285)5179) １床当たり床面積:4.48㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3516,005,8 焼津市立総合病院 〒425-8505 一般       471（新回復）第2号           平成22年 4月 1日
     (516,005,4) 焼津市道原１０００番地 病床数:6
     054(623)3111  (054(624)9103) １床当たり床面積:5.02㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4711,046,5 浜松医療センター 〒432-8580 一般       600（新回復）第3号           平成22年 4月 1日
     (711,017,2) 浜松市中区富塚町３２８番地 一般（感染） 病床数:6
     053-451-2711  (053(452)9217)              6 １床当たり床面積:8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5961,048,8 浜松医科大学医学部附〒431-3192 一般       576（新回復）第1号           平成29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 病床数:6
     号 １床当たり床面積:7.6㎡
     053-435-2604  (053(435)2153)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 一類感染症患者入院医療管理料　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)

    1421,133,2 静岡市立静岡病院 〒420-8630 一般       500（一類）第2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） 病棟数:1棟
     054(253)3125  (054(252)0010)              6 病床数:2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 小児入院医療管理料１　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)

    1421,078,9 静岡県立こども病院 〒420-8660 一般       243（小入１）第4号           平成30年 1月 1日
     (421,019,9) 静岡市葵区漆山８６０番地 精神        36 病棟種別：一般
     054(247)6251  (054(247)6259) 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：1740
     小児入院医療管理病室病床数：
     30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
     年間小児緊急入院患者数：1551
     小児入院医療管理病室病床数：
     28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
     年間小児緊急入院患者数：1551
     小児入院医療管理病室病床数：
     28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
     年間小児緊急入院患者数：1551
     小児入院医療管理病室病床数：
     25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
     年間小児緊急入院患者数：1551
     小児入院医療管理病室病床数：
     48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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 小児入院医療管理料１　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)

    2711,086,1 社会福祉法人聖隷福祉〒430-8558 一般       750（小入１）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 病棟種別：一般
     浜松病院 号 病床区分：一般
     053-474-2232  (053(471)6050) 年間小児緊急入院患者数：1747
     小児入院医療管理病室病床数：
     36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：
     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

[静岡県]

平成30年 4月 1日 小児入院医療管理料２　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)

    1031,014,6 順天堂大学医学部附属〒410-2211 一般       577（小入２）第8号           平成30年 1月 1日
     静岡病院 伊豆の国市長岡１１２９番地 病棟種別：一般
     0559(48)3111  (0559(48)5088) 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：1240
     小児入院医療管理病室病床数：
     16床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2231,009,4 富士市立中央病院 〒417-8567 一般       504（小入２）第9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） 病棟種別：一般
     0545(52)1131  (0545(51)7077)              6 病床区分：一般
     結核        10 年間小児緊急入院患者数：1065
     小児入院医療管理病室病床数：
     34床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3516,005,8 焼津市立総合病院 〒425-8505 一般       471（小入２）第10号          平成30年 4月 1日
     (516,005,4) 焼津市道原１０００番地 加減算区分:加算
     054(623)3111  (054(624)9103) 病棟種別：一般
     病床区分：一般
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4961,048,8 浜松医科大学医学部附〒431-3192 一般       576（小入２）第5号           平成29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 加減算区分:加算
     号 病棟種別：一般
     053-435-2604  (053(435)2153) 病床区分：一般
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 脳卒中ケアユニット入院医療管理料　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)

    10105759  桑名西医療センター 〒511-0819 一般       234（脳卒中ケア）第1号       平成29年 7月 1日
     桑医575 桑名市大字北別所４１６番地１ 当該治療室の病床数:3床
     0594-22-7111  (0594-24-1506)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20305177  鈴鹿回生病院 〒513-0836 一般       379（脳卒中ケア）第5号       平成29年 9月 1日
     鈴医517 鈴鹿市国府町字保子里１１２番地 当該治療室の病床数:6床
     の１
     0593-75-1212  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30705053  社会福祉法人恩賜財団〒515-8557 一般       430（脳卒中ケア）第3号       平成29年 2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:8床
     0598-51-2626  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    40805507  伊勢赤十字病院 〒516-0008 一般       651（脳卒中ケア）第4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:6床
     0596-28-2171  (0596-28-2965)              4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[三重県]

平成30年 4月 1日 新生児特定集中治療室管理料１　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)

    10215632  三重県立総合医療セン〒510-8561 一般       439（新１）第6号             平成28年 3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:6
     ３２              4 １床当たり床面積:19.79㎡
     059-345-2321  (059-347-3500)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    24000022  国立大学法人三重大学〒514-8507 一般       655（新１）第2号             平成26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 当該治療室の病床数:9
     059-232-1111  １床当たり床面積:14.6㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児特定集中治療室管理料２　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)

    10105791  桑名市総合医療センタ〒511-0061 一般       321（新２）第3号             平成28年 9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:3
     0594-22-1211  (0594-22-9498) １床当たり床面積:7.8㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20705053  社会福祉法人恩賜財団〒515-8557 一般       430（新２）第4号             平成30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:3
     0598-51-2626  １床当たり床面積:7.5㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    30805507  伊勢赤十字病院 〒516-0008 一般       651（新２）第2号             平成28年 8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:9
     0596-28-2171  (0596-28-2965)              4 １床当たり床面積:15.7㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 総合周産期特定集中治療室管理料　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)

    10205047  市立四日市病院 〒510-8567 一般       566（周）第3号               平成26年 8月 1日
     四医504 四日市市芝田二丁目２番３７号 一般（感染） 総合周産期特定集中治療室管理
     0593-54-1111               2 料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:17.7㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料２
     当該治療室の病床数:9
     １床当たり床面積:13.1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    24000022  国立大学法人三重大学〒514-8507 一般       655（周）第5号               平成26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 総合周産期特定集中治療室管理
     059-232-1111  料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:15.1㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    34000030  独立行政法人国立病院〒514-1101 一般       450（周）第2号               平成26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 総合周産期特定集中治療室管理
     ター 059-259-1211  (059-256-2651) 一般（感染） 料２
                  6 当該治療室の病床数:12
     １床当たり床面積:7.05㎡
     総合周産期特定集中治療室管理
     料１
     当該治療室の病床数:6
     １床当たり床面積:16.97㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 新生児治療回復室入院医療管理料　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)

    10205047  市立四日市病院 〒510-8567 一般       566（新回復）第3号           平成25年 6月 1日
     四医504 四日市市芝田二丁目２番３７号 一般（感染） 病床数:12
     0593-54-1111               2 １床当たり床面積:10.4㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20805507  伊勢赤十字病院 〒516-0008 一般       651（新回復）第2号           平成28年 8月 1日
     伊医550 伊勢市船江一丁目４７１番２ 一般（感染） 病床数:6
     0596-28-2171  (0596-28-2965)              4 １床当たり床面積:5.66㎡
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    34000030  独立行政法人国立病院〒514-1101 一般       450（新回復）第1号           平成25年 6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 病床数:18
     ター 059-259-1211  (059-256-2651) 一般（感染） １床当たり床面積:9.7㎡
                  6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 一類感染症患者入院医療管理料　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)

    10805507  伊勢赤十字病院 〒516-0008 一般       651（一類）第1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） 病棟種別:一般
     0596-28-2171  (0596-28-2965)              4 病床区分:一般
     病棟数:1棟
     病床数:2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 小児入院医療管理料２　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)

    10205047  市立四日市病院 〒510-8567 一般       566（小入２）第8号           平成26年 4月 1日
     四医504 四日市市芝田二丁目２番３７号 一般（感染） 病棟種別：一般
     0593-54-1111               2 病床区分：一般
     年間小児緊急入院患者数：517
     小児入院医療管理病室病床数：
     22床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    20215632  三重県立総合医療セン〒510-8561 一般       439（小入２）第6号           平成30年 2月 1日
     四医1563 ター 四日市市大字日永５４５０番地１一般（感染） 病棟種別：一般
     ３２              4 病床区分：一般
     059-345-2321  (059-347-3500) 小児入院医療管理病室病床数：
     28床
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    34000022  国立大学法人三重大学〒514-8507 一般       655（小入２）第9号           平成29年 7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 病棟種別：一般
     059-232-1111  病床区分：一般
     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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    44100020  独立行政法人国立病院〒514-0125 一般       258（小入２）第2号           平成24年 1月 1日
     津医517 機構三重病院 津市大里窪田町３５７ 一般（感染） 病棟種別：一般
     0592-32-2531               2 病床区分：一般
     小児入院医療管理病室病床数：
     60床
     届出加算の区分：注２に規定す
     る加算
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


