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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
う。） 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

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。

別

保険医療機関名
医療法人社団正心会岡本病院
医療法人渓仁会札幌西円山病院
医療法人社団明日佳札幌明日佳病院
医療法人社団札幌外科記念病院
医療法人桑園中央病院
札幌東和病院
医療法人育愛会札幌東豊病院
医療法人重仁会大谷地病院
北海道医療生活協同組合札幌緑愛病院
医療法人五輪橋整形外科病院
医療法人新札幌整形外科病院
医療法人社団北樹会病院
医療法人菊郷会札幌センチュリー病院
仁楡会病院
医療法人札幌平岡病院
医療法人福和会札幌立花病院
医療法人知仁会八木整形外科病院
医療法人札幌宮の沢病院
医療法人札幌緑誠病院
札幌田中病院
医療法人中山会新札幌パウロ病院
特定医療法人平成会平成会病院
医療法人菊郷会愛育病院
医療法人英生会野幌病院
医療法人友愛会友愛記念病院
医療法人社団いずみ会北星病院
医療法人社団豊友会千歳豊友会病院
特定医療法人富田病院
秋山記念病院
医療法人社団整形外科進藤病院
医療法人社団はらだ病院
旭川リハビリテーション病院
医療法人中島病院
医療法人社団杏仁会大雪病院
社会医療法人慈恵会聖ヶ丘病院
社会福祉法人北海道社会事業協会洞爺病院
社会医療法人孝仁会星が浦病院
医療法人社団高翔会北星記念病院
町立長沼病院
独立行政法人国立病院機構八雲病院
医療法人芙蓉会芙蓉会病院
医療法人謙昌会総合リハビリ美保野病院
一般財団法人双仁会黒石厚生病院
医療法人白生会胃腸病院
宮古第一病院
岩手県立遠野病院
岩手県立高田病院
奥州市総合水沢病院
いわてリハビリテーションセンター
岩手県立山田病院
岩手県立一戸病院
石巻市立病院
大泉記念病院
栗原市立若柳病院
大崎市民病院岩出山分院
大崎市民病院鳴子温泉分院
古川星陵病院
医療法人盟陽会富谷中央病院
医療法人社団脳健会仙台リハビリテーション病院
医療法人仁泉会川崎こころ病院
平成眼科病院
仙台東脳神経外科病院
医療法人社団杏仁会河原町病院
医療法人泉整形外科病院
社会医療法人明和会中通リハビリテーション病院
外旭川病院
大館市立扇田病院
由利本荘医師会病院
医療法人仁政会杉山病院
医療法人双山会森岳温泉病院
三友堂リハビリテーションセンター
鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院
医療法人篠田好生会天童温泉篠田病院
医療法人社団敬愛会福島西部病院

住所
北海道札幌市中央区北7条西26丁目3番1号
北海道札幌市中央区円山西町4丁目7-25
北海道札幌市中央区宮の森1条17丁目1番25号
北海道札幌市中央区南23条西15丁目1-30
北海道札幌市中央区北8条西16丁目28番35
北海道札幌市東区北30条東18丁目8番1号
北海道札幌市東区北17条東15丁目3番1号
北海道札幌市厚別区大谷地東5丁目7番10号
北海道札幌市清田区北野1条1丁目6-30
北海道札幌市南区川沿2条1丁目2番56号
北海道札幌市厚別区厚別南2丁目2-32
北海道札幌市豊平区月寒西5条8丁目4番32号
北海道札幌市白石区菊水元町5条3丁目5-10
北海道札幌市南区澄川2条1丁目3-8
北海道札幌市清田区平岡2条1丁目15番20号
北海道札幌市手稲区曙11条2丁目3番12号
北海道札幌市西区西野3条5丁目1番35号
北海道札幌市手稲区西宮の沢1条4丁目14番35号
北海道札幌市手稲区西宮の沢4条4丁目18番11号
北海道札幌市手稲区西宮の沢4条4丁目2番1号
北海道札幌市厚別区厚別東2条6丁目4番1号
北海道札幌市中央区北1条西18丁目1-1
北海道札幌市中央区南4条西25丁目2番1号
北海道江別市野幌町53番地5
北海道江別市新栄台46番地の1
北海道千歳市清流5丁目1番1号
北海道千歳市富丘1丁目618番6号
北海道函館市駒場町9番18号
北海道函館市石川町41番地9
北海道旭川市4条通19丁目右6号
北海道旭川市1条通16丁目右7号
北海道旭川市緑が丘東1条1丁目1番1号
北海道旭川市4条通16丁目1152番地
北海道旭川市永山3条7丁目1番5号
北海道伊達市舟岡町214番地22
北海道虻田郡洞爺湖町高砂町126番地
北海道釧路市星が浦大通3丁目9番13号
北海道北見市中央三輪2丁目302番地1
北海道夕張郡長沼町中央南2丁目2番1号
北海道二海郡八雲町宮園町128番地
青森県青森市大字雲谷字山吹93-1
青森県八戸市大字大久保字大山31-2
青森県黒石市大字黒石字建石9番地1
青森県五所川原市字中平井町142番地1
岩手県宮古市保久田8番37号
岩手県遠野市松崎町白岩14-74
岩手県陸前高田市高田町字太田56番地
岩手県奥州市水沢大手町三丁目1番地
岩手県岩手郡雫石町七ツ森16番地243
岩手県下閉伊郡山田町飯岡第1地割21番地1
岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森60番地1
宮城県石巻市穀町15番1号
宮城県白石市福岡深谷字一本松5番地1
宮城県栗原市若柳字川北原畑23番地4
宮城県大崎市岩出山字下川原町84番地29
宮城県大崎市鳴子温泉字末沢字1番地
宮城県大崎市古川南町三丁目1番3-5号
宮城県富谷市上桜木二丁目1番地6
宮城県富谷市成田1-3-1
宮城県柴田郡川崎町大字川内字北川原山72
宮城県仙台市青葉区郷六字沼田13-3
宮城県仙台市宮城野区岩切1丁目12番1号
宮城県仙台市若林区南小泉字八軒小路4番地
宮城県仙台市泉区上谷刈字丸山6-1
秋田県秋田市中通6丁目1番58号
秋田県秋田市外旭川字三後田142番地
秋田県大館市比内町扇田字本道端7番地1
秋田県由利本荘市水林456番地4
秋田県潟上市昭和大久保字北野出戸道脇41
秋田県山本郡三種町森岳字木戸沢199
山形県米沢市成島町3丁目2番90号
山形県鶴岡市湯田川字中田35番地10
山形県天童市鎌田1-7-1
福島県福島市東中央三丁目15番地

添

保険医療機関名
医療法人明信会今泉眼科病院
医療法人社団新生会南東北第二病院
医療法人社団茶畑会相馬中央病院
医療法人相雲会小野田病院
医療法人社団青空会大町病院
福島県厚生農業協同組合連合会高田厚生病院
医療法人社団養高会高野病院
福島県ふたば医療センター附属病院
医療法人愛正会田尻ケ丘病院
医療法人財団県南病院
一般社団法人石岡市医師会石岡市医師会病院
医療法人社団白峰会湖南病院
平間病院
医療法人蔦会アイビークリニック
医療法人三星会茨城リハビリテーション病院
医療法人青燈会小豆畑病院
医療法人渡辺会大洗海岸病院
公益財団法人報恩会石崎病院
茨城県立医療大学付属病院
医療法人恵会皆藤病院
宇都宮第一病院
栃木県立リハビリテーションセンター
今井病院
足利第一病院
那須脳神経外科病院
医療法人社団友志会リハビリテーション花の舎病院
南那須地区広域行政事務組合立那須南病院
高瀬クリニック
一般財団法人榛名荘榛名荘病院
社会医療法人社団大成会武南病院
医療法人社団桐和会川口さくら病院
医療法人社団双愛会大宮双愛病院
医療法人一成会さいたま記念病院
医療法人三慶会指扇療養病院
西武川越病院
医療法人真正会霞ヶ関南病院
医療法人瑞穂会川越リハビリテーション病院
医療法人梅原病院
リハビリテーション天草病院
医療法人社団全仁会埼玉筑波病院
蕨市立病院
医療法人社団浩蓉会埼玉脳神経外科病院
こうのす共生病院
医療法人財団ヘリオス会ヘリオス会病院
草加松原リハビリテーション病院
医療法人慈公会公平病院
医療法人社団東光会戸田中央リハビリテーション病院
社会福祉法人埼玉医療福祉会丸木記念福祉メディカルセンター
医療法人慈桜会瀬戸病院
医療法人社団東光会東所沢病院
医療法人社団医凰会並木病院
医療法人社団和風会所沢リハビリテーション病院
明生リハビリテーション病院
医療法人狭山中央病院
医療法人藤和会藤間病院
医療法人眞美会麻見江ホスピタル
秩父生協病院
医療法人財団聖蹟会埼玉県央病院
医療法人若葉会若葉病院
医療法人社団誠馨会総泉病院
医療法人社団保健会東京湾岸リハビリテーション病院
医療法人社団恵仁会セントマーガレット病院
医療法人思誠会勝田台病院
八千代リハビリテーション病院
医療法人社団葵会千葉・柏リハビリテーション病院
医療法人社団曙会流山中央病院
医療法人社団弥生会旭神経内科リハビリテーション病院
医療法人社団一心会初富保健病院
医療法人社団嵐川大野中央病院
船橋市立リハビリテーション病院
社会医療法人社団正朋会宍倉病院
医療法人社団聖光会聖光会病院
医療法人ＳＨＩＯＤＡ塩田病院
医療法人鉄蕉会亀田リハビリテーション病院
鴨川市立国保病院
医療法人社団心和会成田リハビリテーション病院

住所
福島県郡山市堂前町20-9
福島県郡山市八山田六丁目95
福島県相馬市沖ノ内三丁目5番地の18
福島県南相馬市原町区旭町三丁目21番地
福島県南相馬市原町区大町三丁目97番地
福島県大沼郡会津美里町字高田甲2981
福島県双葉郡広野町大字下北迫字東町214番地
福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚817-1
茨城県日立市田尻町3-24-1
茨城県土浦市中1087
茨城県石岡市大砂10528-25
茨城県下妻市長塚48-1
茨城県下妻市江2051番地
茨城県ひたちなか市笹野町1-3-1
茨城県守谷市同地字仲山360
茨城県那珂市菅谷605
茨城県東茨城郡大洗町大貫町915
茨城県東茨城郡茨城町上石崎4698
茨城県稲敷郡阿見町阿見4733
栃木県宇都宮市東町22番地
栃木県宇都宮市宝木本町2313
栃木県宇都宮市駒生町3337番地1
栃木県足利市田中町100
栃木県足利市大月町1031番地
栃木県那須塩原市野間453-14
栃木県下都賀郡野木町南赤塚1196-1
栃木県那須烏山市中央3丁目2番13号
群馬県高崎市南大類町885-2
群馬県高崎市中室田町5989
埼玉県川口市東本郷2026
埼玉県川口市神戸258番地1
埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2-160
埼玉県さいたま市見沼区東宮下字西196
埼玉県さいたま市西区宝来1348番地1
埼玉県川越市大字今福265番地2
埼玉県川越市安比奈新田283番地1
埼玉県川越市中台元町1-9-12
埼玉県春日部市小渕455番地1
埼玉県越谷市平方343番地1
埼玉県北葛飾郡松伏町築比地420
埼玉県蕨市北町2-12-18
埼玉県鴻巣市上谷664-1
埼玉県鴻巣市本町6-5-18
埼玉県鴻巣市広田824番地の1
埼玉県草加市松江2丁目3番25号
埼玉県戸田市笹目南町20番16号
埼玉県戸田市本町1-14-1
埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38番地
埼玉県所沢市金山町8-6
埼玉県所沢市城435番地1号
埼玉県所沢市東狭山ケ丘5丁目2753番地
埼玉県所沢市中富1016
埼玉県所沢市東狭山ヶ丘4-2681-2
埼玉県狭山市富士見2-19-35
埼玉県熊谷市末広2-137
埼玉県比企郡鳩山町大橋1066
埼玉県秩父市阿保町1-11
埼玉県桶川市坂田1726番地
埼玉県坂戸市戸宮609番地
千葉県千葉市若葉区更科町2592
千葉県習志野市谷津4-1-1
千葉県八千代市上高野450番地
千葉県八千代市勝田622-2
千葉県八千代市米本1808番地
千葉県柏市大井2651
千葉県流山市東初石2-132-2
千葉県松戸市栗ヶ沢789番地1号
千葉県鎌ヶ谷市初富114番地
千葉県市川市下貝塚3-20-3
千葉県船橋市夏見台4-26-1
千葉県茂原市高師687
千葉県長生郡長柄町立鳥745番地1
千葉県勝浦市出水1221
千葉県鴨川市東町975-2
千葉県鴨川市宮山233
千葉県成田市南三里塚18-1

保険医療機関名
医療法人社団聖仁会白井聖仁会病院
いすみ医療センター
南房総市立富山国保病院
医療法人社団鎮誠会季美の森リハビリテーション病院
医療法人社団悦伝会目白病院
東京都台東区立台東病院
医療法人社団隆靖会墨田中央病院
江東リハビリテーション病院
品川志匠会病院
五反田リハビリテーション病院
医療法人社団メドビュー東京ちどり病院
一般社団法人巨樹の会蒲田リハビリテーション病院
一般財団法人平和協会駒沢病院
社会福祉法人東京有隣会有隣病院
三軒茶屋病院
医療法人社団輝生会初台リハビリテーション病院
医療法人社団春陽会参宮橋脊椎外科病院
一般社団法人巨樹の会原宿リハビリテーション病院
医療法人社団静山会清川病院
社会医療法人河北医療財団河北リハビリテーション病院
社会医療法人社団大成会長汐病院
医療法人社団金地病院
医療法人社団博栄会浮間中央病院
医療法人社団博栄会赤羽中央総合病院
一般社団法人巨樹の会赤羽リハビリテーション病院
医療法人社団慈誠会慈誠会徳丸リハビリテーション病院
医療法人健育会竹川病院
医療法人杏林会リハビリパーク板橋病院
医療法人社団健育会ねりま健育会病院
愛里病院
医療法人社団東京朝日会あさひ病院
特定医療法人社団潤恵会敬仁病院
医療法人社団苑田会苑田第三病院
医療法人社団苑田会苑田会リハビリテーション病院
医療法人社団苑田会竹の塚脳神経リハビリテーション病院
医療法人苑田会苑田会人工関節センター病院
医療法人財団桜会桜会病院
花はたリハビリテーション病院
医療法人社団健整会米倉脊椎・関節病院
社会医療法人社団正志会葛飾リハビリテーション病院
医療法人財団利定会大久野病院
社会福祉法人白十字会東京白十字病院
武蔵野台病院
青梅慶友病院
医療法人社団和風会多摩リハビリテーション病院
医療法人社団三秀会青梅三慶病院
医療法人永寿会恩方病院
医療法人財団敬寿会相武病院
武蔵野陽和会病院
回心堂第二病院
医療法人社団潮友会うしお病院
医療法人社団総合会武蔵野中央病院
小金井リハビリテーション病院
医療法人社団大坪会北多摩病院
医療法人社団青葉会小平中央リハビリテーション病院
医療法人社団悦伝会目白第二病院
特定医療法人社団研精会稲城台病院
医療法人社団慶成会よみうりランド慶友病院
医療法人社団三秀会羽村三慶病院
医療法人社団弘生会東都三軒茶屋リハビリテーション病院
医療法人社団大坪会三軒茶屋第一病院
社会医療法人財団仁医会牧田総合病院蒲田分院
ふれあい鶴見ホスピタル
医療五星会新横浜リハビリテーション病院
新横浜こころのホスピタル
医療法人陽風会高台病院
独立行政法人地域医療機能推進機構湯河原病院
一般財団法人生活保健協会湯河原中央温泉病院
社会福祉法人湘南福祉協会総合病院湘南病院
医療法人社団水野会平塚十全病院
医療法人研水会高根台病院
社会福祉法人聖テレジア会鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院
藤沢脳神経外科病院
医療法人財団報徳会西湘病院
特定医療法人社団湘南健友会長岡病院
医療法人社団康心会茅ケ崎新北陵病院

住所
千葉県白井市笹塚3-25-2
千葉県いすみ市苅谷1177番地
千葉県南房総市平久里中1410番地1
千葉県大網白里市季美の森南1-30-1
東京都新宿区下落合三丁目22番地23号
東京都台東区千束3丁目20番5号
東京都墨田区京島3丁目67番1号
東京都江東区北砂2丁目15番15号
東京都品川区北品川1-29-7
東京都品川区西五反田8-8-20
東京都大田区千鳥2-39-10
東京都大田区大森西4-14-5
東京都世田谷区駒沢2丁目2番15号
東京都世田谷区船橋2-15-38
東京都世田谷区三軒茶屋1-21-5
東京都渋谷区本町3-53-3
東京都渋谷区代々木3-57-1
東京都渋谷区神宮前6丁目26番1号
東京都杉並区阿佐谷南二丁目31番12号
東京都杉並区堀ノ内1丁目9番27号
東京都豊島区池袋一丁目5番8号
東京都北区中里1丁目5-6
東京都北区赤羽北2-21-19
東京都北区赤羽南2-5-12
東京都北区赤羽西6丁目37番12号
東京都板橋区徳丸2-8-20
東京都板橋区桜川2-19-1
東京都板橋区前野町1-21-20
東京都練馬区大泉学園町7-3-28
東京都足立区千住東1丁目20番12号
東京都足立区平野一丁目2番3号
東京都足立区新田2-18-6
東京都足立区伊興本町二丁目5番地10号
東京都足立区谷中五丁目9番11号
東京都足立区保木間4-15-16
東京都足立区保木間1-21-10
東京都足立区千住桜木二丁目13番1号
東京都足立区花畑5-12-29
東京都足立区扇3-13-14
東京都葛飾区亀有2丁目18番27号
東京都西多摩郡日の出町大久野6416番地
東京都東村山市諏訪町2丁目26番地1
東京都青梅市今井1丁目2586
東京都青梅市大門1-681
東京都青梅市長淵9-1412-4
東京都青梅市大柳町1412番地
東京都八王子市西寺方町105番
東京都八王子市戸吹町323番1
東京都武蔵野市緑町二丁目1番33号
東京都日野市万願寺2-34-3
東京都昭島市武蔵野2-7-12地下1階～4階
東京都小金井市東町1-44-26
東京都小金井市前原町1丁目3番地2号
東京都調布市調布ケ丘4-1-1
東京都小平市鈴木町1-146
東京都福生市福生1980
東京都稲城市若葉台3-7-1
東京都稲城市矢野口3294番地
東京都羽村市羽字武蔵野4207番地
東京都世田谷区三軒茶屋1-24-3
東京都世田谷区三軒茶屋1-22-8
東京都大田区西蒲田4丁目22番1号
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾4-4-22
神奈川県横浜市神奈川区菅田町2628-4
神奈川県横浜市港北区新横浜1-21-6
神奈川県足柄上郡開成町金井島1983
神奈川県足柄下郡湯河原町宮上438
神奈川県足柄下郡湯河原町中央4-11-2
神奈川県横須賀市鷹取一丁目1番1号
神奈川県平塚市出縄550番地
神奈川県平塚市高根191番地
神奈川県鎌倉市腰越1-2-1
神奈川県藤沢市片瀬2-15-36
神奈川県小田原市扇町1丁目16-35
神奈川県茅ヶ崎市芹沢598
神奈川県茅ヶ崎市行谷583-1

保険医療機関名
医療法人社団康心会茅ケ崎中央病院
医療法人社団蒼紫会森下記念病院
医療法人財団愛慈会相和病院
医療法人相愛会相愛病院
神奈川リハビリテーション病院
医療法人社団葵会七沢リハビリテーション病院
みどり野リハビリテーション病院
医療法人健生会朝倉病院
一般社団法人日本厚生団長津田厚生総合病院
牧野リハビリテーション病院
医療法人社団聖仁会横浜甦生病院
医療法人社団三井会伊勢原日向病院
医療法人社団医誠会湘陽かしわ台病院
医療法人社団明芳会北小田原病院
ＡＯＩ国際病院
医療法人社団愛成会京浜総合病院
川崎田園都市病院
竹山病院
一般社団法人新潟県労働衛生医学協会附属岩室リハビリテーション病院
医療法人立川メディカルセンター悠遊健康村病院
新潟県立リウマチセンター
新潟県立松代病院
北日本脳神経外科病院
齋藤記念病院
南魚沼市民病院
医療法人財団博仁会横田病院
富山県リハビリテーション病院・こども支援センター
医療法人財団正友会中村記念病院
池田リハビリテーション病院
特定医療法人扇翔会南ヶ丘病院
鈴木レディスホスピタル
医療法人社団浅ノ川千木病院
福仁会病院
レイクヒルズ美方病院
医療法人八香会湯村温泉病院
医療法人社団篠原会甲府脳神経外科病院
医療法人石和温泉病院
山梨リハビリテーション病院
医療法人景雲会春日居サイバーナイフ・リハビリ病院
北杜市立塩川病院
医療法人慈善会安藤病院
医療法人健和会小林脳神経外科・神経内科病院
医療法人社団睦会愛生病院
医療法人社団日新会城山病院
医療法人社団橘会新生病院
社会福祉法人農協共済中伊豆リハビリテーションセンター
公益財団法人復康会沼津リハビリテーション病院
医療法人社団親和会西島病院
医療法人財団百葉の会湖山リハビリテーション病院
医療法人社団清明会静岡リハビリテーション病院
医療法人社団清明会静岡富沢病院
駿河西病院
医療法人社団聖稜会聖稜リハビリテーション病院
常葉大学リハビリテーション病院
医療法人社団綾和会浜松南病院
医療法人豊岡会浜松とよおか病院
医療法人社団綾和会掛川東病院
医療法人東恵会星ケ丘マタニティ病院
社会医療法人愛生会上飯田リハビリテーション病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛知県済生会愛知県済生会リハビリテーション病院

医療法人珪山会鵜飼リハビリテーション病院
医療法人桂名会重工記念病院
医療法人生生会まつかげシニアホスピタル
医療法人東樹会あずまリハビリテーション病院
医療法人名南会名南ふれあい病院
医療法人和光会川島病院
光生会赤岩病院
第二成田記念病院
上林記念病院
医療法人来光会尾洲病院
医療法人白山会白山リハビリテーション病院
刈谷豊田総合病院東分院
医療法人三九会三九朗病院
医療法人田中会西尾病院
あいちリハビリテーション病院
医療法人社団福祉会高須病院

住所
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎2-2-3
神奈川県相模原市南区東林間4-2-18
神奈川県相模原市緑区大島1752
神奈川県相模原市南区当麻1632
神奈川県厚木市七沢516
神奈川県厚木市七沢1304
神奈川県大和市中央林間2-6-17
神奈川県横浜市港南区下永谷5-81-12
神奈川県横浜市緑区長津田4-23-1
神奈川県横浜市緑区鴨居3-32-33
神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4-30-30
神奈川県伊勢原市日向541番地1
神奈川県海老名市柏ヶ谷584-2
神奈川県南足柄市矢倉沢625番地
神奈川県川崎市川崎区田町2-9-1
神奈川県川崎市中原区新城1-2-5
神奈川県川崎市麻生区片平1782番地
新潟県新潟市中央区上大川前通六番町1183番地
新潟県新潟市西蒲区岩室温泉772番地1
新潟県長岡市大字日越337番地
新潟県新発田市本町1丁目2番8号
新潟県十日町市松代3592番地2
新潟県五泉市太田440番地1
新潟県南魚沼市欠之上478番地2
新潟県南魚沼市六日町2643番地
富山県富山市中野新町一丁目1番11号
富山県富山市下飯野36番地
富山県氷見市島尾825番地
富山県黒部市荻生821番地
石川県金沢市馬替1丁目125番地
石川県金沢市寺町2丁目8番36号
石川県金沢市千木町へ33番地の1
福井県福井市文京5丁目10-1
福井県三方上中郡若狭町気山315-1-9
山梨県甲府市湯村三丁目3番4号
山梨県甲府市酒折1丁目16-18
山梨県笛吹市石和町八田330-5
山梨県笛吹市春日居町小松855
山梨県笛吹市春日居町国府436
山梨県北杜市須玉町藤田773
長野県上田市中央西1丁目1番20号
長野県上田市常田3-15-41
岐阜県羽島郡笠松町円城寺971
岐阜県中津川市苗木3725-2
岐阜県揖斐郡池田町本郷1551-1
静岡県伊豆市冷川1523-108
静岡県沼津市上香貫蔓陀ヶ原2510-22
静岡県沼津市大岡2835-7
静岡県富士市大渕405-25
静岡県静岡市葵区富沢1405番地
静岡県静岡市葵区富沢792-1
静岡県焼津市中根新田1315
静岡県藤枝市宮原676-1
静岡県浜松市西区大山町3805
静岡県浜松市南区白羽町26
静岡県浜松市北区豊岡町110
静岡県掛川市杉谷南1-1-1
愛知県名古屋市千種区井上町27番地
愛知県名古屋市北区上飯田北町3丁目57番地
愛知県名古屋市西区栄生一丁目1-18
愛知県名古屋市中村区太閤通四丁目1番地
愛知県名古屋市熱田区外土居町7番8号
愛知県名古屋市中川区打出二丁目347番地
愛知県名古屋市港区入船二丁目1番15号
愛知県名古屋市南区豊田五丁目15番18号
愛知県名古屋市守山区白山三丁目501番地
愛知県豊橋市多米町字蝉川33番地70
愛知県豊橋市東小池町62番1
愛知県一宮市奥町字下口西89番地の1
愛知県一宮市浅井町小日比野字新太37番地
愛知県春日井市庄名町字山之田1011-25
愛知県刈谷市野田新町1丁目101番地
愛知県豊田市小坂町7丁目80番地
愛知県西尾市和泉町22
愛知県西尾市江原町西柄1番地1
愛知県西尾市一色町赤羽上郷中113番地1

保険医療機関名
医療法人積善会蒲郡東部病院
佐藤病院
医療法人共和会共和病院
医療法人知邑舎岩倉病院
医療法人偕行会偕行会リハビリテーション病院
医療法人暲純会榊原温泉病院
藤田医科大学七栗記念病院
若葉病院
大門病院
松阪厚生病院
南勢病院
医療法人明和会琵琶湖病院
医療法人幸生会琵琶湖中央病院
医療法人恭昭会彦根中央病院
医療法人恒仁会近江温泉病院
東近江市立能登川病院
医療法人社団阿星会甲西リハビリ病院
一般財団法人京都地域医療学際研究所がくさい病院
医療法人社団行陵会京都大原記念病院
医療法人一仁会脳神経リハビリ北大路病院
医療法人社団育生会京都久野病院
一般財団法人仁風会京都南西病院
社会福祉法人あじろぎ会宇治病院
医療法人真生会向日回生病院
医療法人社団洛和会洛和会音羽記念病院
医療法人以和貴会北条病院
社会医療法人清恵会清恵会三宝病院
医療法人弘生会老寿サナトリウム
医療法人社団緑水会緑水会病院
医療法人聖志会渡辺病院
医療法人良秀会藤井病院
医療法人マックシール巽今宮病院
医療法人社団和風会千里リハビリテーション病院
医療法人啓明会相原病院
医療法人社団生和会彩都リハビリテーション病院
社会医療法人明生会明生第二病院
医療法人ダイワ会大和病院
社会福祉法人四天王寺福祉事業団四天王寺病院
医療法人早石会早石病院
社会医療法人若弘会わかくさ竜間リハビリテーション病院
医療法人錦秀会阪和病院
医療法人吉栄会吉栄会病院
医療法人（社団）有恵会香里ヶ丘有恵会病院
医療法人孟仁会摂南総合病院
医療法人清翠会牧リハビリテーション病院
医療法人成仁会成仁会病院
社会医療法人真美会中野こども病院
医療法人杏樹会杏林記念病院
医療法人医仁会藤本病院
医療法人愛幸会天仁病院
医療法人篤友会関西リハビリテーション病院
医療法人康生会豊中平成病院
医療法人篤友会坂本病院
医療法人篤友会千里山病院
医療法人朋愛会サンタマリア病院
友紘会総合病院
一般財団法人成研会結のぞみ病院
医療法人孟仁会東大阪山路病院
医療法人藤井会藤井会リハビリテーション病院
医療法人尽生会聖和病院
医療法人良秀会高石藤井心臓血管病院
医療法人桜希会東朋八尾病院
医療法人白卯会白井病院
医療法人和幸会阪奈サナトリウム
医療法人恒昭会青葉丘病院
医療法人財団厚生会高津病院
医療法人明倫会本山リハビリテーション病院
医療法人昭生病院
医療法人社団中井病院
医療法人一輝会荻原みさき病院
医療法人社団つかさ会尾原病院
医療法人社団慈恵会新須磨リハビリテーション病院
医療法人芳恵会三好病院
医療法人敬愛会西宮敬愛会病院
医療法人社団尚仁会平島病院
医療法人敬愛会三田高原病院

住所
愛知県蒲郡市大塚町山ノ沢45番地2
愛知県江南市上奈良町緑48番地
愛知県大府市梶田町二丁目123番地
愛知県岩倉市川井町北海戸1番地
愛知県弥富市神戸5丁目20番地
三重県津市榊原町1033番地の4
三重県津市大鳥町424番地の1
三重県津市南中央28-13
三重県津市大門1-3
三重県松阪市久保町1927番地の2
三重県松阪市山室町2275
滋賀県大津市坂本一丁目8番5号
滋賀県大津市御殿浜22番33号
滋賀県彦根市西今町421番地
滋賀県東近江市北坂町966番地
滋賀県東近江市猪子町191番地
滋賀県湖南市夏見1168番地
京都府京都市中京区壬生東高田町1番9
京都府京都市左京区大原戸寺町334番地1
京都府京都市左京区一乗寺西水干町25-2
京都府京都市東山区本町22丁目500番地
京都府京都市伏見区久我東町8番地22
京都府宇治市五ケ庄芝ノ東54-2
京都府向日市物集女町中海道92-12
京都府京都市山科区小山鎮守町29番1
大阪府堺市北区百舌鳥陵南町1丁77番地1
大阪府堺市堺区松屋町1丁4番-1
大阪府河内長野市小山田町379番地の5
大阪府高槻市成合南の町3番1号
大阪府岸和田市土生町77番地
大阪府岸和田市西之内町3-1
大阪府箕面市今宮3丁目19番27号
大阪府箕面市小野原西4丁目6番1号
大阪府箕面市牧落3丁目4番30号
大阪府箕面市彩都粟生南1丁目1番20号
大阪府大阪市東成区東小橋1-19-20
大阪府吹田市垂水町3丁目22番1号
大阪府大阪市天王寺区大道1丁目4番41号
大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町2番75
大阪府大東市大字龍間1580
大阪府大阪市住吉区南住吉3丁目3番7号
大阪府大阪市生野区小路2-14-5
大阪府枚方市香里ヶ丘5丁目8番1
大阪府門真市柳町1番10号
大阪府門真市三ツ島3-6-34
大阪府大阪市東淀川区豊里7丁目19番27号
大阪府大阪市旭区新森4丁目13番17号
大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目18番24号
大阪府羽曳野市誉田3-15-27
大阪府羽曳野市伊賀11-1
大阪府豊中市桜の町3-11-1
大阪府豊中市原田中1-16-18
大阪府豊中市豊南町東1-6-1
大阪府豊中市庄内東町2丁目7番13号
大阪府茨木市新庄町13-15
大阪府茨木市清水1丁目34番1号
大阪府富田林市伏見堂95番地
大阪府東大阪市稲葉1-7-5
大阪府東大阪市弥生町17番6号
大阪府大阪市都島区中野町1-7-32
大阪府高石市綾園二丁目15番18号
大阪府八尾市北本町2丁目10番54号
大阪府泉南市新家2776
大阪府四條畷市上田原613番地
大阪府大阪狭山市東池尻1丁目2198番1
大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目2番7号
兵庫県神戸市東灘区本山南町7丁目7番15号
兵庫県神戸市灘区鶴甲3丁目13-19
兵庫県神戸市灘区大内通6丁目1-3
兵庫県神戸市兵庫区切戸町6番26号
兵庫県神戸市須磨区妙法寺字荒打308番地の1
兵庫県神戸市須磨区友が丘7丁目1番31号
兵庫県西宮市甲子園口北町24-9
兵庫県西宮市深津町7-5
兵庫県三田市天神1丁目2番15号
兵庫県三田市下内神525-1

保険医療機関名

住所

医療法人社団栄宏会土井病院
医療法人公仁会明石仁十病院
医療法人明仁会明舞中央病院

兵庫県小野市復井町字中ノ池1723番地の2
兵庫県明石市魚住町清水1871-3
兵庫県明石市松が丘4丁目1-32

医療法人社団順心会順心リハビリテーション病院
医療法人社団仙齢会いなみ野病院

兵庫県加古川市神野町石守1632
兵庫県加古川市平岡町土山字川池423-2

みきやまリハビリテーション病院
吉川病院
松原メイフラワー病院

兵庫県三木市大塚1-5-89
兵庫県三木市吉川町稲田1番地の2
兵庫県加東市藤田944-25

医療法人社団衿正会生駒病院
医療法人晴風園伊丹せいふう病院

兵庫県川辺郡猪名川町広根字九十九8番地
兵庫県伊丹市鋳物師5丁目79番

医療法人晴風園阪神リハビリテーション病院
兵庫県立リハビリテーション西播磨病院
神野病院

兵庫県伊丹市大野1丁目59番地3
兵庫県たつの市新宮町光都1丁目7番1号
兵庫県姫路市飾磨区下野田2丁目533番地の3

医療法人寿栄会有馬高原病院
医療法人博愛会広野高原病院

兵庫県神戸市北区長尾町上津4663-3
兵庫県神戸市西区北山台3丁目1番1号

兵庫県立リハビリテーション中央病院
神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター
医療法人博愛会松倉病院（社団）

兵庫県神戸市西区曙町1070
兵庫県神戸市中央区港島南町一丁目5番地1号
奈良県奈良市川之上突抜町15番地

医療法人社団生和会登美ヶ丘リハビリテーション病院
医療法人仁誠会奈良リハビリテーション病院

奈良県奈良市中登美ヶ丘6丁目12番2号
奈良県奈良市石木町800

医療法人厚生会奈良厚生会病院
医療法人学芳会倉病院
医療法人社団松下会東生駒病院

奈良県大和郡山市椎木町769-3
奈良県生駒市本町1番7号
奈良県生駒市辻町4番1号

一般財団法人信貴山病院ハートランドしぎさん
公益財団法人天理よろづ相談所病院白川分院

奈良県生駒郡三郷町勢野北4丁目13番1号
奈良県天理市岩屋町604番地

医療法人医誠会橿原リハビリテーション病院
医療法人友紘会西大和リハビリテーション病院
医療法人青松会河西田村病院

奈良県橿原市田中町104番地の1
奈良県北葛城郡上牧町ささゆり台3-2-2
和歌山県和歌山市島橋東ノ丁1-11

社会医療法人博寿会山本病院
西岡病院
鳥取医療生協鹿野温泉病院
独立行政法人国立病院機構鳥取医療センター
医療法人壽生会寿生病院

和歌山県橋本市東家6丁目7-26
和歌山県有田郡有田川小島278-1
鳥取県鳥取市鹿野町今市242
鳥取県鳥取市三津876番地
島根県出雲市上塩冶町2862番地1

出雲市民リハビリテーション病院
公益財団法人岡山県健康づくり財団附属病院
一般財団法人操風会岡山リハビリテーション病院

島根県出雲市知井宮町238
岡山県岡山市北区平田408-1
岡山県岡山市中区倉田503-1

一般財団法人津山慈風会津山中央記念病院
医療法人真生会新見中央病院
医療法人仁誠会瀬戸内記念病院
長島病院
医療法人和同会広島グリーンヒル病院

岡山県津山市二階町71番地
岡山県新見市新見827番地の1
岡山県瀬戸内市長船町服部290番5
岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸40番地の1
広島県広島市佐伯区五日市町下河内188-6

医療法人和同会広島パークヒル病院
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立リハビリテーション病院
医療法人社団中川会呉中通病院
医療法人社団有信会呉記念病院
医療法人エムエム会マッターホルンリハビリテーション病院
医療法人社団ひかり会木村眼科内科病院
医療法人あかつき会大門あかつき病院
山本整形外科病院
医療法人社団明和会大野浦病院
医療法人社団季朋会王司病院
医療法人博愛会宇部記念病院
医療法人和同会防府リハビリテーション病院
医療法人岩国みなみ病院
医療法人三生会みちがみ病院
光輝病院
林病院
リハビリテーション大神子病院
水の都記念病院
小松島病院
那賀町立上那賀病院
医療法人社団雙和会クワヤ病院
高松協同病院
坂出聖マルチン病院
医療法人社団豊南会香川井下病院
医療法人社団和風会橋本病院

広島県広島市西区田方二丁目16番45号
広島県広島市安佐南区伴南一丁目39番1号
広島県呉市中通1丁目3番8号
広島県呉市郷原町2379番地42
広島県呉市中通1丁目5-25
広島県呉市宝町3番15号
広島県福山市大門町野々浜864番地
広島県安芸郡海田町堀川町2番23号
広島県廿日市市丸石二丁目3番35号
山口県下関市王司本町一丁目18-27
山口県宇部市上町1-4-11
山口県防府市大字台道1634番地の1
山口県岩国市南岩国町2-77-23
山口県光市光ケ丘2番5号
山口県熊毛郡平生町大字佐賀字鳩ヶ峯2番地77
山口県山口市小郡下郷751番地4
徳島県徳島市大原町大神子19番地
徳島県徳島市北島田町1丁目45番地の2
徳島県小松島市田浦町字近里83番地11
徳島県那賀郡那賀町小浜137番地1
香川県高松市塩屋町1-4
香川県高松市木太町4664
香川県坂出市谷町一丁目4番13号
香川県観音寺市大野原町花稲818-1
香川県三豊市山本町財田西902番地1

かがわ総合リハビリテーション病院
三豊市立西香川病院
医療法人慈愛会梶浦病院
医療法人仁友会南松山病院
医療法人天真会南高井病院
医療法人三省会村上病院
医療法人社団門の内会渡部病院

香川県高松市田村町1114番地
香川県三豊市高瀬町比地中2986番地3
愛媛県松山市三番町4丁目4番地5
愛媛県松山市朝生田町1丁目3番10号
愛媛県松山市南高井町333番地
愛媛県今治市常盤町5丁目3-37
愛媛県西条市周布331番地1

保険医療機関名

住所

医療法人財団尚温会伊予病院

愛媛県伊予市八倉906番地5

医療法人さくらの里だいいちリハビリテーション病院
医療法人緑風会海里マリン病院
医療法人仁泉会朝倉病院

高知県高知市九反田2番14号
高知県高知市仁井田1617-5
高知県高知市朝倉丙1653-12

高知整形・脳外科病院
医療法人慈光会岡豊病院

高知県高知市上町4丁目7-20
高知県南国市岡豊町小蓮689-1

医療法人永聖会松田病院
北九州若杉病院
医療法人みなみ粕屋南病院

福岡県福岡市東区箱崎2丁目10番2号
福岡県糟屋郡篠栗町大字田中275番地
福岡県粕屋郡宇美町神武原6丁目2-7

北九州津屋崎病院
北九州古賀病院

福岡県福津市渡1693番地
福岡県古賀市千鳥2丁目12番1号

福西会南病院
及川病院
医療法人泯江堂油山病院

福岡県福岡市早良区早良1丁目5番55号
福岡県福岡市中央区平尾2丁目21番16号
福岡県福岡市早良区野芥5丁目6番37号

医療法人社団相和会中村病院
特定医療法人社団三光会誠愛リハビリテーション病院

福岡県福岡市南区老司三丁目33番1号
福岡県大野城市南大利二丁目7番2号

医療法人柳育会八女リハビリ病院

福岡県八女市吉田2220番地1

医療法人社団久英会高良台リハビリテーション病院
丸山病院

福岡県久留米市藤光町965-2
福岡県小郡市山隈字弥八郎273-11

医療法人原鶴温泉病院
医療法人悠久会大牟田共立病院

福岡県うきは市吉井町千年628番地
福岡県大牟田市明治町3丁目7-5

医療法人恒生堂永田整形外科病院
医療法人羅寿久会浅木病院
丘ノ規病院

福岡県大牟田市不知火町一丁目6番3
福岡県遠賀郡遠賀町浅木二丁目30番1号
福岡県北九州市八幡西区大字則松104-1

八幡西病院
北九州八幡東病院

福岡県北九州市八幡西区小嶺台1-16-23
福岡県北九州市八幡東区西本町二丁目1-17

医療法人社団翠会行橋記念病院

福岡県行橋市北泉三丁目11番1号

医療法人共和会小倉リハビリテーション病院
北九州湯川病院
北九州中央病院
北九州安部山公園病院
大手町リハビリテーション病院

福岡県北九州市小倉北区篠崎1丁目5番1号
福岡県北九州市小倉南区葛原2丁目1-10
福岡県北九州市小倉北区香春口1丁目13番1号
福岡県北九州市小倉南区大字湯川139番地の21
福岡県北九州市小倉北区大手町14番18号

医療法人朋友会山口病院
医療法人勇愛会大島病院
一般社団法人是真会長崎リハビリテーション病院
医療法人後藤会ながさき内科・リウマチ科病院
社会医療法人財団白十字会燿光リハビリテーション病院
医療法人城内会八尾病院
医療法人社団威光会松岡病院
医療法人祐里会姉川病院
医療法人社団淳生会慈恵病院
青洲会病院
医療法人聖粒会慈恵病院
あきた病院
医療法人社団世安会くまもと乳腺・胃腸外科病院
北部病院
医療法人社団同心会人吉リハビリテーション病院
山鹿温泉リハビリテーション病院
八代敬仁病院
有明成仁病院
天草市立牛深市民病院
大分整形外科病院
農協共済別府リハビリテーションセンター
児玉病院
日田リハビリテーション病院
一般財団法人弘潤会野崎病院
医療法人魁成会宮永病院
吉見病院
医療法人康仁会谷村病院
医療法人社団育生会井上病院
医療法人早田病院
医療法人社団聖山会川南病院
公益財団法人東風会三船病院
医療法人慈圭会八反丸リハビリテーション病院
大勝病院
医療法人愛育会愛育病院

佐賀県伊万里市新天町305番地
佐賀県三養基郡みやき町大字白壁4287
長崎県長崎市銀屋町4番11号
長崎県長崎市油屋町1番21号
長崎県佐世保市山手町855-1
長崎県島原市城内1丁目1193
長崎県島原市江戸丁1919番地
長崎県諫早市小野島町2378番地2
長崎県諫早市多良見町化屋995番地
長崎県平戸市田平町山内免612-4
熊本県熊本市西区島崎6丁目1番27号
熊本県熊本市南区会富町1120
熊本県熊本市中央区南熊本4丁目3-5
熊本県熊本市北区四方寄町1281-3
熊本県人吉市下新町359番地
熊本県山鹿市新町1204
熊本県八代市海士江町2817番地
熊本県玉名郡長洲町宮野2775番地
熊本県天草市牛深町3050番地
大分県大分市岩田町1丁目1番41号
大分県別府市大字鶴見字中山田1026番地10
大分県別府市亀川四の湯町5番19号
大分県日田市上手町(西有田)9
宮崎県宮崎市大字恒久5567番地
宮崎県都城市松元町15街区10号
宮崎県都城市高城町穂満坊457番地1
宮崎県延岡市北小路10番地2
宮崎県延岡市平原町1丁目990番地1
宮崎県延岡市高千穂通3748番地1
宮崎県児湯郡川南町大字川南18150-47
鹿児島県鹿児島市吉野町10004番地1
鹿児島県鹿児島市下竜尾町3-28
鹿児島県鹿児島市真砂本町3番95号
鹿児島県鹿児島市小松原1丁目43番15号

産婦人科のぼり病院
医療法人猪鹿倉会パールランド病院
南鹿児島さくら病院
医療法人誠心会ゆのもと記念病院
医療法人康陽会花牟禮病院
医療法人南洲会南洲整形外科病院
医療法人仁心会福山病院

鹿児島県鹿児島市荒田1丁目13番13号
鹿児島県鹿児島市犬迫町2253番地
鹿児島県鹿児島市南郡元町24-15
鹿児島県日置市東市来町湯田3614
鹿児島県いちき串木野市元町190番地
鹿児島県いちき串木野市別府3994-5
鹿児島県霧島市福山町福山771番地

保険医療機関名

住所

曽於医師会立有明病院

鹿児島県志布志市有明町野井倉8288-1

琉生病院
医療法人寿仁会沖縄セントラル病院
医療法人祥杏会おもろまちメディカルセンター

沖縄県那覇市字大道56番地
沖縄県那覇市与儀1-26-6
沖縄県那覇市上之屋1-3-1

翔南病院
医療法人琉心会勝山病院

沖縄県沖縄市山内3-14-28
沖縄県名護市屋部468-1

医療法人タピック宮里病院
医療法人真徳会沖縄メディカル病院
医療法人新緑会屋宜原病院

沖縄県名護市字宇茂佐1763-2
沖縄県南城市佐敷字津波古西原2310番地
沖縄県中頭郡北中城村屋宜原722番地

