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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

医療法人社団いとう整形外科病院 北海道札幌市中央区南2条西10丁目5

医療法人新川新道整形外科病院 北海道札幌市北区新川5条4丁目2番8号

医療法人社団三樹会病院 北海道札幌市白石区東札幌2条3丁目6番10号

奥尻町国民健康保険病院 北海道奥尻郡奥尻町字奥尻462番地

せたな町立国保病院 北海道久遠郡せたな町北檜山区北檜山378番地

医療法人社団北匠会小樽中央病院 北海道小樽市入船2丁目2番18号

医療法人元生会森山メモリアル病院 北海道旭川市旭町2条1丁目31番地

医療法人双葉会旭川十条病院 北海道旭川市9条通21丁目2番8号

医療法人双葉会旭川脳神経外科循環器内科病院 北海道旭川市10条通21丁目2番地の11

美瑛町立病院 北海道上川郡美瑛町中町3丁目8番35号

釧路北病院 北海道釧路市昭和190番地130

町立別海病院 北海道野付郡別海町別海西本町103番地9

町立中標津病院 北海道標津郡中標津町西10条南9丁目1番地1

ＪＡ北海道厚生連摩周厚生病院 北海道川上郡弟子屈町泉2丁目3番1号

医療法人社団慶愛慶愛病院 北海道帯広市東3条南9丁目

広尾町国民健康保険病院 北海道広尾郡広尾町公園通南4丁目1番地

ＪＡ北海道厚生連常呂厚生病院 北海道北見市常呂町字常呂573番地2

医療法人優仁会若葉台病院 北海道滝川市江部乙町1452番地1

つがる西北五広域連合鰺ヶ沢病院 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字蒲生106番地10

医療法人社団良風会ちびき病院 青森県上北郡東北町字石坂32番地4

国民健康保険南部町医療センター 青森県三戸郡南部町大字下名久井字白山87番地1

栃内病院 岩手県盛岡市肴町2番28号

社団医療法人啓愛会孝仁病院 岩手県盛岡市中太田泉田28番地

一般財団法人みちのく愛隣病院東八幡平病院 岩手県八幡平市柏台二丁目8番2号

社団医療法人啓愛会美山病院 岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢495番地2

社団医療法人啓愛会美希病院 岩手県奥州市前沢古城字丑沢上野100番地

栃内第二病院 岩手県滝沢市大釜吉水103番地1

国民健康保険葛巻病院 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第16地割1番地1

登米市立豊里病院 宮城県登米市豊里町土手下74番地1

登米市立米谷病院 宮城県登米市東和町米谷字元町200番地

星陵あすか病院 宮城県大崎市古川稲葉二丁目3番15号

公立加美病院 宮城県加美郡色麻町四竃字杉成9番地

医療法人白雄会白根病院 秋田県秋田市旭北栄町5番29号

医療法人健永会大館記念病院 秋田県大館市御成町三丁目2番3号

日本海酒田リハビリテーション病院 山形県酒田市千石町二丁目3番20号

吉岡病院 山形県天童市東本町三丁目5番21号

福島県立南会津病院 福島県南会津郡南会津町永田字風下14-1

ひらた中央病院 福島県石川郡平田村大字上蓬田字清水内4番地

医療法人財団古宿会水戸中央病院 茨城県水戸市六反田町1136-1

医療法人社団北水会北水会記念病院 茨城県水戸市東原3-2-1

医療法人光風会回春荘病院 茨城県日立市大みか町6-17-1

医療法人慈政会小柳病院 茨城県古河市稲宮1001

公益財団法人鹿島病院 茨城県鹿嶋市平井1129番地2

西山堂慶和病院 茨城県那珂市鴻巣3247-1

医療法人美湖会美浦中央病院 茨城県稲敷郡美浦村宮地596番地

医療法人鴻仁会上の原病院 茨城県桜川市上野原地新田159-2

医療法人報徳会宇都宮病院 栃木県宇都宮市陽南4-6-34

医療法人社団全仁会宇都宮中央病院 栃木県宇都宮市東宿郷2-1-1

一般社団法人巨樹の会宇都宮リハビリテーション病院 栃木県宇都宮市御幸ケ原町43-2

佐野医師会病院 栃木県佐野市植上町1677

産科婦人科舘出張佐藤病院 群馬県高崎市若松町96番地

医療法人聖心会南古谷病院 埼玉県川越市大字久下戸110番地

医療法人新井病院 埼玉県久喜市久喜中央2-2-28

医療法人三和会東鷲宮病院 埼玉県久喜市桜田2-6-5

埼玉県総合リハビリテーションセンター 埼玉県上尾市西貝塚148-1

医療法人社団草芳会三芳野病院 埼玉県入間郡三芳町北永井890-6

医療法人仁栄会所沢緑ヶ丘病院 埼玉県所沢市狭山ヶ丘1-3009

医療法人清和会新所沢清和病院 埼玉県所沢市神米金141-3

医療法人社団優慈会佐々木病院 埼玉県深谷市西島町2-16-1

医療法人社団ふけ会富家千葉病院 千葉県千葉市稲毛区長沼原町277番地

一般社団法人巨樹の会千葉みなとリハビリテーション病院 千葉県千葉市中央区中央港1-17-18

医療法人社団琢心会辰巳病院 千葉県市原市辰巳台東5-5-1

医療法人社団徳風会髙根病院 千葉県山武郡芝山町岩山2308

医療法人社団鵬会高名清養病院 千葉県木更津市長須賀1239番地

医療法人社団やしの木会浦安中央病院 千葉県浦安市東野3-4-14

一般社団法人巨樹の会松戸リハビリテーション病院 千葉県松戸市和名ヶ谷1009-1

社会医療法人社団蛍水会名戸ヶ谷あびこ病院 千葉県我孫子市我孫子1855-1

医療法人吉栄会下総病院 千葉県船橋市滝台町94-22

医療法人社団上総会山之内病院 千葉県茂原市町保3番地

医療法人社団三愛会君塚病院 千葉県茂原市高師2-8

医療法人社団貴志会菅原病院 千葉県茂原市高師町2-2-1

医療法人社団誠和会長谷川病院 千葉県八街市八街に85

医療法人社団千葉光徳会中沢病院 千葉県富里市中沢1596番地5

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所病院 千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1

別 添



保険医療機関名 住所

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院 東京都港区芝浦1丁目16番10号

公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属永寿総合病院柳橋分院 東京都台東区柳橋2-20-4

東京都リハビリテーション病院 東京都墨田区堤通2-14-1

公益財団法人河野臨牀医学研究所附属品川リハビリテーション病院 東京都品川区北品川5丁目2番地1号

医療法人社団目黒厚生会本田病院 東京都目黒区柿の木坂1-30-5

医療法人社団爽玄会碑文谷病院 東京都目黒区南2-9-7

医療法人社団渡辺病院 東京都大田区羽田1-5-16

医療法人内藤病院 東京都渋谷区初台1丁目35番10号

社会福祉法人浄風園中野江古田病院 東京都中野区江古田4-19-9

医療法人景星会赤羽赤羽東口病院 東京都北区赤羽1-38-5

公益財団法人愛世会愛誠病院 東京都板橋区加賀1-3-1

医療法人財団健和会柳原リハビリテーション病院 東京都足立区柳原1-27-5

医療法人社団洪泳会東京洪誠病院 東京都足立区西新井栄町1-17-25

医療法人社団俊和会寺田病院 東京都足立区扇1-20-12

医療法人社団葛西中央病院 東京都江戸川区船堀7丁目10番3号

江戸川メディケア病院 東京都江戸川区東松本2-14-12

医療法人社団孝山会滝山病院 東京都八王子市犬目町641番地

医療法人財団立川中央病院 東京都立川市柴崎町2丁目17番地14号

医療法人社団芙蓉会ふよう病院 東京都町田市南町田三丁目43番1号

医療法人社団康心会ふれあい町田ホスピタル 東京都町田市小山ケ丘1-3-8

保谷厚生病院 東京都西東京市栄町1-17-18

医療法人社団飯野病院 東京都調布市布田4丁目3番地2

清瀬リハビリテーション病院 東京都清瀬市竹丘3丁目3番33号

医療法人社団ワンアンドオンリー新横浜母と子の病院 神奈川県横浜市港北区鳥山町650-1

医療法人社団聖ルカ会パシフィックホスピタル 神奈川県横須賀市野比5-7-2

医療法人社団健齢会ふれあい平塚ホスピタル 神奈川県平塚市袖ケ浜1-12

医療法人山内龍馬財団山内病院 神奈川県藤沢市南藤沢4-6

医療法人社団清伸会ふじの温泉病院 神奈川県相模原市緑区牧野8147-2

小松会病院 神奈川県相模原市南区新磯野2337

医療法人社団成仁会長田病院 神奈川県横浜市港南区丸山台二丁目2番10号

横浜鶴ヶ峰病院 神奈川県横浜市旭区川島町1764

医療法人社団元気会横浜病院 神奈川県横浜市緑区寺山町729

医療法人社団鴨居病院 神奈川県横浜市緑区鴨居5-27-10

横浜田園都市病院 神奈川県横浜市緑区長津田町3031番地2

医療法人社団さがみ野中央病院 神奈川県海老名市東柏ヶ谷6-20-20

医療法人社団柏綾会綾瀬厚生病院 神奈川県綾瀬市深谷中一丁目4番16号

医療法人社団総生会麻生リハビリ総合病院 神奈川県川崎市麻生区上麻生6-23-50

柿生記念病院 神奈川県川崎市麻生区上麻生六丁目28番20号

東新潟病院 新潟県新潟市中央区姥ケ山274番地1

佐渡市立両津病院 新潟県佐渡市浜田177番地1

医療法人社団葵会新潟聖籠病院 新潟県北蒲原郡聖籠町字大字蓮野5968-2

町立津南病院 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡丁2682番地

医療法人社団尽誠会野村病院 富山県富山市水橋辻ヶ堂466-1

あさなぎ病院 富山県高岡市五福町1番8号

社会医療法人財団松原愛育会松原病院 石川県金沢市石引4丁目3番5号

医療法人社団和宏会大手町病院 石川県金沢市大手町5番32号

医療法人社団瑞穂会みずほ病院 石川県河北郡津幡町字潟端422番地1

医療法人初生会福井中央クリニック 福井県福井市松本4丁目5番10号

奥村病院 福井県福井市板垣5丁目201番地

医療法人笠原病院 福井県越前市塚町214番地

都留市立病院 山梨県都留市つる5丁目1-55

北杜市立甲陽病院 山梨県北杜市長坂町大八田3954番地

松本中川病院 長野県松本市野溝西2丁目3番16号

長野県厚生農業協同組合連合会鹿教湯三才山リハビリテーションセンター三才山病院 長野県上田市鹿教湯温泉1777

各務原リハビリテーション病院 岐阜県各務原市鵜沼山崎町6-8-2

医療法人馨仁会藤掛病院 岐阜県可児市広見八七六番地

医療法人社団健育会熱川温泉病院 静岡県賀茂郡東伊豆町白田424

公益社団法人有隣厚生会富士小山病院 静岡県駿東郡小山町用沢437-1

医療法人社団喜生会新富士病院 静岡県富士市大渕字大峯3898番1

医療法人社団健寿会山の上病院 静岡県静岡市清水区草ヶ谷651番地7

静岡リウマチ整形外科リハビリ病院 静岡県静岡市葵区柚木90-1

静清リハビリテーション病院 静岡県静岡市葵区春日町2丁目12-25

袋井市立聖隷袋井市民病院 静岡県袋井市久能2515番地の1

医療法人社団誠心会浜北さくら台病院 静岡県浜松市浜北区四大地9-68

愛知学院大学歯学部附属病院 愛知県名古屋市千種区末盛通り2-11

（医）福友会八田なみき病院 愛知県名古屋市中村区並木2丁目366番地

医療法人野垣会野垣病院 愛知県名古屋市瑞穂区川澄町1-12

医療法人香流会紘仁病院 愛知県名古屋市守山区四軒家一丁目710番地

医療法人義興会可知記念病院 愛知県豊橋市南大清水町字富士見456番地

医療法人博報会岡崎東病院 愛知県岡崎市洞町字向山16番地2

医療法人大朋会岡崎共立病院 愛知県岡崎市羽根町字中田64番地1

医療法人葵葵セントラル病院 愛知県岡崎市中田町4番5

尾西記念病院 愛知県一宮市冨田字宮東1718番地

医療法人青和会中央病院 愛知県瀬戸市陶原町3丁目12番地

知多リハビリテーション病院 愛知県半田市有脇町13-101

豊川青山病院 愛知県豊川市西島町中井33番地1



保険医療機関名 住所

津島リハビリテーション病院 愛知県津島市南新開町1-114

医療法人清慈会鈴木病院 愛知県豊田市月見町1丁目10番地8

西知多リハビリテーション病院 愛知県知多市岡田字野崎13

医療法人福友会福友病院 愛知県日進市北新町殿ヶ池上539番地

医療法人赫和会杉石病院 愛知県知多郡武豊町向陽1丁目117番地

医療法人橘会東名病院 愛知県長久手市作田一丁目1110

医療法人（社団）佐藤病院長島中央病院 三重県桑名市長島町福吉271番地

医療法人安仁会水沢病院 三重県四日市市水沢町638番地3

花の丘病院 三重県松阪市山室町字西ノ谷707番地3

京都回生病院 京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町8番地の1

医療法人寿尚会洛陽病院 京都府京都市左京区岩倉上蔵町143

医療法人社団順和会京都下鴨病院 京都府京都市左京区下鴨東森ケ前町17

医療法人新生十全会京都双岡病院 京都府京都市右京区常盤古御所町2番地

医療法人新生十全会なごみの里病院 京都府京都市伏見区日野西風呂町5番地

医療法人仁心会宇治川病院 京都府宇治市小倉町老ノ木31番地

医療法人社団一心会都倉病院 京都府宇治市宇治山本27

医療法人綾冨士会綾部ルネス病院 京都府綾部市大島町二反田7番地の16

医療法人医修会新河端病院 京都府長岡京市一文橋2丁目31-1

医療法人社団石鎚会田辺記念病院 京都府京田辺市田辺戸絶1番地

医療法人弘正会西京都病院 京都府京都市西京区御陵溝浦町24番地

医療法人十全会京都東山老年サナトリウム 京都府京都市山科区日ノ岡夷谷町11番地

国保京丹波町病院 京都府船井郡京丹波町和田大下28番地

医療法人慈友会堺山口病院 大阪府堺市堺区東湊町6丁383

医療法人錦秀会阪和第一泉北病院 大阪府堺市南区豊田1588番地1

多根第二病院 大阪府大阪市港区築港3丁目4番25号

医療法人守田会いぶきの病院 大阪府和泉市いぶき野4-5-1

公益財団法人大阪労働衛生センター第一病院 大阪府大阪市西淀川区御幣島6-2-2

医療法人吉栄会吉川病院 大阪府岸和田市池尻町98番地

医療法人錦秀会阪和第二住吉病院 大阪府大阪市住吉区帝塚山東4丁目7番8号

医療法人大寿会大寿会病院 大阪府枚方市伊加賀西町47番1号

医療法人博愛会博愛茨木病院 大阪府茨木市中穂積3丁目2番41号

社会医療法人ペガサスペガサスリハビリテーション病院 大阪府堺市西区浜寺船尾町東4丁269番地

医療法人紀和会正風病院 大阪府堺市北区新金岡町5丁1番3号

医療法人脳神経外科日本橋病院 大阪府大阪市中央区高津3-2-22

医療法人楠和会公文病院 兵庫県神戸市長田区梅ヶ香町1丁目12番7号

医療法人財団樹徳会上ヶ原病院 兵庫県西宮市上ヶ原十番町1番85号

翠鳳第一病院 兵庫県南あわじ市広田広田字畑田134番地1

医療法人晴風園今井病院 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字屏風岳3番地

医療法人水光会伊丹天神川病院 兵庫県伊丹市北野6丁目38番地

医療法人社団祐生会祐生病院 兵庫県伊丹市山田5-3-13

医療法人ひまわり会八家病院 兵庫県姫路市西今宿二丁目9番50号

医療法人社団天馬会半田中央病院 兵庫県相生市旭3丁目2番18号

魚橋病院 兵庫県相生市若狭野町若狭野235-26

一般財団法人神戸在宅医療・医療介護推進財団神戸リハビリテーション病院 兵庫県神戸市北区しあわせの村1番18号

医療法人社団三聖会三聖病院 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町4丁目2-5

医療法人新仁会奈良春日病院 奈良県奈良市鹿野園町1212-1

医療法人友紘会奈良友紘会病院 奈良県北葛城郡上牧町服部台5丁目2番1号

医療法人弘生会関屋病院 奈良県香芝市関屋北5丁目11-1

琴の浦リハビリテーションセンター附属病院 和歌山県和歌山市毛見1451番地

医療法人藤民病院 和歌山県和歌山市塩屋3丁目6番2号

角谷整形外科病院 和歌山県和歌山市吉田337

医療法人西村会向陽病院 和歌山県和歌山市津秦40番地

医療法人洗心会玉置病院 和歌山県田辺市上屋敷二丁目5番1号

国保すさみ病院 和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見2380

ウェルフェア北園渡辺病院 鳥取県鳥取市覚寺181番地

医療法人友紘会皆生温泉病院 鳥取県米子市皆生新田3丁目7番8号

コープリハビリテーション病院 岡山県倉敷市水島東千鳥町1-60

医療法人緑隆会太田病院 岡山県新見市西方426番地

独立行政法人労働者健康安全機構吉備高原医療リハビリテーションセンター 岡山県加賀郡吉備中央町吉川7511

備前市国民健康保険市立日生病院 岡山県備前市日生町寒河2570-41

医療法人健真会山本整形外科病院 広島県広島市南区青崎2丁目4-20

広島シーサイド病院 広島県広島市南区元宇品町26番20号

医療法人清泉会一ノ瀬病院 広島県広島市中区国泰寺町1-5-11

医療法人社団明清会山田記念病院 広島県三原市宮浦6丁目2番1号

医療法人微風会ビハーラ花の里病院 広島県三次市山家町605-20

南海田病院 広島県安芸郡海田町栄町2-42

医療法人和同会宇部リハビリテーション病院 山口県宇部市大字西岐波229番地の3

医療法人太白会シーサイド病院 山口県宇部市大字東岐波字丸尾4322-1

医療法人和同会山口リハビリテーション病院 山口県山口市黒川3380番地

玉木病院 山口県萩市大字瓦町1番地

医療法人岩国病院 山口県岩国市岩国3丁目2-7

医療法人なぎさ会沖の洲病院 徳島県徳島市城東町1丁目8番8号

美波町国民健康保険美波病院 徳島県海部郡美波町田井105番地1

医療法人和光会前田病院 香川県高松市東ハゼ町824番地

医療法人社団和広会伊達病院 香川県高松市観光町588-8

医療法人ブルースカイ松井病院 香川県観音寺市村黒町739



保険医療機関名 住所

医療法人日昭会岡病院 香川県さぬき市志度1562番地

綾川町国民健康保険陶病院 香川県綾歌郡綾川町陶1720番地1

医療法人松山平成会平成脳神経外科病院 愛媛県松山市北井門2丁目7番28号

医療法人仁明会内科・消化器科羽鳥病院 愛媛県今治市南宝来町3丁目2-3

社会福祉法人恩賜財団済生会今治第二病院 愛媛県今治市北日吉町1丁目7番43号

医療法人康仁会西岡病院 愛媛県四国中央市三島金子2丁目7番22号

加戸病院 愛媛県喜多郡内子町内子771番地

医療法人岡村会岡村病院 高知県高知市入明町1番5号

医療法人野並会高知病院 高知県高知市相生町1番35号

医療法人旦龍会町田病院 高知県高知市旭町1丁目104番地

医療法人社団晴緑会高知総合リハビリテーション病院 高知県高知市一宮南町一丁目10-15

医療法人白菊会白菊園病院 高知県土佐市新居萩の里1番地

医療法人おくら会芸西病院 高知県安芸郡芸西村和食甲4268

やました甲状腺病院 福岡県福岡市博多区下呉服町1-8

宮城病院 福岡県福津市日蒔野5丁目12番の2

医療法人豊栄会福岡豊栄会病院 福岡県福岡市西区田尻2703-1

医療法人同仁会乙金病院 福岡県大野城市乙金東4丁目12番1号

医療法人オアシス福岡志恩病院 福岡県小郡市美鈴が丘1丁目5番3

医療法人広川病院 福岡県八女郡広川町大字新代930

医療法人社団高邦会柳川リハビリテーション病院 福岡県柳川市上宮永町113番地2

医療法人恵和会田川慈恵病院 福岡県田川郡福智町弁城3552番地

医療法人智仁会佐賀リハビリテーション病院 佐賀県佐賀市南佐賀一丁目17番1号

医療法人仁和会小池病院 佐賀県佐賀市嘉瀬町中原1922-2

医療法人幸善会前田病院 佐賀県伊万里市立花町2742-1

医療法人昭和会昭和会病院 長崎県長崎市東山手町6番51号

医療法人和光会恵寿病院 長崎県諫早市有喜町593番地1

聖マリア病院 長崎県五島市松山町133番地2

国民健康保険平戸市民病院 長崎県平戸市草積町1125番地12

医療法人至誠会保利病院 熊本県山鹿市古閑984

医療法人社団三森会三森循環器科呼吸器科病院 熊本県山鹿市大橋通1204番地

医療法人社団大森会おおもり病院 熊本県宇城市小川町北新田5番地

医療法人悠紀会病院 熊本県玉名市上小田1063番地

天草セントラル病院 熊本県天草市五和町御領9093番地

大分泌尿器科病院 大分県大分市長浜町2丁目1番32号

石垣病院 大分県別府市大字鶴見12番地の1

医療法人梶原病院 大分県中津市中殿町3丁目29番地の8

医療法人社団紘和会平和台病院 宮崎県宮崎市矢の先町150-1

藤元中央病院 宮崎県宮崎市北川内町乱橋3584番地1

医療法人社団城山病院 宮崎県宮崎市清武町船引238

医療法人明和会宮田眼科病院 宮崎県都城市蔵原町6街区3号

宗正病院 宮崎県都城市八幡町15街区3号

医療法人慶明会おび中央病院 宮崎県日南市飫肥6丁目2番28号

医療法人相愛会桑原記念病院 宮崎県小林市細野167番地

医療法人社団大和会大塚病院 宮崎県西都市御舟町2丁目45番地

えびの市立病院 宮崎県えびの市大字原田3223

国民健康保険高原病院 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓871番地

五ヶ瀬町国民健康保険病院 宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所2109番地1

医療法人春風会田上記念病院 鹿児島県鹿児島市西別府町1799番地

医療法人秀愛会沖野循環器科病院 鹿児島県鹿児島市西千石町13番30号

医療法人博康会アクラス中央病院 鹿児島県鹿児島市武岡一丁目121番5号

医療法人伸和会かのや東病院 鹿児島県鹿屋市笠之原町2923番地1号

枕崎市立病院 鹿児島県枕崎市日之出町230

指宿竹元病院 鹿児島県指宿市東方7531番地

社会医療法人鹿児島愛心会山川病院 鹿児島県指宿市山川小川1571

医療法人博悠会博悠会温泉病院 鹿児島県日置市東市来町湯田4648番地

社会福祉法人たちばな会オレンジ学園 鹿児島県霧島市福山町福山838番地

医療法人永光会あいらの森ホスピタル 鹿児島県姶良郡湧水町北方1854

医療法人南溟会宮上病院 鹿児島県大島郡徳之島町亀津7268

医療法人沖縄徳洲会与論徳洲会病院 鹿児島県大島郡与論町茶花403-1


