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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」（令和２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。
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保険医療機関名

医療法人同仁会向陽台病院 066‐0057 北海道千歳市若草1丁目10-11

医療法人聖仁会森病院 041‐0801 北海道函館市桔梗町557番地

医療法人亀田病院亀田花園病院 041‐0843 北海道函館市花園町24番5号

松前町立松前病院 049‐1503 北海道松前郡松前町字大磯174番地1

医療法人社団恵愛会佐々木病院 043‐0041 北海道檜山郡江差町字姥神町31番地

医療法人社団楽生会皆川病院 059‐0012 北海道登別市中央町3丁目20番地5

新ひだか町立三石国民健康保険病院 059‐3108 北海道日高郡新ひだか町三石本町214番地

医療法人社団あすなろ会帯広記念病院 089‐1182 北海道帯広市川西町基線28番地1

興部町国民健康保険病院 098‐1615 北海道紋別郡興部町字興部1322番地の23

医療法人北桜会弘前メディカルセンター 036‐8004 青森県弘前市大字大町2丁目2-9

内科種市病院 031‐0023 青森県八戸市大字是川字土間沢1

医療法人社団髙松病院 020‐0115 岩手県盛岡市館向町4番8号

医療法人社団愛和会盛岡南病院 020‐0835 岩手県盛岡市津志田13地割18番地4

社団医療法人啓愛会宝陽病院 028‐3111 岩手県花巻市石鳥谷町新堀第15地割23番地

一般財団法人佐藤病院 989‐6143 宮城県大崎市古川中里一丁目3番18号

岩切病院 983‐0821 宮城県仙台市宮城野区岩切字稲荷21

郡山市医療介護病院 963‐8031 福島県郡山市字上亀田1番地の1

日東病院 963‐8015 福島県郡山市細沼町3-11

社団医療法人容雅会中村病院 971‐8111 福島県いわき市小名浜大原字下小滝146-2

梁川病院 960‐0776 福島県伊達市梁川町字東土橋8番地

医療法人明風会久保田病院 315‐0022 茨城県石岡市行里川26-3

八郷整形外科内科病院 315‐0122 茨城県石岡市東成井2719番地

社会福祉法人欅会旭台病院 315‐0038 茨城県石岡市旭台1丁目17番26号

藤井病院 313‐0016 茨城県常陸太田市金井町3670

宇都宮内科病院 320‐0857 栃木県宇都宮市鶴田2丁目7-29

医療法人慶晴会宇都宮南病院 321‐0169 栃木県宇都宮市八千代1-2-11

医療法人慈啓会白澤病院 329‐1102 栃木県宇都宮市白沢町1813-16

社団医療法人弘全会芳賀中央病院 321‐3424 栃木県芳賀郡市貝町上根1440

二之沢病院 370‐3531 群馬県高崎市足門町142番地1

医療法人山育会日新病院 376‐0001 群馬県桐生市菱町3-2069-1

医療法人彩清会清水病院 369‐1412 埼玉県秩父郡皆野町皆野1390-2

医療法人社団駿心会いなげ西病院 263‐0035 千葉県千葉市稲毛区稲毛町5-8-6

我孫子つくし野病院 270‐1164 千葉県我孫子市つくし野131-1

医療法人社団聖進会市川東病院 272‐0001 千葉県市川市二俣2-14-3

医療法人社団協和会滝不動病院 274‐0813 千葉県船橋市南三咲4-13-1

医療法人社団寿光会岬病院 299‐4504 千葉県いすみ市岬町桑田2531

医療法人社団寿光会栗源病院 287‐0107 千葉県香取市助沢832-1

医療法人社団青藍会鈴木リハビリテーション病院 135‐0051 東京都江東区枝川3-8-13

医）有仁会阿部病院 141‐0022 東京都品川区東五反田1-6-8

医療法人社団有仁会糀谷病院 144‐0035 東京都大田区南蒲田三丁目3番15号

医療法人社団秀輝会目蒲病院 146‐0092 東京都大田区下丸子3丁目23番3号

社会福祉法人上宮会日暮里上宮病院 116‐0014 東京都荒川区東日暮里2-29-8

医療法人社団はなぶさ会島村記念病院 177‐0051 東京都練馬区関町北2-4-1

医療法人社団福仁会小松川病院 132‐0021 東京都江戸川区中央一丁目1番15号

医療法人社団向日葵清心会青梅今井病院 198‐0023 東京都青梅市今井一丁目2609-2

医療法人社団長生会長生病院 198‐0003 東京都青梅市小曾木1-3438

医療法人社団野村会昭和の杜病院 196‐0024 東京都昭島市宮沢町522番地2

医療法人社団葵会熊川病院 197‐0003 東京都福生市熊川154番地

医療法人社団慶晃会南山リハビリテーション病院 206‐0812 東京都稲城市矢野口3124-12

住所

別 添



保険医療機関名 住所

医療法人社団南浜会鈴木病院 248‐0033 神奈川県鎌倉市腰越1-1-1

医療法人社団仁和会聖園病院 950‐2002 新潟県新潟市西区青山7丁目9番10号

末広橋病院 950‐0041 新潟県新潟市東区臨港町二丁目25番地1

日本歯科大学新潟病院 951‐8151 新潟県新潟市中央区浜浦町1丁目8番地

脳神経センター阿賀野病院 959‐2221 新潟県阿賀野市保田6317番地15

成和病院 931‐8431 富山県富山市針原中町336番地

医療法人万葉病院 933‐0986 富山県高岡市西海老坂字大坪362番地

魚津病院 937‐0806 富山県魚津市友道789番地

太田病院 932‐0044 富山県小矢部市新富町3番11号

林病院 920‐0853 石川県金沢市本町1丁目2番27号

東野病院 923‐0964 石川県小松市今江町7-468

中田内科病院 929‐1126 石川県かほく市内日角6丁目35番地1

福井リハビリテーション病院 910‐0046 福井県福井市南楢原町20字大畑2番地

医療法人社団慈広会記念病院 410‐2211 静岡県伊豆の国市長岡741-1

医療法人社団陽光会南あたみ第一病院 413‐0102 静岡県熱海市下多賀477

御殿場石川病院 412‐0023 静岡県御殿場市深沢1285-2

フジヤマ病院 418‐0105 静岡県富士宮市原683番地の1

清水富士山病院 424‐0946 静岡県静岡市清水区八千代町6-33

白梅豊岡病院 438‐0126 静岡県磐田市下神増185番地19

医療法人福友会天寿病院 462‐0031 愛知県名古屋市北区米が瀬町138番地

医療法人杉山会すぎやま病院 465‐0092 愛知県名古屋市名東区社台三丁目10番地

医療法人泰玄会泰玄会西病院 494‐0007 愛知県一宮市小信中島字郷中104番地

医療法人堅田病院 520‐0242 滋賀県大津市本堅田三丁目33-24

医療法人西大路病院 604‐8437 京都府京都市中京区西ノ京東中合町12-1

一般財団法人仁風会嵯峨野病院 616‐8251 京都府京都市右京区鳴滝宇多野谷9番地

淀井病院 546‐0041 大阪府大阪市東住吉区桑津2-8-8

医療法人快生会貝塚記念病院 597‐0002 大阪府貝塚市新町11-5

医療法人公道会公道会病院 537‐0013 大阪府大阪市東成区大今里南5-4-9

医療法人貴和会生野中央病院 544‐0005 大阪府大阪市生野区中川5丁目4番2号

医療法人松徳会松谷病院 573‐0126 大阪府枚方市津田西町1-29-8

医療法人正正会分野病院 534‐0024 大阪府大阪市都島区東野田町5丁目3番33号

貴生病院 532‐0006 大阪府大阪市淀川区西三国1丁目18番4号

医療法人社団坂上田病院 663‐8246 兵庫県西宮市津門仁辺町6番25号

医療法人杏風会浜坂七釜温泉病院 669‐6741 兵庫県美方郡新温泉町七釜904

医療法人社団薫英の会久野病院 651‐2331 兵庫県神戸市西区神出町広谷623-16

医療法人弘仁会南和病院 638‐0833 奈良県吉野郡大淀町福神1-181

医療法人良友会西和歌山病院 640‐8432 和歌山県和歌山市土入176番地

医療法人明成会向井病院 649‐6331 和歌山県和歌山市北野283番地

医療法人稲穂会稲穂会病院 649‐6531 和歌山県紀の川市粉河756-3

平成記念病院 690‐2404 島根県雲南市三刀屋町三刀屋1294番地1

岡山西大寺病院付属中野分院 704‐8192 岡山県岡山市東区西大寺中野本町8-41

医療法人鷲風会下津井病院 711‐0926 岡山県倉敷市下津井吹上2丁目6番4号

医療法人晴顕会大谷病院 708‐0052 岡山県津山市田町33番地

医療法人正光会鳥越病院 714‐1202 岡山県小田郡矢掛町小林395番地の1

重症心身障害児施設ときわ呉 737‐0024 広島県呉市宮原13丁目2-12

医療法人社団神田会木曽病院 722‐0016 広島県尾道市神田町2番24号

医療法人真慈会真愛病院 739‐2616 広島県東広島市黒瀬町兼広279番地

医療法人社団清冨会サンポプラ病院 755‐0013 山口県宇部市明治町一丁目7番7号

医療法人社団若宮会山口若宮病院 753‐0212 山口県山口市下小鯖1522番地

医療法人緑山会周南高原病院 745‐0122 山口県周南市大字須々万本郷29番地の1



保険医療機関名 住所

医療法人社団千寿会岩国第一病院 741‐0062 山口県岩国市岩国1丁目20番49号

医療法人生山会斎木病院 759‐4101 山口県長門市東深川134番地

医療法人全生会周防病院 742‐0413 山口県岩国市周東町上久原123番地

医療法人南和会みどり病院 740‐1488 山口県岩国市由宇町359番地1

医療法人峰寿会岡内科病院 779‐3601 徳島県美馬市脇町字拝原1496番地5

医療法人博美会大野病院 771‐1506 徳島県阿波市土成町土成字南原231番地

医療法人友朋会なかじま中央病院 791‐4501 愛媛県松山市中島大浦3081-1

医療法人平成会山内病院 794‐0063 愛媛県今治市片山3丁目1番40号

医療法人高潮会潮江高橋病院 781‐8001 高知県高知市土居町9番18号

医療法人新松田会愛宕病院分院 781‐0270 高知県高知市長浜6012-1

医療法人千博会南国厚生病院 783‐0091 高知県南国市立田1180番地

医療法人千博会ネオリゾートちひろ病院 785‐0008 高知県須崎市中町1丁目6番25号

医療法人慈恵会中村病院 787‐0029 高知県四万十市中村小姓町75番地

医療法人次田会足摺病院 787‐0303 高知県土佐清水市旭町18番71号

大杉中央病院 789‐0315 高知県長岡郡大豊町中村大王1497-1

平尾山病院 810‐0014 福岡県福岡市中央区平尾5丁目22番18号

八女健朋会八媛病院 834‐0015 福岡県八女市本1486

医療法人石田病院 820‐0607 福岡県嘉穂郡桂川町大字土師28番地

医療法人笠松会有吉病院 823‐0015 福岡県宮若市上有木397-1

社会医療法人陽明会御所病院 800‐0344 福岡県京都郡苅田町大字新津1400番地

医療法人陽明会樋口病院 849‐1411 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1番地

唐津市民病院きたはた 847‐1201 佐賀県唐津市北波多徳須恵1424-1

医療法人七久会山﨑病院 859‐0165 長崎県諫早市小長井町小川原浦656

医療法人社団厚善会郡家病院 853‐0005 長崎県五島市末広町1番地9

医療法人弘池会口之津病院 859‐2503 長崎県南島原市口之津町丁5615番地

医療法人回生会堤病院 868‐0083 熊本県人吉市下林町232番地

医療法人永輝会ニュー天草病院 863‐0032 熊本県天草市太田町2番地1

重症心身障害児施設はまゆう療育園 863‐2503 熊本県天草郡苓北町志岐1215番地

医療法人二豊会国見病院 872‐1401 大分県国東市国見町伊美1968番地

医療法人康成会植村病院 890‐0014 鹿児島県鹿児島市草牟田一丁目4番7号

医療法人隆成会隆成会病院 890‐0065 鹿児島県鹿児島市郡元2丁目11-20

医療法人碧仁会井ノ上病院 893‐0012 鹿児島県鹿屋市王子町3980番地1

中村温泉病院 891‐0704 鹿児島県南九州市頴娃町別府1番地

医療法人野毛会もとぶ野毛病院 905‐0212 沖縄県国頭郡本部町字大浜880-1

医療法人社団栄央会なこそ病院 979‐0141 福島県いわき市勿来町窪田町通2-114

医療法人社団総風会江戸川共済病院 133‐0065 東京都江戸川区南篠崎町1-2-16

特定医療法人三青園丹後ふるさと病院 629‐3113 京都府京丹後市網野町小浜673番地

明芳外科リハビリテーション病院 654‐0024 兵庫県神戸市須磨区大田町6丁目1番3号

医療法人鎌野病院 798‐0051 愛媛県宇和島市広小路2-49

社会福祉法人真宗協会帯広光南病院 080‐0836 北海道帯広市空港南町303番地7

医療法人アンリー・デュナン会新雨竜第一病院 078‐2600 北海道雨竜郡雨竜町字尾白利加91番地1

医療法人社団浅野病院 353‐0004 埼玉県志木市本町6-24-21

医療法人祐愛会祐愛病院 394‐0033 長野県岡谷市南宮2-2-34

医療法人長安会中村病院 611‐0033 京都府宇治市大久保町平盛91-8

医療法人社団三紀会木下病院 670‐0084 兵庫県姫路市東辻井4丁目1番12号

医療法人社団清澄会ミタニ病院 761‐0450 香川県高松市三谷町1680番地1

医療法人慈風会白石病院 794‐0041 愛媛県今治市松本町1丁目5-9


