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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

医療法人明日葉会札幌マタニティ・ウィメンズホスピタル 北海道札幌市北区北13条西4丁目2-23

誠心眼科病院 北海道札幌市東区北15条東18丁目5番15号

医療法人社団太黒胃腸内科病院 北海道札幌市北区北11条西3丁目1番15号

医療法人社団明珠会札幌白石産科婦人科病院 北海道札幌市白石区東札幌5条6丁目6番28号

医療法人勉仁会中垣病院 北海道札幌市手稲区金山1条2丁目1番6号

医療福祉センター札幌あゆみの園 北海道札幌市白石区川北2254番地1

医療法人健光会旭川ペインクリニック病院 北海道旭川市4条通17丁目1553番地

上富良野町立病院 北海道空知郡上富良野町大町3丁目2番15号

社会医療法人友愛会恵愛病院 北海道登別市鷲別町2丁目31番地

新ひだか町立静内病院 北海道日高郡新ひだか町静内緑町4丁目5番1号

標茶町立病院 北海道川上郡標茶町開運4丁目1番地

医療法人治恵会北見中央病院 北海道北見市とん田東町383番地

医療法人赤心会十和田東病院 青森県十和田市大字三本木字里ノ沢1-247

医療法人誠仁会尾野病院 青森県つがる市木造若竹5番地

外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院 青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田42番地1

医療法人社団恵仁会三愛病院 岩手県盛岡市月が丘一丁目29番15号

安田病院 宮城県仙台市宮城野区小田原二丁目2番40号

医療法人慧眞会協和病院 秋田県大仙市協和上淀川字五百刈田277番地1

矢吹病院 山形県山形市嶋北四丁目5-5

白鷹町立病院 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲501

医療法人慈久会谷病院 福島県本宮市本宮字南町裡149番地

公立小野町地方綜合病院 福島県田村郡小野町大字小野新町字槻木内6番地2

医療法人新生会豊後荘病院 茨城県石岡市部原760-1

医療法人誠之会廣橋病院 茨城県北茨城市関本町福田1871

菊池病院 栃木県芳賀郡益子町塙316

医療法人仁和会野口病院 群馬県高崎市請地町38番地

医療法人海宝会海宝病院 群馬県館林市堀工町1269番地

医療法人千葉外科内科病院 埼玉県川口市原町4丁目41番地

希望病院 埼玉県北足立郡伊奈町小室3170

医療法人社団桜友会所沢ハートセンター 埼玉県所沢市上新井2-61-11

医療法人永仁会入間ハート病院 埼玉県入間市小谷田1258-1

医療法人社団紘智会籠原病院 埼玉県熊谷市美土里町3丁目136番地

医療法人社団彩優会秋谷病院 埼玉県幸手市中4-14-41

医療法人社団弘象会東和病院 埼玉県さいたま市緑区東浦和7-6-1

医療法人社団錦昌会みどりのは葉記念病院 千葉県千葉市緑区古市場町902-4

国保直営君津中央病院大佐和分院 千葉県富津市千種新田710番地

医療法人社団三友会三枝病院 千葉県富津市青木1641番地

医療法人社団聖和会天王台消化器病院 千葉県我孫子市柴崎台1-18-38

医療法人社団城東桐和会タムス市川リハビリテーション病院 千葉県市川市柏井町4-229-4

医療法人社団東光会茂原中央病院 千葉県茂原市下永吉796番地

医療法人白百合会大多喜病院 千葉県夷隅郡大多喜町上原786

医療法人社団透光会大栄病院 千葉県成田市桜田1137

医療法人社団健育会石川島記念病院 東京都中央区佃2-5-2

医療法人社団友仁会赤坂見附前田病院 東京都港区元赤坂1-1-5

医療法人社団九折会成城木下病院 東京都世田谷区成城6-13-20

古畑病院 東京都世田谷区池尻2丁目33番10号

社会福祉法人武蔵野療園病院 東京都中野区江古田2-24-11

ニューハート・ワタナベ国際病院 東京都杉並区浜田山3-19-11

浜田山病院 東京都杉並区浜田山4-1-8

医療法人社団愛語会要町病院 東京都豊島区要町1-11-13

医療法人社団卓秀会平塚胃腸病院 東京都豊島区西池袋三丁目2番16号

医療法人社団豊迪会大同病院 東京都豊島区高田3丁目22番8号

医療法人社団苑風会苑風会病院 東京都足立区中央本町一丁目19番5号

医療法人社団理弘会岩倉病院 東京都江戸川区南小岩7-28-4

みなみ野循環器病院 東京都八王子市兵衛1-25-1

医療法人社団三医会鶴川リハビリテーション病院 東京都町田市三輪町1129番地

医療法人社団喜平会奥島病院 東京都府中市美好町1-22

一般財団法人愛生会厚生荘病院 東京都多摩市和田1547

医療法人社団協友会横浜鶴見リハビリテーション病院 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町4-145-1

医療法人社団のう救会脳神経外科東横浜病院 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町888番地

医療法人社団善仁会横浜第一病院 神奈川県横浜市西区高島二丁目5番15号

医療法人社団仁和会さがみ仁和会病院 神奈川県相模原市中央区相模原4-11-4

神奈川北央医療生活協同さがみ生協病院 神奈川県相模原市南区相模大野6-2-11

医療法人社団晃進会川崎みどりの病院 神奈川県川崎市麻生区王禅寺1142番地

医療法人社団アルペン会アルペンリハビリテーション病院 富山県富山市楠木300番地

医療法人平成会小島病院 長野県長野市若里五丁目8番6号

東口病院 長野県長野市栗田356番地1

サニーサイドホスピタル 岐阜県多治見市小名田町西ヶ洞1-325

医療法人社団康心会康心会伊豆東部病院 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取17-2

医療法人社団陽光会南あたみ第一病院 静岡県熱海市下多賀477

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

医療法人社団秀峰会川村病院 静岡県富士市中島327番地

医療法人社団綾和会掛川北病院 静岡県掛川市下垂木3350

医療法人昌峰会加藤病院 愛知県名古屋市千種区末盛通2丁目15番地

別 添



保険医療機関名 住所

医療法人社団同潤会眼科杉田病院 愛知県名古屋市中区栄五丁目1番30号

水谷病院 愛知県名古屋市熱田区金山町一丁目4番3号

冨田病院 愛知県岡崎市本宿町字南中町32

北陽会病院 愛知県春日井市八幡町118番

医療法人馨仁会豊田東リハビリテーション病院 愛知県豊田市野見山町三丁目88-26

医療法人深谷会富士病院 愛知県知立市牛田町西屋敷137番地

高木病院 三重県鈴鹿市高岡町550番地

医療法人思源会第二岩崎病院 三重県津市一身田町387番地

医療法人社団貴順会吉川病院 京都府京都市左京区聖護院山王町1番地

医療法人原田病院 京都府京都市東山区七条通大和大路西入西之門町546-2

医療法人芳松会田辺病院 京都府京田辺市飯岡南原55番地

多根脳神経リハビリテーション病院 大阪府大阪市港区南市岡1丁目1番45号

医療法人橘会東住吉森本リハビリテーション病院 大阪府大阪市東住吉区住道矢田4-21-10

医療法人篤友会坂本病院分院 大阪府豊中市庄内東町3丁目19番36号

医療法人達瑛会鳳胃腸病院 大阪府堺市西区上653-1

新長田眼科病院 兵庫県神戸市長田区腕塚町4丁目1-13

医療法人社団緑水会北摂中央病院 兵庫県西宮市塩瀬町生瀬1281番地の5

医療法人敬愛会三田温泉病院 兵庫県三田市東山897-2

医療法人社団仁正会中谷整形外科病院 兵庫県加古川市平岡町新在家105番地

医療法人社団正名会池田病院 兵庫県尼崎市塚口町1-18-5

医療法人佑健会木村病院 兵庫県姫路市南八代町5-3

医療法人伯鳳会赤穂はくほう会病院 兵庫県赤穂市加里屋字新町99番地

恒生かのこ病院 兵庫県神戸市北区鹿の子台北町8丁目11番地1号

医療法人社団湧水方円会稲田病院 奈良県奈良市大森町46

角谷リハビリテーション病院 和歌山県和歌山市納定10-1

殿田胃腸肛門病院 和歌山県岩出市宮007番地の7

ナカムラ病院 広島県広島市佐伯区坪井三丁目818番地の1

サカ緑井病院 広島県広島市安佐南区緑井六丁目28番1号

医療法人秀明会小池病院 広島県福山市明治町10番5号

医療法人社団三恵会木太三宅病院 香川県高松市木太町3836番地7

医療法人順風会天山病院 愛媛県松山市天山二丁目3番30号

医療法人明和会高木眼科病院 愛媛県今治市北宝来町二丁目3番地1

医療法人厚仁会波方中央病院 愛媛県今治市波方町樋口甲1683の1

医療法人祥星会聖ヶ丘病院 高知県宿毛市押ノ川1196番地

医療法人松井医仁会大島眼科病院 福岡県福岡市博多区上呉服町11-8

医療法人社団研英会林眼科病院 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目23-35

医療法人松寿会松永病院 福岡県福岡市城南区片江1丁目4番38号

井槌病院 福岡県福岡市中央区薬院四丁目15番6号

医療法人つくし会病院 福岡県大野城市乙金3丁目18番20号

医療法人社団堀川会堀川病院 福岡県久留米市西町510

医療法人金子病院 福岡県柳川市久々原65番地

医療法人社団豊和会豊前病院 福岡県豊前市大字久路土1545番地

福田脳神経外科病院 佐賀県佐賀市本庄町本庄1236番地2

医療法人正友会松岡病院 佐賀県鳥栖市西新町1422

医療法人三樹会三樹病院 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所276番地1

嬉野温泉病院 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1919番地

医療法人愛心会島原マタニティ病院 長崎県島原市新町2丁目262番地1

医療法人（社団）協生会品川病院 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触854-2

伊井産婦人科病院 熊本県熊本市中央区大江本町8番15号

高田病院 熊本県八代市豊原下町4001番地

医療法人憲和会南部中央病院 熊本県熊本市南区南高江6丁目2-24

医療法人百善会村橋病院 大分県別府市千代町2番5号

医療法人杏林会村上記念病院 大分県中津市諸町1799番地

桂林病院 大分県日田市城町1丁目2番61号

医療法人興仁会桑尾病院 大分県宇佐市大字四日市118番地

佐藤第二病院 大分県宇佐市大字中原347番地

医療法人新生会宇佐胃腸病院 大分県宇佐市大字江須賀4092番地の1

岩男病院 大分県由布市湯布院町川上3059番地1

独立行政法人国立病院機構西別府病院 大分県別府市大字鶴見4548番地

医療法人慶明会宮崎中央眼科病院 宮崎県宮崎市清水3丁目6番21号

医療法人敬和会戸嶋病院 宮崎県都城市郡元一丁目9番地5

医療法人文誠会百瀬病院 宮崎県日南市南郷町中村乙2101番地

医療法人十善会県南病院 宮崎県串間市大字西方3728番地

清風病院 鹿児島県鹿児島市真砂町73番20号

医療法人吉祥会吉井中央病院 鹿児島県出水市平和町336

国分脳神経外科病院 鹿児島県霧島市国分向花133番地2

医療法人南さつま中央病院 鹿児島県南さつま市加世田本町37番地4

川平病院 沖縄県那覇市古波蔵3-5-25


