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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

社会医療法人秀眸会大塚眼科病院 北海道札幌市北区北16条西4丁目2番17号

北海道医療大学病院 北海道　札幌市北区あいの里2条5丁目

医療法人社団札幌朗愛会札幌朗愛会病院 北海道　札幌市豊平区月寒西1条10丁目3番30号

恵仁会佐々木内科病院 北海道　札幌市豊平区美園7条8丁目6-20

晴生会さっぽろ南病院 北海道　札幌市南区川沿十四条一丁目5番1号

医療法人同仁会函館記念病院 北海道　函館市亀田本町36番1号

医療法人社団玄心会吉田眼科病院 北海道　函館市本通2丁目31-8

医療法人社団立青会なるかわ病院 北海道　亀田郡七飯町鳴川4丁目325番1

今金町国保病院 北海道　瀬棚郡今金町字今金17番地の2

医療法人社団千寿会三愛病院 北海道　登別市中登別町24番地12

白老町立国民健康保険病院 北海道　白老郡白老町日の出町3丁目1番1号

公益財団法人北海道医療団帯広西病院 北海道　帯広市西23条南1丁目129番地

公益財団法人北海道医療団音更病院 北海道　河東郡音更町緑陽台南区2番地6

医療法人社団朗愛会こが病院 北海道　網走市字潮見153番地1

医療法人縁紡会遠軽共立病院 北海道　紋別郡遠軽町大通北1丁目3番地

岩見沢明日佳病院 北海道　岩見沢市志文町297番地13

医療法人泰仁会十和田第一病院 青森県　十和田市東三番町10-70

一部事務組合下北医療センター国民健康保険大間病院 青森県　下北郡大間町大字大間字大間平20番地78

医療法人謙和会荻野病院 岩手県　盛岡市本宮一丁目6番12号

社団医療法人西城病院 岩手県　一関市八幡町2-43

町立西和賀さわうち病院 岩手県　和賀郡西和賀町沢内字大野13地割3番地12

洋野町国民健康保険種市病院 岩手県　九戸郡洋野町種市第23地割27番地2

医療法人松涛会南浜中央病院 宮城県　岩沼市寺島字北新田111番地

丸森町国民健康保険丸森病院 宮城県　伊具郡丸森町字鳥屋27番地

早坂愛生会病院 宮城県　仙台市青葉区川内澱橋通38

医療法人翠十字杜都千愛病院 宮城県　仙台市太白区茂庭字人来田西8-13

泌尿器科泉中央病院 宮城県　仙台市泉区上谷刈4丁目16-14

医療法人杏山会吉川記念病院 山形県　長井市成田1888-1

川西湖山病院 山形県　東置賜郡川西町大字下奥田字穴澤平3796番地20号

医療法人明治病院 福島県　福島市北町2番40号

福島県立宮下病院 福島県　大沼郡三島町大字宮下字水尻1150

医療法人小沢眼科内科病院 茨城県　水戸市吉沢町246番地6

医療法人ここの実会嶋崎病院 茨城県　日立市会瀬町3-23-1

医療法人慈厚会野上病院 茨城県　土浦市東崎町6-8

医療法人社団筑三会筑波胃腸病院 茨城県　つくば市高見原一丁目二番39

医療法人すこやかひたちなか母と子の病院 茨城県　ひたちなか市青葉町19-7

比企病院 栃木県　宇都宮市一番町2番11号

高野病院 栃木県　那須郡那珂川町馬頭2068

東前橋整形外科病院 群馬県　前橋市西大室町1302-2

医療法人社団明日佳埼玉あすか松伏病院 埼玉県　北葛飾郡松伏町松伏1263番地5

医療法人泰一会和光リハビリテーション病院 埼玉県　和光市中央2丁目6番75号

恵愛病院 埼玉県　富士見市針ケ谷526-1

医療法人上武病院 埼玉県本庄市小島5-6-1

医療法人社団吉祥会加藤病院 千葉県　木更津市高柳2-12-31

医療法人聖峰会岡田病院 千葉県　柏市末広町2-10

医療法人社団曙会流山中央病院附属泉リハビリテーション病院 千葉県　流山市おおたかの森北3-23-12

医療法人社団樹徳会佐倉整形外科病院 千葉県　佐倉市大崎台4-3-5

東京歯科大学水道橋病院 東京都　千代田区神田三崎町2-9-18

日本歯科大学附属病院 東京都　千代田区富士見2-3-16

医療法人社団同善会同善病院 東京都　台東区三ノ輪2-7-5

医療法人社団おきの会旗の台病院 東京都　品川区旗の台5丁目17番16号

医療法人社団オリンピア会オリンピア眼科病院 東京都　渋谷区神宮前2-18-12

医療法人社団徳静会横畠病院 東京都中野区新井一丁目38番6号

医療法人社団山斗会山中病院 東京都杉並区南荻窪1丁目5番15

医療法人社団雙和会原整形外科病院 東京都　豊島区西池袋3丁目36番23号

医療法人社団慈誠会慈誠会記念病院 東京都　板橋区西台3-11-3

医療法人社団清和昌綾会飯沼病院 東京都　板橋区常盤台2丁目33番15号

二本松眼科病院 東京都　江戸川区平井4-10-7

医療法人社団米山産婦人科病院 東京都八王子市新町2-12

医療法人社団小松会聖パウロ病院 東京都　八王子市小比企町1710番地

医療法人社団長尽会長久保病院 東京都　国立市谷保6907番地の1

医療法人社団實理会東京国際大堀病院 東京都　三鷹市下連雀四丁目8番40号

社会福祉法人多摩済生医療団多摩済生病院 東京都　小平市美園町3丁目11番1号

医療法人社団山本・前田記念会前田病院 東京都　東久留米市中央町5-13-34

医療法人社団レニア会篠宮正明記念アルテミスウイメンズホスピタル 東京都　東久留米市中央町1丁目1番20号

医療法人研水会平塚病院 神奈川県　平塚市出縄476番地

医療法人直源会相模原南病院 神奈川県　相模原市南区大野台7-10-7

医療法人社団昌栄会相模大野病院 神奈川県　相模原市南区相模大野7-8-16

医療法人社団晃友会晃友脳神経外科眼科病院 神奈川県　相模原市緑区大島1605-1

医療法人仁厚会仁厚会病院 神奈川県　厚木市中町3丁目8番11号

日本歯科大学医科病院 新潟県　新潟市中央区浜浦町1丁目8番地

富山市立富山まちなか病院 富山県　富山市鹿島町二丁目2番29号

医療法人社団博洋会藤井脳神経外科病院 石川県　金沢市古府1丁目150

医療法人社団和宏会敬愛病院 石川県　金沢市兼六元町14番21号

別 添



保険医療機関名 住所

斎藤病院 福井県　鯖江市中野町6-1-1

医療法人社団青虎会ツル虎ノ門外科・リハビリテーション病院 山梨県　都留市四日市場188

栗田病院 長野県　長野市栗田695

医療法人慈恵会吉田病院 長野県長野市吉田2丁目1番26号

医療法人和心会松南病院 長野県　松本市笹部3丁目13番29号

上田市立産婦人科病院 長野県　上田市緑が丘1-27-32

松本歯科大学病院 長野県塩尻市広丘郷原1780

医療法人社団八洲会はいなん吉田病院 静岡県　榛原郡吉田町神戸2571番地の6

医療法人社団八洲会袋井みつかわ病院 静岡県　袋井市友永1111番地

新都市病院 静岡県　磐田市中泉703

医療法人吉田病院 愛知県　名古屋市千種区大久手町5-19

医療法人双葉会藤田病院 愛知県　半田市泉町111番地の18

医療法人桃源堂後藤病院 愛知県　豊川市桜木通4丁目10-2

小牧第一病院 愛知県　小牧市中央5丁目39番地

医療法人玉光会豊明栄病院 愛知県　豊明市栄町大根1-395

白子ウィメンズホスピタル 三重県　鈴鹿市南江島町9-15

医療法人森川病院 三重県　伊賀市上野忍町2516-7

第一病院 三重県　北牟婁郡紀北町上里225番地8

肢体不自由児・重症心身障害児施設聖ヨゼフ医療福祉センター 京都府　京都市北区北野東紅梅町6番地1

医療法人社団親和会京都木原病院 京都府　京都市南区東寺東門前町25

医療法人栄仁会宇治おうばく病院 京都府　宇治市五ケ庄三番割32-1

医療法人良秀会泉北藤井病院 大阪府　堺市南区泉田中3100-19

医療法人健栄会三康病院 大阪府　高槻市野見町3-6

医療法人野中会東成病院 大阪府　大阪市東成区大今里西2-7-17

医療法人財団恵友会内藤病院 大阪府　大阪市東成区深江南2-7-23

医療法人博愛会博愛城北病院 大阪府　大阪市旭区生江3丁目11番11号

医療法人ラポール会青山藤ヶ丘病院 大阪府　藤井寺市藤ヶ丘3-13-16

医療法人良秀会泉南藤井病院 大阪府　泉佐野市上瓦屋14-7

医療法人愛賛会浜田病院 大阪府　大阪市平野区瓜破1丁目6番9号

大阪歯科大学附属病院 大阪府大阪市中央区大手前1丁目5番17号

医療法人純徳会田中病院 兵庫県尼崎市武庫川町2丁目2番地

尾﨑病院 兵庫県　佐用郡佐用町上三河141-4

医療法人社団直太会母と子の上田病院 兵庫県神戸市中央区国香通1丁目1番4号

神戸市立神戸アイセンター病院 兵庫県　神戸市中央区港島南町2丁目1-8

医療法人社団石洲会石洲会病院 奈良県　奈良市四条大路1丁目9番4号

医療法人浜病院 和歌山県　和歌山市吹上2丁目4番7号

医療法人福慈会福外科病院 和歌山県　和歌山市和歌浦東3丁目5番31号

石本病院 和歌山県　海南市船尾365番地

医療法人喜望会笠松病院 和歌山県　海南市船尾196番地

社会医療法人明和会医療福祉センター渡辺病院 鳥取県　鳥取市東町3丁目307番地

医療法人社団明和会ペリネイト母と子の病院 岡山県　岡山市中区倉益203-1

医療法人村上会福山回生病院 広島県　福山市引野町5丁目9番21号

医療法人社団泉仁会宇部第一病院 山口県　宇部市大字木田字中山田40番地20

医療法人仁心会宇部仁心会病院 山口県　宇部市寿町三丁目2番26号

医療法人米沢記念桑陽病院 山口県　防府市車塚町3-20

医療法人新生会いしい記念病院 山口県　岩国市多田3丁目102-1

医療法人光風会岩国中央病院 山口県　岩国市今津町4-15-3

医療法人社団仁樹会オサカ病院 香川県　高松市香川町浅野272番地

医療法人社団真弘会谷病院 香川県　善通寺市原田町字下五条1190番地1

医療法人結和会松山西病院 愛媛県　松山市富久町360-1

松山協和病院 愛媛県　松山市立花五丁目1番53号

医療法人勤有会きら病院 愛媛県　今治市北宝来町1丁目3の5

松風病院 愛媛県　四国中央市土居町入野970番地

医療法人薫風会毛山病院 高知県　高知市知寄町1丁目2番2号

医療法人芳公会香長中央病院 高知県　香美市土佐山田町西本町5丁目5番34号

医療法人済世会河野粕屋病院 福岡県　糟屋郡宇美町神武原6-1-1

医療法人社団福光会福田眼科病院 福岡県　福岡市早良区藤崎1丁目24番1号

医療法人清友会植田病院 福岡県筑後市大字西牟田6359-3

医療法人福岡桜十字花畑病院 福岡県　久留米市西町914

医療法人新光園鞍手共立病院 福岡県　宮若市龍徳554番地

医療法人社団尚龢会エンゼル病院 福岡県　北九州市八幡西区友田1丁目11-1

医療法人財団つばさ行橋厚生病院 福岡県　行橋市大字大野井640

医療法人碧水会門司田野浦病院 福岡県　北九州市門司区大字田野浦1018-1

南ヶ丘病院 福岡県　北九州小倉北区今町3丁目13番1号

医療法人佐世保晩翠会村上病院 長崎県　佐世保市早岐1丁目6番22号

菊池中央病院 熊本県　菊池市隈府494番地

医療法人博光会塚川第一病院 大分県　大分市東春日町5番25号

医療法人至誠会城谷病院 大分県　日田市元町16番22号

渡町台外科病院 大分県　佐伯市長島町3-13-12

医療法人興生会押川病院 宮崎県　小林市野尻町東麓1082-1

坂田病院 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8108番地

椎葉村国民健康保険病院 宮崎県　東臼杵郡椎葉村大字下福良1747番地5

医療法人浩洋会田中病院 宮崎県　東臼杵郡門川町宮ヶ原4丁目80番地

美郷町国民健康保険西郷病院 宮崎県　東臼杵郡美郷町西郷田代29番地

日之影町国民健康保険病院 宮崎県　西臼杵郡日之影町大字七折9074-3

医療法人聖成会産婦人科柿木病院 鹿児島県　鹿児島市加治屋町15番3号



保険医療機関名 住所

吉田記念病院 鹿児島県　鹿児島市本名町470番地

医療法人英幸会鹿屋ひ尿器科 鹿児島県　鹿屋市新川町132番地4

医療法人仁心会松下病院 鹿児島県　霧島市隼人町真孝998番地

医療法人徳洲会笠利病院 鹿児島県　奄美市笠利町大字中金久120番地

医療法人碩済会フィオーレ第一病院 鹿児島県　姶良市加治木町本町307-1

糸数病院 沖縄県　那覇市泊1丁目28番地1

医療法人心和会潮平病院 沖縄県　沖縄市胡屋1丁17番1号

医療法人へいあん平安病院 沖縄県　浦添市字経塚346番地

医療法人社団福和会ウェルネス西崎病院 沖縄県　糸満市字糸満2041番地の5

医療法人仁誠会名嘉病院 沖縄県　中頭郡嘉手納町字嘉手納258番地

医療法人フェニックス博愛病院 沖縄県　島尻郡南風原町新川485-1


