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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。



保険医療機関名

医療法人社団明日佳桜台明日佳病院 004‐0065 北海道札幌市厚別区厚別西5条5丁目1番1号

医療法人菊郷会石橋胃腸病院 003‐0863 北海道札幌市白石区川下3条4丁目2番1号

医療法人大空札幌南病院 005‐0850 北海道札幌市南区石山東7丁目1番28号

医療法人社団心優会野口病院 047‐0032 北海道小樽市稲穂2丁目22番6号

医療法人社団創成旭川南病院 070‐8004 北海道旭川市神楽岡14条7丁目1番1号

医療法人社団恩和会旭川高砂台病院 070‐8061 北海道旭川市高砂台1丁目1番22号

医療法人社団上田病院 050‐0083 北海道室蘭市東町2丁目24番6号

医療法人太平洋記念みなみ病院 085‐0813 北海道釧路市春採7丁目9番9号

釧路第一病院 084‐0906 北海道釧路市鳥取大通4丁目11-10

医療法人社団翔嶺館十勝の杜病院 089‐0563 北海道中川郡幕別町字千住193番地4

医療法人社団心優会加藤病院 078‐4106 北海道苫前郡羽幌町南6条5丁目13-1

奈井江町立国民健康保険病院 079‐0300 北海道空知郡奈井江町字奈井江12番地

医療法人仁医会（財団）釜石のぞみ病院 026‐0025 岩手県釜石市大渡町3丁目15番地26号

医療法人社団赤石会赤石病院 985‐0023 宮城県塩釜市花立町22番42号

細谷病院 010‐0014 秋田県秋田市南通宮田3-10

医療法人福島アフターケア協会大河内記念病院 973‐8402 福島県いわき市内郷御厩町3-96

長春館病院 970‐0103 福島県いわき市平藤間字川前63番地の2

医療法人明翔会みと南ヶ丘病院 310‐0836 茨城県水戸市元吉田町1057-1

医療法人愛正会やすらぎの丘温泉病院 318‐0003 茨城県高萩市下手綱1951-6

医療法人社団春日部さくら病院 344‐0117 埼玉県春日部市金崎702番地1

医療法人光仁会南部厚生病院 344‐0021 埼玉県春日部市大場20-1

医療法人社団聖心会十全病院 343‐0807 埼玉県越谷市赤山町5-10-18

医療法人社団明雄会北所沢病院 359‐0001 埼玉県所沢市下富1270-9

医療法人社団寿会吉沢病院 367‐0018 埼玉県本庄市諏訪町1216-1

堀中病院 340‐0114 埼玉県幸手市東3-1-5

医療法人緑栄会三愛記念病院 260‐0031 千葉県千葉市中央区新千葉2-2-3

医療法人社団健老会姉崎病院 299‐0118 千葉県市原市椎津2558-1

医療法人財団みさき会たむら記念病院 288‐0815 千葉県銚子市三崎町2丁目2609番1号

医療法人社団福聚会東葛飾病院 270‐0215 千葉県野田市中戸13番地

医療法人社団ときわ会常盤平中央病院 270‐2261 千葉県松戸市常盤平6丁目1番地8

医療法人社団清志会大倉記念病院 270‐0005 千葉県松戸市大谷口133-1

医療法人社団優仁会鈴木神経科病院 297‐0029 千葉県茂原市高師82番地

医療法人美篶会中原病院 299‐2703 千葉県南房総市和田町仁我浦19番地1

医療法人社団回心会回心堂病院 151‐0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-14-12

医療法人社団回心会ロイヤル病院 168‐0073 東京都杉並区下高井戸4丁目6番2号

医療法人社団さくら景星会桜台病院 176‐0014 東京都練馬区豊玉南1-20-15

医療社団法人純正会東大泉病院 178‐0063 東京都練馬区東大泉7-36-10

医療法人社団育陽会練馬さくら病院 179‐0081 東京都練馬区北町3-7-19

足立十全病院 121‐0812 東京都足立区西保木間三丁目20番2号

医療法人社団純正会八王子北部病院 193‐0801 東京都八王子市川口町1540-19

住所

別 添



保険医療機関名 住所

医療法人社団葵会AOI八王子病院 192‐0046 東京都八王子市明神町4-21-4

一般財団法人ひふみ会まちだ丘の上病院 195‐0064 東京都町田市小野路町11-1

医療法人社団好仁会滝山病院 203‐0033 東京都東久留米市滝山4丁目1番18号

医療法人社団葵会西多摩病院 205‐0022 東京都羽村市双葉町2-21-1

医療法人養生院清川病院 248‐0006 神奈川県鎌倉市小町2丁目13-7

医療法人社団湘南シルバーサポート湘南長寿園病院 251‐0051 神奈川県藤沢市白旗1丁目11番1号

医療法人愛生会三ツ境病院 246‐0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境23-8

医療法人社団若葉会つづき病院 224‐0057 神奈川県横浜市都筑区川和町2674-83

医療法人社団神愛会オアシス湘南病院 243‐0416 神奈川県海老名市中河内1227番地1

長岡保養園 940‐1111 新潟県長岡市町田町575番地

三条東病院 955‐0053 新潟県三条市北入蔵2丁目17番27号

社会福祉法人長岡福祉協会小千谷さくら病院 947‐0041 新潟県小千谷市小粟田2732

三輪病院 939‐8183 富山県富山市小中291番地

おおやま病院 930‐1326 富山県富山市花崎85番地

佐伯病院 939‐8015 富山県富山市中川原43-1

医療法人社団桑山会丹保病院 933‐0918 富山県高岡市大坪町1丁目1番3号

となみ三輪病院 939‐1431 富山県砺波市頼成605番地

西野内科病院 932‐0057 富山県小矢部市本町6-30

池田病院 921‐8824 石川県野々市市新庄2丁目10番地

みずほ病院 929‐0346 石川県河北郡津幡町字潟端422番地1

公益社団法人石川勤労者医療協会寺井病院 923‐1121 石川県能美市寺井町ウ84番地

医療法人社団高原会高原病院 400‐0422 山梨県南アルプス市荊沢255

朝日ながの病院 380‐0803 長野県長野市三輪1-2-43

医療法人真摯会諏訪城東病院 392‐0026 長野県諏訪市大手2丁目3-5

伊豆韮山温泉病院 410‐2121 静岡県伊豆の国市中條234番地

医療法人新光会伊豆平和病院 419‐0107 静岡県田方郡函南町平井1690-13

医療法人社団清風会芹沢病院 411‐0031 静岡県三島市幸原町2丁目3番1号

医療法人社団宝徳会小鹿病院 422‐8021 静岡県静岡市駿河区小鹿1633番地の1

医療法人社団一穂会西山病院 432‐8001 静岡県浜松市西区西山町500番地

北斗わかば病院 434‐0015 静岡県浜松市浜北区於呂3181-1

医療法人和伸会和田内科病院 464‐0851 愛知県名古屋市千種区今池南25-5

医療法人愛仁会名春中央病院 462‐0013 愛知県名古屋市北区東味鋺1丁目2401番地

ブラザー記念病院 467‐0851 愛知県名古屋市瑞穂区塩入町11番8号

医療法人豊岡会豊橋元町病院 441‐8132 愛知県豊橋市南大清水町字元町205

医療法人宏生会水野病院 489‐0067 愛知県瀬戸市小田妻町1丁目190番地の2

国府病院 442‐0856 愛知県豊川市久保町葉善寺36-1

医療法人聖俊会樋口病院 442‐0068 愛知県豊川市諏訪2丁目145番地

医療法人宏徳会安藤病院 796‐0026 愛知県津島市唐臼町半池72番地1

医療法人永仁会さとう病院 484‐0894 愛知県犬山市大字羽黒字下大日8番地の3

医療法人誠会山崎病院 511‐0836 三重県桑名市大字江場1365番地

医療法人丹笠会丹波笠次病院 622‐0213 京都府船井郡京丹波町須知町裏13番地7

市立福知山市民病院大江分院 620‐0301 京都府福知山市大江町河守180番地



保険医療機関名 住所

医療法人吉川会吉川病院 595‐0061 大阪府泉大津市春日町2番10号

医療法人西中医学会西中病院 546‐0013 大阪府大阪市東住吉区湯里五丁目9番6号

一般社団法人津守病院 557‐0062 大阪府大阪市西成区津守3丁目5番18号

医療法人ダイワ会大和中央病院 557‐0025 大阪府大阪市西成区長橋1丁目2番7号

医療法人桂信会羽原病院 598‐0046 大阪府泉佐野市羽倉崎1丁目1番4号

医療法人大和会辻野病院 581‐0033 大阪府八尾市志紀町南1-86

医療法人優輝会和泉南病院 590‐0525 大阪府泉南市馬場2丁目38番14号

松本病院 547‐0043 大阪府大阪市平野区平野東1丁目8番9号

タマダ病院 591‐8004 大阪府堺市北区蔵前町2-15-39

共立会病院 675‐0054 兵庫県加古川市米田町平津596番地

金田病院 671‐2103 兵庫県姫路市夢前町前之庄2934-1

医療法人五葉会城南多胡病院 670‐0012 兵庫県姫路市本町165番地

公益財団法人弘仁会玉島病院 713‐8103 岡山県倉敷市玉島乙島4030

高陽中央病院 739‐1731 広島県広島市安佐北区落合五丁目1-10

医療法人広和会福馬外科病院 733‐0033 広島県広島市西区観音本町1丁目11番3号

医療法人社団初仁会桧田病院 731‐5128 広島県広島市佐伯区五日市中央一丁目1番32号

広島心臓血管病院 731‐0113 広島県広島市安佐南区西原7丁目8-38

庄原同仁病院 727‐0203 広島県庄原市川北町字久井田890-1

医療法人豊愛会豊北病院 759‐5101 山口県下関市豊北町大字粟野2397番地

下松病院 744‐0008 山口県下松市新川二丁目1番1号

医療法人社団長明会長沢病院 756‐0824 山口県山陽小野田市中央一丁目5番26号

医療法人燈来会大久保病院 770‐0923 徳島県徳島市大道2丁目30番地

眉山病院 770‐8061 徳島県徳島市西二軒屋町2-39-2

医療法人若草会松村病院 771‐0117 徳島県徳島市川内町鶴島162番地

東洋病院 770‐0051 徳島県徳島市北島田町1丁目160番地2

医療法人住友内科病院 770‐0863 徳島県徳島市安宅2丁目3番5号

横山病院 799‐1101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲286番地

愛南町国保一本松病院 798‐4408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松5056番地2

医療法人厚愛会高知城東病院 781‐5103 高知県高知市大津乙719

医療法人島本慈愛会島本病院 780‐0841 高知県高知市帯屋町2丁目6番3号

医療法人杏林会高知ハーモニーホスピタル 781‐0074 高知県高知市南金田5番18号

医療法人防治会きんろう病院 781‐0011 高知県高知市薊野北町3丁目2番28号

医療法人藤原会藤原病院 783‐0005 高知県南国市大埇乙995

医療法人たんぽぽ清悠会松谷病院 787‐0305 高知県土佐清水市天神町14-18

医療法人十全会早明浦病院 781‐3521 高知県土佐郡土佐町田井1372番地

医療法人高幡会大西病院 786‐0007 高知県高岡郡四万十町古市町6番12号

医療法人和仁会東福岡和仁会病院 811‐0204 福岡県福岡市東区奈多1丁目4番1号

医療法人悠水会水城病院 818‐0104 福岡県太宰府市通古賀三丁目10番1号

医療法人善志会久留米南病院 830‐0066 福岡県久留米市荒木町下荒木1616

富田病院 830‐0223 福岡県久留米市城島町四郎丸261

医療法人古川病院 827‐0002 福岡県田川郡川崎町大字池尻296番地の1

宮部病院 829‐0311 福岡県築上郡築上町大字湊336番地



保険医療機関名 住所

医療法人社団響会緑ヶ丘病院 800‐0043 福岡県北九州市門司区緑ヶ丘3番5号

医療法人社団響会前田病院 802‐0062 福岡県北九州市小倉北区片野新町1丁目11番7号

医療法人社団愛信会小倉到津病院 803‐0846 福岡県北九州市小倉北区下到津5丁目10番31号

医療法人福翔会福岡病院 849‐0934 佐賀県佐賀市開成6丁目14番10号

医療法人平川病院 847‐0002 佐賀県唐津市山本644番地5

医療法人尚誠会冬野病院 849‐3201 佐賀県唐津市相知町相知2264番地

医療法人至誠堂宇都宮病院 849‐3133 佐賀県唐津市厳木町本山386-1

大野病院 849‐2304 佐賀県武雄市山内町大野6351番地1

医療法人順天堂順天堂病院 849‐2102 佐賀県杵島郡大町町大字福母707番地2

医療法人緑風会長崎みどり病院 852‐8022 長崎県長崎市富士見町18-24

医療法人啓正会清水病院 851‐2102 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷572

医療法人十全会潜竜徳田循環器科内科整形外科病院 859‐6134 長崎県佐世保市江迎町田ノ元467

医療法人社団悠愛会悠愛病院 862‐0945 熊本県熊本市東区画図町下無田1139

熊本循環器科病院 861‐4172 熊本県熊本市南区御幸笛田2丁目15-6

医療法人啓愛会白梅病院 867‐0008 熊本県水俣市浜4089番地1

医療法人社団明心会あおば病院 869‐0513 熊本県宇城市松橋町萩尾2037番地1

医療法人熊本桜十字桜十字八代病院 866‐0856 熊本県八代市通町8-9

医療法人康生会溝部病院 869‐5563 熊本県葦北郡芦北町湯浦403-1

国民健康保険天草市立河浦病院 863‐1215 熊本県天草市河浦町白木河内223番地11

医療法人ライフサポート明和記念病院 870‐0165 大分県大分市明野北1丁目2番17号

医療法人社団誠和会藤木病院 880‐2112 宮崎県宮崎市小松2988番地

医療法人藤和会米沢病院 890‐0016 鹿児島県鹿児島市新照院町19番8号

上山病院 890‐0073 鹿児島県鹿児島市宇宿3丁目17-6

リハビリホスピタル三愛 890‐0066 鹿児島県鹿児島市真砂町73番20号

医療法人世光会伊藤記念病院 891‐0404 鹿児島県指宿市東方367番地

医療法人義貫会中島病院 899‐8602 鹿児島県曽於市末吉町栄町1-6-6

医療法人桃蹊会霧島桜ヶ丘病院 899‐6603 鹿児島県霧島市牧園町高千穂3617-98

医療法人柏葉会水間病院 895‐2701 鹿児島県伊佐市菱刈前目2125番

北見北斗病院 090‐0045 北海道北見市北5条西1丁目6番地

吾妻さくら病院 377‐0423 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町782-1

森山病院 230‐0041 神奈川県横浜市鶴見区潮田町3-145-4

ひかわ医療生活協同組合斐川生協病院 699‐0631 島根県出雲市斐川町直江4883-1

医療法人悠仁会高橋病院 780‐0051 高知県高知市愛宕町3丁目9番20号

社会福祉法人聖嬰会イエズスの聖心病院 860‐0079 熊本県熊本市西区上熊本2丁目11-24


