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データ提出の実績が認められた保険医療機関のデータ提出加算の取扱いについて

「診療報酬の算定方法」（平成20年厚生労働省告示第59号）第１章第２部第２節入院基本料等加算

に規定する項目のうち、A245データ提出加算については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に

関する手続きの取扱いについて」（平成30年３月５日保医発0305第２号。以下「施設基準通知」とい

において、当該施設基準に係る届出を行うには、厚生労働省保険局医療課よりデータ提出の実う。）

績が認められた保険医療機関として事務連絡（以下「データ提出事務連絡」という。）を受けること

が必要となっている。

今般、別添の保険医療機関あてにデータ提出事務連絡を発出したことから、当該保険医療機関は、

施設基準通知に定める様式40の７「データ提出加算に係る届出書」を届け出ることでA245データ提出

加算の算定が可能となるため、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し、周知を図られたい。



保険医療機関名 住所

医療法人社団恵和会宮の森病院 北海道札幌市中央区宮の森1237番地1

勇気会医療法人北央病院 北海道札幌市厚別区青葉町11丁目2-10

医療法人社団豊武会幌東病院 北海道札幌市白石区本郷通7丁目南4番30号

社会医療法人延山会西成病院 北海道札幌市手稲区曙2条2丁目2番27号

医療法人社団翔嶺館新札幌聖陵ホスピタル 北海道札幌市厚別区厚別東4条2丁目1番30号

医療法人室蘭太平洋病院 北海道室蘭市白鳥台5丁目19番2号

黒澤病院 北海道帯広市大通南4丁目1番地

医療法人社団双心会女満別中央病院 北海道網走郡大空町女満別西4条4丁目1番29号

市立三笠総合病院 北海道三笠市宮本町489番地1

市立美唄病院 北海道美唄市西2条北1丁目1番1号

独立行政法人労働者健康安全機構北海道せき損センター 北海道美唄市東4条南1丁目3-1

社会福祉法人敬仁会青森敬仁会病院 青森県青森市大字久栗坂字山辺89-10

奥州市国民健康保険まごころ病院 岩手県奥州市丹沢南都田字大持40番地

岩手県立大槌病院 岩手県上閉伊郡大槌町小鎚23地割字寺野1番地1

医療法人寶樹会仙塩利府病院 宮城県宮城郡利府町青葉台2丁目2-108

特定医療法人白嶺会仙台整形外科病院 宮城県仙台市若林区伊在三丁目5-3

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター 秋田県大仙市協和上淀川字五百刈田352番地

大湯リハビリ温泉病院 秋田県鹿角市十和田大湯字湯ノ岱16番地2

一般財団法人太田綜合病院附属太田熱海病院 福島県郡山市熱海町熱海五丁目240番地

渡辺病院 福島県相馬郡新地町駒ケ嶺字原92

医療法人誠潤会水戸病院 茨城県水戸市袴塚3-2787-9

医療法人社団健成会軽部病院 茨城県下妻市下妻乙398の1

笠間市立病院 茨城県笠間市南友部1966-1

医療法人清風会ホスピタル坂東 茨城県坂東市沓掛411

医療法人社団桜水会筑波病院 茨城県つくば市大角豆1761

日光市民病院 栃木県日光市清滝安良沢町1752-10

栃木県医師会塩原温泉病院 栃木県那須塩原市塩原1333

伊勢崎福島病院 群馬県伊勢崎市鹿島町556-2

医療法人大和会西毛病院 群馬県富岡市神農原559-1

公益社団法人群馬県医師会群馬リハビリテーション病院 群馬県吾妻郡中之条町大字上沢渡2136

医療法人宏愛会宏愛会第一病院 群馬県太田市六千石町99-63

医療法人社団松弘会三愛病院 埼玉県さいたま市桜区田島4-35-17

医療法人刀水会齋藤記念病院 埼玉県川口市並木4-6-6

医療法人財団明理会新越谷病院 埼玉県越谷市元柳田町6番45号

医療法人財団東京勤労者医療会みさと協立病院 埼玉県三郷市田中新田273-1

医療法人親和会鳳永病院 埼玉県草加市谷塚2-12-15

医療法人社団富家会富家病院 埼玉県ふじみ野市亀久保2197

医療法人社団シャロームシャローム病院 埼玉県東松山市大字松山1496

医療法人俊仁会埼玉よりい病院 埼玉県大里郡寄居町大字用土395番地

千葉県千葉リハビリテーションセンター 千葉県千葉市緑区誉田町1-45-2

医療法人社団誠仁会みはま病院 千葉県千葉市美浜区打瀬1-1-5

医療法人浄光会千葉みなと病院 千葉県千葉市中央区中央港1-29-1

医療法人社団白金会白金整形外科病院 千葉県市原市白金町1-75-1

リハビリテーション病院さらしな 千葉県市原市更級1-5-3

医療法人社団天宣会北柏リハビリ総合病院 千葉県柏市柏下265

医療法人社団鼎会三和病院 千葉県松戸市日暮7-379

聖カタリナ病院 東京都中央区晴海3-7-10

医療法人社団恵信会友仁病院 東京都江東区亀戸2-41-1

医療法人社団成守会はせがわ病院 東京都荒川区東日暮里5-45-7

医療法人社団慈誠会練馬駅リハビリテーション病院 東京都練馬区練馬1-17-1

医療法人社団大坪会東和病院 東京都足立区東和4-7-10

医療法人社団厚友会足立東部病院 東京都足立区梅島2丁目35番16号

社会医療法人社団昭愛会水野記念リハビリテーション病院 東京都足立区西新井5-5-5

医療法人社団大和会平成扇病院 東京都足立区扇3-26-5

社会医療法人社団森山医会東京脳神経センター病院 東京都江戸川区西葛西7-12-7

医療法人社団ＫＮＩ北原リハビリテーション病院 東京都八王子市左入町461

医療法人社団永生会みなみ野病院 東京都八王子市みなみ野5-30-3

医療法人社団順聖会吉方病院 東京都武蔵野市中町2丁目2番4号

多摩平の森の病院 東京都日野市多摩平3-1-17

医療法人社団恵仁会366リハビリテーション病院 東京都府中市住吉町1-34-6

医療法人財団織本病院 東京都清瀬市旭が丘1丁目261番地

医療法人社団雅会山本病院 東京都清瀬市野塩1-328

医療法人社団青泉会下北沢病院 東京都世田谷区北沢2-8-16

社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県済生会東神奈川リハビリテーション病院 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目13番地10

医療法人恵仁会松島病院 神奈川県横浜市西区戸部本町19-11

一般社団法人日本海員掖済会横浜掖済会病院 神奈川県横浜市中区山田町1番地2

医療法人社団健育会湘南慶育病院 神奈川県藤沢市遠藤4360番地

医療法人社団松寿会丘整形外科病院 神奈川県相模原市南区新磯野2丁目7番10号

医療法人杏林会八木病院 神奈川県秦野市本町1-3-1

昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 神奈川県横浜市青葉区藤が丘2-1-1

別 添



保険医療機関名 住所

緑協和病院 神奈川県横浜市青葉区奈良町1802

新潟手の外科研究所病院 新潟県北蒲原郡聖籠町諏訪山997番地

医療法人深川病院 富山県魚津市東尾崎3484番1

医療法人保仁会泉ヶ丘病院 福井県敦賀市中81号岩ヶ鼻1-11

独立行政法人地域医療機能推進機構若狭高浜病院 福井県大飯郡高浜町宮崎第87号14番地2

医療法人弘済会宮川病院 山梨県南アルプス市上今諏訪1750

公益財団法人山梨厚生会塩山市民病院 山梨県甲州市塩山西広門田433-1

城西病院 長野県松本市城西1丁目5番16号

軽井沢町国民健康保険軽井沢病院 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2375番地1

地方独立行政法人長野県立病院機構長野県立阿南病院 長野県下伊那郡阿南町北篠2009番地1

飯綱町立飯綱病院 長野県上水内郡飯綱町大字牟礼2220番地

瀬尾記念慶友病院 静岡県沼津市下香貫島郷2773-1

医療法人社団青虎会フジ虎ノ門整形外科病院 静岡県御殿場市川島田1067-1

医療法人社団八洲会誠和藤枝病院 静岡県藤枝市中ノ合26-1

浜松市リハビリテーション病院 静岡県浜松市中区和合北1丁目6-1

南医療生協かなめ病院 愛知県名古屋市南区天白町1丁目5番地

医療法人並木会並木病院 愛知県名古屋市天白区荒池2-1101

医療法人さわらび会福祉村病院 愛知県豊橋市野依町字山中19番地14

医療法人積善会積善病院 愛知県豊橋市二川町字北裏1-17

医療法人積善会第二積善病院 愛知県豊橋市大岩町字北山6番地110

医療法人陽和会春日井リハビリテーション病院 愛知県春日井市神屋町706番地

医療法人三仁会あさひ病院 愛知県春日井市下原町字村東2090番地

医療法人鳳紀会可知病院 愛知県豊川市国府町桜田15番地の1

医療法人愛知会肛門科胃腸科家田病院 愛知県豊田市畝部西町城ヶ堀11番地1

医療法人成信会さくら病院 愛知県豊田市豊栄町11丁目131番地

豊田若竹病院 愛知県豊田市竹元町荒子15

医療法人北辰会蒲郡厚生館病院 愛知県蒲郡市栄町11番13号

石川病院 愛知県知多郡武豊町字ヒジリ田23番地

医療法人博仁会村瀬病院 三重県鈴鹿市神戸3丁目12-10

医療法人全心会伊勢慶友病院 三重県伊勢市常磐2丁目7番28号

恩賜財団済生会明和病院 三重県多気郡明和町大字上野435

玉城町国民健康保険玉城病院 三重県度会郡玉城町佐田881番地

医療法人華頂会琵琶湖養育院病院 滋賀県大津市大萱七丁目7番2号

医療法人敬愛会東近江敬愛病院 滋賀県東近江市八日市東本町8番16号

京都博愛会病院 京都府京都市北区上賀茂ケシ山1番地

医療法人社団行陵会京都近衛リハビリテーション病院 京都府京都市左京区吉田近衛町26番地

医療法人清水会京都リハビリテーション病院 京都府京都市伏見区深草越後屋敷町17

医療法人毅峰会青樹会病院 大阪府寝屋川市緑町47-7

医療法人京優会北摂三木病院 大阪府吹田市岸部中4丁目25番6号

社会医療法人きつこう会多根記念眼科病院 大阪府大阪市西区境川1丁目1番39号

医療法人越宗会越宗整形外科病院 大阪府大阪市住吉区住吉2丁目9-109

医療法人健友会帝塚山リハビリテーション病院 大阪府阿倍野区阪南町5丁目15番5号

医療法人昌円会高村病院 大阪府羽曳野市恵我之荘3丁目1番3号

医療法人恵仁会田中病院 大阪府茨木市東奈良3丁目16-31

医療法人有光会サトウ病院 大阪府大阪市城東区東中浜1-2-23

牧整形外科病院 大阪府大阪市城東区関目6丁目15-30

医療法人功徳会泉南泉南大阪晴愛病院 大阪府泉南市中小路2丁目1860-1

社会医療法人協和会北大阪病院 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目7番17号

医療法人交詢医会大阪リハビリテーション病院 大阪府阪南市自然田940

医療法人尚和会宝塚リハビリテーション病院 兵庫県宝塚市鶴の荘22番2号

さんだリハビリテーション病院 兵庫県三田市富士が丘5丁目16番1

八木病院 兵庫県南あわじ市八木寺内1147番地

医療法人伯鳳会明石リハビリテーション病院 兵庫県明石市二見町西二見685番地の3

医療法人社団松本会松本病院 兵庫県加古川市加古川町粟津232番地の1

医療法人社団一功会フェニックス加古川記念病院 兵庫県加古川市米田町平津384-1

國富胃腸病院 兵庫県姫路市青山3丁目33番1号

公立豊岡病院組合立豊岡病院日高医療センター 兵庫県豊岡市日高町岩中81

原泌尿器科病院 兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目7番17号

平成まほろば病院 奈良県橿原市四分町82-1

高山病院 和歌山県和歌山市小雑賀3丁目1-11

錦海リハビリテーション病院 鳥取県米子市錦海町3-4-5

社会医療法人仁厚会米子東病院 鳥取県米子市淀江町佐陀2169

医療法人社団昌平会大山リハビリテーション病院 鳥取県西伯郡伯耆町大原927番地1

社会医療法人鴻仁会岡山中央奉還町病院 岡山県岡山市北区奉還町2丁目18-19

社会医療法人水和会倉敷リハビリテーション病院 岡山県倉敷市笹沖21

医療法人三渓会川堀病院 広島県広島市南区松川町3番8号

医療法人社団光仁会梶川病院 広島県広島市西区天満町8番7号

医療法人長久堂野村病院 広島県広島市安佐北区可部南四丁目17番30号

日立造船健康保険組合因島総合病院 広島県尾道市因島土生町2561番地

医療法人健応会福山リハビリテーション病院 広島県福山市明神町二丁目15番41号

医療法人社団知仁会メープルヒル病院 広島県大竹市玖波五丁目2番1号

医療法人社団葵会八本松病院 広島県東広島市八本松東三丁目9番30号

西条中央病院 広島県東広島市西条昭和町12番40号



保険医療機関名 住所

医療法人あかね会阿品土谷病院 広島県廿日市市阿品4丁目51番1号

社会医療法人清風会廿日市記念病院 広島県廿日市市陽光台5丁目12番

下関リハビリテーション病院 山口県下関市今浦町9番6号

医療法人社団生和会周南リハビリテーション病院 山口県周南市大字湯野4278番地1

医療法人社団生和会徳山リハビリテーション病院 山口県周南市大字徳山626番地

光市立大和総合病院 山口県光市大字岩田974番地

医療法人いちえ会伊月病院 徳島県徳島市徳島町2丁目54番地

松永病院 徳島県徳島市南庄町4丁目63番地1

医療法人高川会虹の橋病院 徳島県徳島市中島田町3丁目60番地1

鴨島病院 徳島県吉野川市鴨島町内原432

医療法人仁寿会吉田病院 香川県丸亀市宗古町5番地

医療法人社団聖心会阪本病院 香川県東かがわ市川東103-1

医療法人グランセル佐藤実病院 愛媛県松山市本町6丁目3番地1

医療法人朝陽会美須賀病院 愛媛県今治市黄金町3丁目4番地8

医療法人仁栄会島津病院 高知県高知市比島町4丁目6番22号

医療法人恕泉会リハビリテーション病院すこやかな杜 高知県高知市春野町芳原字北東原1316番地1

医療法人同仁会同仁病院 高知県香美市土佐山田町百石町2-5-20

社会医療法人財団池友会香椎丘リハビリテーション病院 福岡県福岡市東区下原2丁目24番36号

八木病院 福岡県福岡市東区馬出2丁目21-25

武田病院 福岡県福岡市城南区別府4-5-8

医療法人文佑会原病院 福岡県大野城市白木原5丁目1番15号

社会医療法人雪の聖母会聖マリアヘルスケアセンター 福岡県久留米市津福本町448番5

医療法人ふらて会西野病院 福岡県北九州市八幡東区山路松尾町13-27

医療法人森和会行橋中央病院 福岡県行橋市西宮市五丁目5番42号

北九州小倉病院 福岡県北九州市小倉北区上富野3丁目19-1

西田病院 佐賀県伊万里市山代町楠久890番地2

医療法人社団博文会小栁記念病院 佐賀県佐賀市諸富町大字諸富津230番地2

医療法人社団啓祐会神埼病院 佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里2216-1

医療法人佐世保同仁会サン・レモリハビリ病院 長崎県佐世保市江上町4848-1

医療法人慧明会貞松病院 長崎県大村市東本町537

長崎県富江病院 長崎県五島市富江町狩立499番地

長崎県病院企業団長崎県上対馬病院 長崎県対馬市上対馬町比田勝630番地

医療法人財団聖十字会聖ヶ塔病院 熊本県熊本市西区河内町船津897番地

医療法人成仁会くまもと成仁病院 熊本県熊本市東区戸島2丁目3番15号

医療法人山部会上代成城病院 熊本県熊本市西区上代2丁目2-25

医療法人芝蘭会今村病院 大分県大分市大手町3丁目2番29号

医療法人八宏会有田胃腸病院 大分県大分市牧1丁目2番6号

医療法人光心会諏訪の杜病院 大分県大分市大字津守888番地の6

医療法人善昭会オアシス第一病院 大分県大分市東鶴崎3丁目3番19号

医療法人三和会池田病院 宮崎県小林市真方27番地1

社会医療法人愛仁会植村病院 鹿児島県鹿児島市伊敷2丁目1番2号

成人病院 鹿児島県鹿児島市上荒田町16-30

健翔会病院 鹿児島県鹿児島市東郡元町5番10号

医療法人慈風会厚地リハビリテーション病院 鹿児島県鹿児島市照国町13-37

医療法人財団浩誠会霧島杉安病院 鹿児島県霧島市霧島田口2143番地

医療法人沖縄徳洲会石垣島徳洲会病院 沖縄県石垣市大浜字南大浜446-1

医療法人おもと会大浜第二病院 沖縄県豊見城市字渡嘉敷150番地


