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厚生労働省保険局医療課

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

標記について、地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生主管部（局）国民健康保険主管課（部）長及

び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）長あて通知するとともに、別添関

係団体等に協力を依頼しましたので、各位におかれましでも、関係者に対し周知を図られますよう

お願いいたします口
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独立行政法人地域医療機能推進機構

独立行政法人労働者健康福祉機構
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大臣官房地方課
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労働基準局労災管理課

労働基準局補償課

保険局保険課

社会保険研究所

公益財団法人日本医療保険事務協会

（別添）



地方厚生（支）局医療課長
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後期高齢者医療主管課（部）長

殿
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厚生労働省保険局医療課長

（公印省略）

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j （平成26年 3月 5日保医発0305第 1号。以下「施設基準通知j 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通知（以下「データ提出通知」という。）されることが必要とな

っている。

今般、別添の保険医療機関あてにデータ提出通知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Jにデータ提出通知を併せて届け出るこ

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。



｜別添｜

保険医療機関名 住所

医療法人讃生会宮の森記念病院 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目5番25号

社会医療法人社団三草会クラーク病院 北海道札幌市東区2条4丁目8番20号

医療法人社団朋仁会整形外科北新東病院 北海道札幌市東区伏古5条3丁目3-2

医療法人三和会札幌南整形外科病院 北海道札幌市南区南33条西11丁目4番1号

医療法人東札幌病院 北海道札幌市白石区東札幌3条3丁目7-35

医療法人社団藤花会江別谷藤病院 北海道江別市幸町22番地

社会医療法人品橋病院 北海道函館市元町32番18号

社会福祉法人北海道社会事業協会函館病院 北海道函館市駒場町4番6号

医療法人亀田病院 北海道函館市昭和1丁目23番11号

木古内町国民健康保険病院 北海道上磯郡木古内町字本町710

医療法人ひまわり会札樽病院 北海道小樽市銭函3丁目298番地

医療法人回生会大西病院 北海道旭川市4条通11丁目右3号

医療法人元生会森山病院 北海道旭川市8条通6丁目左10号

医療法人社団旭豊会旭川ニ愛病院 北海道旭川市永山4条6丁目3番24号

医療法人社団慶友会吉田病院 北海道旭川市4条西4丁目1-2

医療法人社団慈成会東旭川病院 北海道旭川市東旭川北1条6丁目 146番地1

道東勤医協釧路協立病院 北海道釧路市治水町3番目号

医療法人東北海道病院 北海道釧路市若竹町7番目号

医療法人朔陽会滝川脳神経外科病院 北海道滝川市西町1丁目2番5号

一般財団法人家明郷弘前脳卒中・リハビリァーションセンター 青森県弘前市大字扇町1丁目2番地1

公益財団法人シルバーリハビリテーション協会メディカノレコート
青森県八戸市大字長吉代宇中坪77番地

八戸西病院

平内町国民健康保険平内中央病院 青森県東津軽郡平内町大字小湊字外ノ沢l番地1
医療法人ときわ会ときわ会病院 青森県南津軽郡藤崎町大字榊字亀田2番地1
公立七戸病院 青森県上北郡七戸町字影津内98-1

北部上北広域事務組合公立野辺地病院 青森県上北郡野辺地町字鳴沢9番地12
国民健康保険五戸総合病院 青森県＝戸郡五戸町宇沢向17番地3

社会医療法人博進会南部病院 青森県二戸郡南部町大字沖田面字千刈36番地2
盛岡医療生活協同組合川久保病院 岩手県盛岡市津志田26地割30番地1

医療法人社団帰厚堂南昌病院 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢1ー2-181

医療法人社団仁明会驚藤病院 宮城県石巻市山下町1丁目7番24号

塩竃市立病院 宮城県塩竃市香津町7番l号

登米市立登米市民病院 宮城県登米市迫町佐沼字下回中25
公益財団法人宮城厚生協会古川民主病院 宮城県大崎市古川｜駅東2丁目 11-14

医療法人ひろせ会広瀬病院 宮城県仙台市青葉区郷六字大森4-2
一般財団法人光ヶ丘愛世会光ヶ丘スペルマン病院 宮城県仙台市宮城野区東仙台六丁目7番l号
独立行政法人国立病院機構仙台西多賀病院 宮城県仙台市太白区鈎取本町2-11-11

一般財団法人秋田県成人病医療センター 秋田県秋田市千秋久保田町6-17

市立大森病院 秋田県横手市大森町字菅生田245-205

秋田県厚生農業協同組合連合会湖東厚生病院 秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字貝保98番1号
医療法人社団松柏会至誠堂総合病院 山形県山形市桜町7番組号

社会医療法人みゆき会みゆき会病院 山形県上山市弁天二丁目2-11

置賜広域病院組合公立置賜長井病院 山形県長井市屋城町2番l号
公立置賜南陽病院 山形県南陽市宮内1204番地

一般財団法人大原綜合病院附属大原医療センター 福島県福島市鎌田字中江33番地

医療法人明精会会津西病院 福島県会津若松市北会津町東小松2335番地

公益財団法人湯浅報思会寿泉堂香久山病院 福島県郡山市香久池一丁目 18番11号

医療法人明信会今泉西病院 福島県郡山市朝日二丁目 18番8号

医療法人常磐会いわき湯本病院 福島県いわき市常磐湯本町台山6
社団医療法人養生会かしま病院 福島県いわき市鹿島町下蔵持字中沢目22-1

医療法人社団協栄会大久保病院 茨城県水戸市石川4丁目4040番地32号
国家公務員共済組合連合会水府病院 茨城県水戸市赤塚1丁目1番地

総和中央病院 茨城県古河市駒羽根825-1番地

医療法人竜仁会牛尾病院 茨城県龍ヶ崎市馴柴町1-15-1

医療法人西秀会西間木病院 茨城県取手市戸頭1丁目8番21号
医療法人健佑会いちはら病院 茨城県つくば市大曽根3681
医療法人社団双愛会つくば双愛病院 茨城県つくば市両崎1008
医療法人壷誠会宮本病院 茨城県稲敷市幸田1247

石岡循環器科脳神経外科病院 茨城県小美玉市栗文四ケ1768-29

医療法人社団売仁会那須中央病院 栃木県大田原市下石上1453番地

医療法人社団厚生会西方病院 栃木県栃木市西方町金崎273番地3
学校法人国際医療福祉大学国際医療福祉大学塩谷病院 栃木県矢板市富田77
群馬中央医療生活協同組合前橋協立病院 群馬県前橋市朝倉町828番地の1
医療法人社団ほたか会ほたか病院 群馬県利根郡川場村生品1861

医療法人向徳会上牧温泉病院 群馬県利根郡みなかみ町石倉198-2

鶴谷病院 群馬県伊勢崎市境百々421



保険医療機関名 住所

両崎中央病院 群馬県両崎市両関町498-1
医療法人松沢会希望館病院 群馬県両崎市江木町1120番地

医療法人真木会真木病院 群馬県両崎市筑縄町71-1
北毛保健生活協同組合北毛病院 群馬県渋川市有馬237-1
藤岡市国民健康保険鬼石病院 群馬県藤岡市鬼石139-1
医療法人済恵会須藤病院 群馬県安中市安中3532-5
医療法人社団全仁会両木病院 群馬県桐生市相生町5丁目754番地

医療法人六花会館林記念病院 群馬県館林市台宿町7番18号
医療法人両友会笠幡病院 埼玉県川越市笠幡4955番1
医療法人光仁会春日部厚生病院 埼玉県春日部市緑町6-11-48

医療法人社団全仁会越谷北病院 埼玉県越谷市千間台西2-4-6

医療法人福寿会埼玉回生病院 埼玉県八潮市大原455
東鷲宮病院 埼玉県久喜市桜田3-9-3
医療法人藤仁会藤村病院 埼玉県上尾市仲町1-8-33
医療法人一心会上尾更生生病院 埼玉県上尾市地頭方421-1
医療法人社団東光会戸田中央産院 埼玉県戸田市上戸田2丁目26番3号
医療法人山柳会塩味病院 埼玉県朝霞市溝沼2-4-1

医療法人社団和風会所沢中央病院 埼玉県所沢市北秋津753-2
医療法人社団清，b会至聖病院 埼玉県狭山市下奥富1221
医療法人豊岡整形外科病院 埼玉県入間市豊岡1丁目8番3号
本庄総合病院 埼玉県本庄市北堀1780
医療法人社団青葉会新座病院 埼玉県新座市堀ノ内3-14-30
千葉県救急医療センター 千葉県千葉市美浜区磯辺3-32-1

医療法人芙蓉会玉井病院 千葉県市原市玉井5155
大網白里市立国保大網病院 千葉県大網白里市富田884-1
社会医療法人社団さっき会袖ケ浦さっき台病院 千葉県袖ケ浦市長浦駅前5-21
柏市立柏病院 千葉県柏市布施1-3
東邦鎌谷病院 千葉県鎌ヶ谷市粟野594
公益財団法人化学療法研究会化学療法研究所附属病院 千葉県市川市国府台6-1-14

医療法人社団千葉秀心会東船橋病院 千葉県船橋市両根台4-29-1

長生郡市広域市町村圏組合公立長生病院 千葉県茂原市本納2777
医療法人明星会東条病院 千葉県鴨川市広場1615番地

医療法人社団愛信会佐倉中央病院 千葉県佐倉市栄町20-4

独立行政法人国立国際医療研究センタ一国府台病院 千葉県市川市国府台1-7-1

医療法人財団厚生会古川橋病院 東尽都港区南麻布2丁目 10番21号
医療法人財団順和会山王病院 東京都港区赤坂8-10-16

公益財団法人心臓血管研究所付属病院 東京都港区西麻布3-2-19

東尽保健生活協同組合東京健生病院 東京都文京区大塚4-3-8

社会福祉法人恩賜財団済生会支部東尽都済生会向島病院 東尽都墨田区八広1丁目5番10号
医療法人社団仁寿会中村病院 東京都墨田区八広二丁目 1番l号
医療法人財団正明会山田記念病院 東尽都墨田区石原二丁目20番1号
社会福祉法人あそか会あそか病院 東京都江東区住吉一丁目 18番l号
医療法人財団寿康会寿康会病院 東尽都江東区北砂二丁目 1番22号
医療法人青峰会くじらホスピタル 東京都江東区枝川二丁目8-25
医療法人社団冠心会大崎病院東京ハートセンター 東尽都品川区北品川5-4-12

医療法人社団童会目黒病院 東尽都目黒区中央町2-12-6
医療法人財団中島記念会大森山王病院 東尽都大田区山王3丁目9番6号
医療法人社団瑞心会杉並リハビリテーション病院 東京都杉並区西荻北二丁目5番5号
医療法人社団杏順会越川病院 東尽都杉並区西荻北2丁目5-3
特定医療法人社団一成会木村病院 東京都荒川区町屋2丁目3番7号
医療法人社団杏精会岡田病院 東尽都荒川区荒川15丁目3番l号
医療法人財団朔望会常盤台外科病院 東尽都板橋区常盤台2~25-20

医療法人社団叡宥会安田病院 東尽都板橋区成増1-13-9

東京保健生活協同組合大泉生協病院 東尽都練馬区東大泉6-3-3

医療法人財団健和会柳原病院 東京都足立区千住曙町35-1

日本赤十字社東京都支部葛飾赤十字産院 東京都葛飾区立石5丁目 11番12号
医療法人社団五十鈴会坂本病院 東尽都葛飾区西新小岩4-39-20

医療法人社団嬉泉会嬉泉病院 東京都葛飾区東金町1-35-8

医療法人社団玲瀧会金町中央病院 東尽都葛飾区金町1-9-1

医療法人社団玉栄会東京天使病院 東京都八王子市上壱分方町50-1
一般財団法人仁和会総合病院 東尽都八王子市明神町4-8-1

医療法人社団清智会清智会記念病院 東京都八王子市子安町3-24-15

社会福祉法人浴光会国分寺病院 東京都国分寺市東恋ケ窪4-2-2

医療法人社団幸隆会多摩丘陵病院 東京都町田市下小山田町1491
医療法人社団慶泉会町田慶泉病院 東京都町田市小川1546-2
医療法人社団大日会小金井太陽病院 東京都小金井市本町1丁目9番17号
医療法人社団東山会調布東山病院 東尽都調布市小島町2-32-17

医療法人社団大和会多摩川病院 東京都調布市国領町5-31-1

一般財団法人多摩緑成会緑成会病院 東京都小平市小川西町二丁目35番1号



保険医療機関名 住所

医療法人平成博愛会世田谷記念病院 東尽都世田谷区野毛2丁目30番10号

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター病院 東尽都小平市小川東町4-1-1

社会福祉法人恩賜財団済生会若草病院 神奈川県横浜市金沢区平潟町12番1号

医療法人ニ星会大倉山記念病院 神奈川県横浜市港北区樽町1-1-23

医療法人横浜平成会平成横浜病院 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町550番地

宗教法人寒川神社寒川病院 神奈川県両座郡寒川町宮山193
社会福祉法人聖テレジア会総合病院聖ヨゼフ病院 神奈川県横須賀市緑が丘28

医療法人湘和会湘南記念病院 神奈川県鎌倉市笛田2-2-60

医療法人光陽会鎌倉ヒロ病院 神奈川県鎌倉市材木座1-7-22

特定医療法人グループ・プフクアイス研究会藤沢御所見病院 神奈川県藤沢市瀬郷580番地

医療法人湘南篠原クリニッククローパーホスピタノレ 神奈川県藤沢市鵠沼石上3丁目3番6号

湘南第一病院 神奈川県藤沢市湘南台1丁目 19番地の7
医療法人間愛会小津病院 神奈川県小田原市本町1丁目1番17号
東芝健康保険組合東芝林間病院 神奈川県相模原市南区上鶴間7-9-1
医療法人社団晴育会さがみリハビリテーション病院 神奈川県相模原市中央区下九沢54-2

医療法人新都市医療研究会「君津」会南大和病院 神奈川県大和市下和田1331-2

医療法人社団晴育会横浜相原病院 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南2-3-12

医療法人光陽会横浜いずみ台病院 神奈川県横浜市泉区和泉町7838番
医療法人社団緑成会横浜総合病院 神奈川県横浜市青葉区鉄町2201番地5
医療法人社団山本記念会山本記念病院 神奈川県横浜市都筑区東山田町1552
聖マリアンナ医科大学東横病院 神奈川県川崎市中原区小杉町3-435
新潟県立吉田病院 新潟県燕市吉田大保町32番14号
医療法人社団共生会中条中央病院 新潟県胎内市西本町12番1号
富山県厚生農業協同組合連合会滑川病院 富山県滑川市常盤町119番地
医療法人社団健心会坂東病院 富山県下新川郡朝日町道下900番地
医療法人社団秋桜丸川病院 富山県下新川郡朝日町道下862
医療法人社団橘会整形外科米津病院 石川県金沢市尽町1番30号
医療法人社団光仁会木島病院 石川県金沢市松寺町子41番地1
社会医療法人財団董仙会恵寿金沢病院 石川県金沢市下新町6番26号
医療法人社団さくら会森田病院 石川県小松市園町ホ99番地1
医療法人社団愛康会小松ソフィア病院 石川県小松市沖周辺土地区画整理事業地内仮地番5街区30号
公立宇出津総合病院 石川県鳳珠郡能登町字宇出津タ字97番地
医療法人社団新村病院 石川県白山市月橋町722番地12
国民健康保険能美市立病院 石川県能美市大浜町ノ85番地
医療法人福井愛育病院 福井県福井市新保2丁目301
池端病院 福井県越前市今宿町8-1
医療法人至要会広瀬病院 福井県鯖江市旭町1-2-8
越前町国民健康保険織田病院 福井県丹生郡越前町織田第106号44番地l
公益社団法人山梨勤労者医療協会巨摩共立病院 山梨県南アルプス市桃園340
医療法人公生会竹重病院 長野県長野市大字鶴賀田町2099番地
医療法人健救会柳津病院 長野県上田市中央西一丁目2番10号
医療法人仁和会整形外科上田花園病院 長野県上田市中央西1-15-25
医療法人丸山会丸子中央病院 長野県上田市中丸子1771番地l
医療法人研成会諏訪湖畔病院 長野県岡谷市長地小萩一丁目 11番30号
医療法人雨宮病院 長野県佐久市下小田切73
医療法人社団幸紀会安江病院 岐阜県岐阜市鏡島西2-4-14
医療法人社団誠広会平野総合病院 岐阜県岐阜市黒野176番地5
医療法人和光会山田病院 岐阜県岐阜市寺田7丁目 110番地
医療法人社団友愛会岩砂病院・岩砂マタニアイ 岐阜県岐阜市八代1丁目7番1
医療法人仁寿会タジミ第一病院 岐阜県多治見市小名田町西ケ洞1-648
医療法人録ニ会太田病院 岐阜県美濃加茂市太田町2855-1
国民健康保険関ケ原病院 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原2490番地29
医療法人社団慶桜会東可児病院 岐阜県可児市広見1520番地
医療法人社団静岡健生会二島共立病院 静岡県ニ島市八反畑120ー7
日本赤十字社静岡県支部裾野赤十字病院 静岡県裾野市佐野713
一般財団法人恵愛会聖隷富士病院 静岡県富士市南町3番1号
医療法人社団駿甲会コミュニアイーホスピタル甲賀病院 静岡県焼津市大覚寺二丁目30番地のl
医療法人社団正心会岡本石井病院 静岡県焼津市小川新町五丁目2番3号
医療法人米国病院 愛知県名古屋市西区枇把島一丁目 11番5号
医療法人珪山会鵜飼病院 愛知県名古屋市中村区寿町30番地
医療法人倍行会借行会城西病院 愛知県名古屋市中村区北畑町四丁目 1番地
地方職員共済組合愛知県支部愛知ニの丸病院 愛知県名古屋市中区二の丸ニ丁目2番1号
医療法人生寿会かわな病院 愛知県名古屋市昭和区山花町50
医療法人新生会新生会第一病院 愛知県名古屋市瑞穂区玉水町1-3-2
医療法人笠寺病院 愛知県名古屋市南区松池町3-19
医療法人名南会名南病院 愛知県名古屋市南区南陽通5丁目 1-3
第→なるみ病院 愛知県名古屋市緑区細口一丁目210番地
医療法人清水会相生山病院 愛知県名古屋市緑区藤塚ニ丁目2704番地
医療法人尾張健友会千秋病院 愛知県一宮市千秋町塩尻字山王1番地



. 
保険医療機関名 住所

医療法人宏和会あさい病院 愛知県瀬戸市矢形町178-1
医療法人青山病院 愛知県瀬戸市南山町一丁目玉二番地
医療法人慈和会吉田整形外科病院 愛知県豊田市御立町7-100
常滑市民病院 愛知県常滑市鯉江本町4丁目5番地
医療法人秋田病院 愛知県知立市宝二丁目6番地12
医療法人生寿会五条川リハビリテーション病院 愛知県清須市春日新堀33番地
医療法人尚徳会ヨナハ総合病院 二重県桑名市和泉8丁目264番地の3

医療法人社団山中胃腸科病院 三重県四日市市小古曽3丁目5番33号

医療法人尚豊会みたき総合病院 二重県四日市市生桑町菰池458-1

特定医療法人瞳純会武内病院 三重県津市北丸之内82番地

伊賀市立上野総合市民病院 二重県伊賀市四十九町831番地

医療法人ニ重ハートセンター コ重県多気郡明和町大字大淀2227番地1
医療法人芙蓉会南草津病院 滋賀県草津市野路五丁目2番39号

富田病院 京都府尽都市北区小山下内河原町56
医療法人相馬病院 京都府尽都市上京区御前通今小路下ル南馬喰町911番地

医療法人社団淀さんせん会金井病院 尽都府尽都市伏見区淀木津町612番地12
医療法人社団千春会千春会病院 京都府長岡尽市開田2丁目 14番地26号
医療法人大泉会大仙病院 大阪府堺市西区北条町l了2番31号
医療法人温心会堺温心会病院 大阪府堺市中区深井清水町2140-1

医療法人啓信会中之島いわき病院 大阪府大阪市福島区福島ニ丁目2番9号
医療法人全心会寝屋川ひかり病院 大阪府寝屋川市石津元町12番20号
医療法人啓仁会咲花病院 大阪府和泉市のぞみ野1丁目3番30号
医療法人敬任会岡記念病院 大阪府河内長野市西之山町11番18号
東和病院 大阪府大阪市東住吉区田辺4丁目 13番目号

医療法人庸愛会富田町病院 大阪府両槻市富田町6丁目 10番1号

公益財団法人大阪府三島救急医療センター 大阪府両槻市南芥川町11番l号
医療法人祥佑会藤田胃腸科病院 大阪府両槻市松原町17-36

医療法人健和会うえだ下田部病院 大阪府両槻市登町33番1号
一般財団法人岸和田農友協会岸和田平成病院 大阪府岸和田市春木若松町3-33

医療法人ガフシア会ガフシア病院 大阪府箕面市粟生関谷西6-14-1

医療法人中本会中本病院 大阪府大阪市東成区中道4丁目 13番12号

医療法人沖縄徳洲会吹田徳洲会病院 大阪府吹田市千里丘西311-7

医療法人慈心会あびこ病院 大阪府大阪市住吉区我孫子3-3-20

医療法人同友会共和病院 大阪府大阪市生野区勝山南4丁目 16番10号

医療法人りんどう会向山病院 大阪府枚方市招提克町1-36-6

医療法人柏友会柏友会楠葉病院 大阪府枚方市楠葉花園町4-1

医療法人みどり会中村病院 大阪府枚方市長尾播磨谷1-2834-5

医療法人彰療会大正病院 大阪府大阪市大正区＝軒家東5-5-16

医療法人永寿会福島病院 大阪府大阪市旭区千林2丁目4番22号

摂津ひかり病院 大阪府摂津市鳥飼八防2丁目3番8号
摂津医誠会病院 大阪府摂津市南千里丘1番32号

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立呼吸器・アレルギー
大阪府羽曳野市はびきの3-7-1

医療センター

医療法人善正会上田病院 大阪府豊中市庄内幸町4丁目 12番8号

医療法人若葉会豊中若葉会病院 大阪府豊中市東豊中町5丁目 13-18

医療法人彩樹豊中緑ヶ正病院 大阪府豊中市西緑丘1-11-31

医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院 大阪府大阪市北区梅田2丁目4番32号

医療法人医誠会城東中央病院 大阪府大阪市城東区鴫野西5丁目 13番47号

市立柏原病院 大阪府柏原市法善寺1丁目7番9号

医療法人正清会金剛病院 大阪府富田林市寿町1-'-6-10

医療法人仁風会牧野病院 大阪府東大阪市大平寺1丁目9番26号

医療法人宝持会池田病院 大阪府東大阪市宝持1-9-28

医療法人寿山会喜馬病院 大阪府東大阪市岩田町4丁目2番8号

医療法人尽昭会ツヂ病院 大阪府太阪市都島区都島北通1丁目22番6号

医療法人正和会協和病院 大阪府大阪市都島区東野田町5-2-25

社会医療法人生長会ベルヒ。アノ病院 大阪府堺市西区菱木1-2343-11

医療法人仁悠会吉川病院 大阪府堺市北区東ニ国ヶ丘町4丁1番25号

医療法人樫本会樫本病院 大阪府大阪狭山市東莱英木4丁目 1151

医療法人泉南玉井会玉井整形外科内科病院 大阪府阪南市下出492番地

国家公務員共済組合連合会六甲病院 兵庫県神戸市灘区土山町5番l号

医療法人社団董会北須磨病院 兵庫県神戸市須磨区東白川台1丁目1番地l

医療法人薫風会佐野病院 兵庫県神戸市垂水区清水が丘2丁目5番1号

医療法人喜望会谷向病院 兵庫県西宮市今津水波町6-30

医療法人昭圭会南芦屋浜病院 兵庫県芦屋市陽光町3番21号

洲本伊月病院 兵庫県洲本市桑間428

医療法人社団淡路平成会平成病院 兵庫県南あわじ市八木養宜中173

医療法人双葉会西江井島病院 兵庫県明石市大久保町西島653

医療法人社団愛明会明石回生病院 兵庫県明石市二見町東二見549-1

医療法人社団佳生会野木病院 兵庫県明石市魚住町長坂寺1003-1



保険医療機関名 住所

多可赤十字病院 兵庫県多可郡多可町中区岸上280

医療法人社団智聖会安藤病院 兵庫県尼崎市東難波町5-19-16

医療法人仁寿会石川病院 兵庫県姫路市別所町別所2-150

特定医療法人光寿会城陽江尻病院 兵庫県姫路市北条1丁目279

姫路医療生活協同組合共立病院 兵庫県姫路市市川台3-12

医療法人ニ栄会ツカザキ記念病院 兵庫県姫路市南車崎1丁目5番5号

春日病院 兵庫県神戸市北区大脇台3番l号

医療法人社団甲北会甲北病院 兵庫県神戸市北区有野中町1丁目 18番36号

特定医療法人誠仁会協和病院 兵庫県神戸市西区押部谷町栄191-1

医療法人社団輩会伊川谷病院 兵庫県神戸市西区池上2丁目4番地の2
医療法人ニ友会なで、しこレディースホスピタノレ 兵庫県神戸市西区井吹台東町2丁目 13番地

医療法人岡谷会おかたに病院 奈良県奈良市南京終町l丁目25-1

医療法人鴻池会秋津鴻池病院 奈良県御所市大字池之内1064番地

医療法人果恵会恵王病院 奈良県北葛城郡王寺町王寺2-10-18

医療法人曙会和歌浦中央病院 和歌山県和歌山市塩屋6丁目2番70号

医療法人匡慈会中谷医科歯科病院 和歌山県和歌山市屋形町1丁目 11番地

医療法人ニ車会貴志川リハビリァーション病院 和歌山県紀の川市貴志川町丸栖1423-3

医療法人研医会田辺中央病院 和歌山県田辺市南新町147

藤井政雄記念病院 鳥取県倉吉市山根43-1

国民健康保険智頭病院 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭1875番地

医療法人社団創健会松江記念病院 島根県松江市上乃木三丁目4番1号

医療法人社団目立記念病院 島根県安来市安来町1278-5

出雲市民病院 島根県出雲市塩冶町1536-1

町立奥出雲病院 島根県仁多郡奥出雲町ニ成1622番地l

邑智郡公立病院組合公立邑智病院 島根県邑智郡邑南町中野3848-2

津和野共存病院 島根県鹿足郡津和野町森村ロ141
隠岐広域連合立隠岐病院 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町355番地

医療法人社団三樹会梶木病院 岡山県岡山市北区西花尻1231-1

地方独立行政法人岡山県精神科医療センター 岡山県岡山市北区鹿田本町3-16

医療法人賀新会玉島第一病院 岡山県倉敷市玉島1334-1

玉島協同病院 岡山県倉敷市玉島柏島5417
医療法人和香会倉敷スイートホスピタル 岡山県倉敷市中庄35.42番1
医療法人東浩会石川病院 岡山県津山市川崎1303

医療法人吉備会中谷外科病院 岡山県玉野市田井3-1-20

医療法人緑十字会笠岡中央病院 岡山県笠岡市笠岡5102-14

医療法人おだうじ会小田病院 岡山県井原市井原町582番地

社会医療法人清風会日本原病院 岡山県津山市日本原352

総合病院岡山赤十字病院玉野分院 岡山県玉野市築港5丁目 16番25号

済生会吉備病院 岡山県岡山市北区高松原古才584-1

倉敷市立児島市民病院 岡山県倉敷市児島駅前2丁目39番地

備前市国民健康保険市立備前病院 岡山県備前市伊部2245番地

瀬戸内市立瀬戸内市民病院 岡山県瀬戸内市邑久町山田庄845-1

国立病院機構岡山市立金川病院 岡山県岡山市北区御津金）11449番地

医療法人たかまさ会山崎病院 広島県広島市東区上温品1丁目24-9

医療法人社団輔仁会太田川病院 広島県広島市東区戸坂千足－T目21番25号

広島中央保健生活協同組合総合病院福島生協病院 広島県広島市西区都町42-7

広島中央保健生活協同組合生協さえき病院 広島県広島市佐伯区八幡東3丁目 11-29

医療法人社団聖愛会ぎおん牛田病院 広島県広島市安佐南区西原8丁目29番24号

地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立舟入市民病院 広島県広島市中区舟入幸町14番11号
医療法人社団啓卯会村上記念病院 広島県尾道市新浜1-14-26

因島医師会病院 広島県尾道市因島中庄町1962番地

社会医療法人定和会神原病院 広島県福山市赤坂町大字赤坂1313番地

コ次地区医療センター 広島県＝次市十日市東3丁目 16-1

医療法人社団貴和会佐伯中央病院 広島県廿日市市津田4180

安芸太田病院 広島県山県郡安芸太田町大字下殿河内236番地

光風園病院 山口県下関市長府才川二丁目21-2

医療法人茜会昭和病院 山口県下関市汐入町35番l号

社会医療法人尾中病院 山口県宇部市常磐町2丁目4番5号
医療法人聖比留会セントヒル病院 山口県宇部市今村北三丁目7番目号

医療生活協同組合健文会宇部協立病院 山口県宇部市五十目山町16-23
医療法人和開会宇部西リハビリテーション病院 山口県宇部市大字沖ノ旦797番地
地域医療支援病院オープンシスァム徳山医師会病院 山口県周南市東山町6番28号
医療法人神徳会ニ田尻病院 山口県防府市お茶屋町3番27号

医療法人社団松友会松本外科病院 山口県防府市天神2丁目 l番44号
医療法人康淳会緑町ニ祐病院 山口県防府市緑町1丁目5番29号

医療法‘人錦病院 山口県岩国市錦見七丁目 15-7

医療法人山口平成会山口平成病院 山口県岩国市玖珂町1340番地

医療法人社団向陽会阿知須同仁病院 山口県山口市阿知須4241-4

医療法人協愛会阿知須共立病院 山口県山口市阿知須4171番地1



保険医療機関名 住所

下関市立豊浦病院 山口県下関市豊浦町大字小串7番地3

医療法人平成博愛会博愛記念病院 徳島県徳島市勝占町惣回9
医療法人愛生会兼松病院 徳島県鳴門市撫養町斎田字大堤54

医療法人松風会江藤病院 徳島県小松島市和田島町字浜塚132-3

阿波病院 徳島県阿波市市場町市場宇岸ノ下190番地l

香川医療生活協同組合両松平和病院 香川県両松市栗林町1丁目4-1

土庄町国民健康保険土庄中央病院 香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2
医療法人中川病院 愛媛県松山市南梅本町甲58番地

、医療法人団伸会奥島病院 愛媛県松山市道後町二丁目2番1号
医療法人笠置記念胸部外科松山笠置記念心臓血管病院 愛媛県松山市末広町18番地2
医療法人聖光会鷹の子病院 愛媛県松山市鷹子町525番地1

愛媛生協病院 愛媛県松山市来住町1091-1

医療法人社団慈生会松山城東病院 愛媛県松山市松末二丁目 19番36号

医療法人陽成会広瀬病院 愛媛県今治市拝志1番26号
消化器科久保病院 愛媛県今治市内堀一丁目 1-19

社会医療法人真泉会今治第一病院 愛媛県今治市宮下町1丁目 1-21
医療法人聖ルカ会木原病院 愛媛県今治市別宮町三丁目7番地の8

医療法人順天会放射線第一病院 愛媛県今治市北日吉町1丁目 10番50号
新居浜協立病院 愛媛県新居浜市若水町1丁目7-45

医療法人恕風会大洲記念病院 愛媛県大洲市徳森1512-1

医療法人明生会長谷川病院 愛媛県四国中央市金生町下分1249番地の1
医療法人社団樹人会北条病院 愛媛県松山市河野中須賀288番地5
愛媛県立南宇和病院 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2433-1

医療法人山口会両知厚生病院 両知県両知市葛島1丁目9-50

両知医療生活協同組合両知生協病院 高知県高知市口細山206--'9
医療法人永島会永井病院 両知県両知市春野町西分2027-3

医療法人須崎会両陵病院 両知県須崎市横町l番28号

四万十市立市民病院 両知県四万十市中村東町1丁目 1-27

医療法人創治竹本病院 両知県四万十市右山1973番地2

医療法人互生会筒井病院 両知県宿毛市平田町戸内1802番地

医療法人光陽会関田病院 両知県吾川郡いの町3864-1

佐川町立両北国民健康保険病院 両知県両岡郡佐川町甲1687番地

前田病院 両知県両岡郡越知町越知甲2133番地

医療法人愛風会さく病院 福岡県福岡市博多区竹下4丁目6番25号

医療法人相生会新吉塚病院 福岡県福岡市博多区吉塚7丁目6番29号
医療法人冠博多，心臓血管病院 福岡県福岡市博多区中呉服町3番15号

医療法人社団正信会水戸病院 福岡県粕屋郡須恵町大字旅石115-483

医療法人浪江堂ニ野原病院 福岡県糟屋郡篠栗町金出5335

医療法人社団原道会摩利支病院 福岡県宗像市東郷6丁目2番10号

医療法人庄正会蜂須賀病院 福岡県宗像市野坂2650

医療法人光洋会赤間病院 福岡県宗像市石丸1丁目6番7号

医療法人社団朝菊会昭和病院 福岡県福岡市西区大字徳永字大町911-1

医療法人財団華林会村上華林堂病院 福岡県福岡市西区戸切2丁目 14番45号

医療法人原信会原口病院循環器科内科 福岡県福岡市早良区小田部6丁目 11番15号

吉村病院 福岡県福岡市早良区西新3丁目 11-27

早良病院 福岡県福岡市西区姪の浜2丁目2番50

医療法人聖峰会聖峰会マリン病院 福岡県福岡市西区小戸3丁目55番12号

医療法人弘医会福岡鳥飼病院 福岡県福岡市城南区鳥飼6丁目8番5号

日本赤十字社福岡県支部今津赤十字病院 福岡県福岡市西区今津377

医療法人財団博愛会博愛会病院 福岡県福岡市中央区笹丘1丁目28番25号

医療法人寺沢病院 福岡県福岡市南区市崎1丁目 14-11

医療法人春成会樋口病院 福岡県春日市紅葉ヶ正東1-86

医療法人小西第一病院 福岡県筑紫野市石崎一丁目3番1号

医療法人社団俊聖会甘木中央病院 福岡県朝倉市甘木667番地

医療法人社団医王会朝倉健生病院 福岡県朝倉市甘木151番地4

医療法人繁桜会馬場病院 福岡県八女郡広川町大字新代1389-409

一般財団法人医療・介護・教育研究財団柳川病院 福岡県柳川市筑紫町29番地

医療法人親仁会みさき病院 福岡県大牟田市大字岬1230番地

医療法人けんこう兼行病院 福岡県大牟田市大字歴木977番地4

医療法人社団親和会共立病院 福岡県飯塚市横田770番地3

医療法人洗心会児嶋病院 福岡県飯塚市本町19-32

医療法人博愛会頴田病院 福岡県飯塚市口原1061番地

社会保険稲築病院 福岡県嘉麻市口春744番地1

医療法人仁正会鎌田病院 福岡県嘉麻市中益420番地1

医療法人相生会宮田病院 福岡県宮若市本城1636番地

医療法人健愛会健愛記念病院 福岡県遠賀郡遠賀町大字木守字江の上1191

中間市立病院 福岡県中間市蓮花寺3丁目 1番7号

医療法人秋桜会新中間病院 福岡県中間市通谷1丁目36番l号

医療法人健美会佐々木病院 福岡県北九州市八幡西区吉祥寺町9番36号



保険医療機関名 住所

医療法人社団明愛会大平メディカノレケア病院 福岡県北九州市八幡西区大平二丁目 14-7

医療法人香林会香月中央病院 福岡県北九州市八幡西区香月中央1-14-18

医療法人敬天会東和病院 福岡県北九州市小倉南区守恒本町1-3-1

医療法人社団天翠会松井病院 福岡県北九州市小倉北区黄金2丁目9-14

医療法人慈恵会慈恵曽根病院 福岡県北九州市小倉南区沼本町4-2-19

医療法人社団恵友会霧ケ丘つだ、病院 福岡県北九州市小倉北区霧ヶ正3丁目9-20

医療法人間愛会副島病院 佐賀県佐賀市大財1丁目6-60

一般社団法人唐津東松浦医師会唐津東松浦医師会医療センター 佐賀県唐津市千代田町2566番地11

医療法人整和会副島整形外科病院 佐賀県唐津市和多田天満町一丁目2番1号

医療法人仁徳会今村病院 佐賀県鳥栖市本通町1丁目855番地10

医療法人天心堂志田病院 佐賀県鹿島市大字中村2134番地4

医療法人ロコメデイカル江口病院 佐賀県小城市二日月町金田1054-2

多久市立病院 佐賀県多久市多久町1771番地4

大町町立病院 佐賀県杵島郡大町町大字大町8878番地l

伊万里・有田地区医療福祉組合伊万里有国共立病院 佐賀県西松浦郡有田町二ノ瀬甲860番地

ニ菱重工業株式会社長崎造船所病院 長崎県長崎市飽の浦町l番73号

医療法人慈恵会小江原中央病院 長崎県長崎市小江原2丁目1番20号

医療法人緑十字会両原中央病院 長崎県長崎市諏訪町6-24

医療法人わかば会俵町浜野病院 長崎県佐世保市俵町22番1号

医療法人社団東洋会池田病院 長崎県島原市湖南町6893番地2

医療法人博愛会哲翁病院 長崎県南島原市口之津町甲1181

独立行政法人国立病院機構長崎病院 長崎県長崎市桜木町6-41

地方独立行政法人北松中央病院 長崎県佐世保市江迎町赤坂299番地

日本赤十字社長崎県支部日本赤十字社長崎原爆諌早病院 長崎県諌早市多良見町化屋986番地2

長崎県病院企業団長崎県上五島病院 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1549-11

医療法人東陽会東病院 熊本県熊本市南区出仲間5-2-2

医療法人社団岡山会九州記念病院 熊本県熊本市中央区水前寺公園3-38

医療法人桜十字桜十字病院 熊本県熊本市南区御幸木部1丁目 l番l号

医療法人山部会竜山内科リハビリァーション病院 熊本県熊本市北区室閤町10番17号

医療法人朝日野会朝日野総合病院 熊本県熊本市北区室園町12-10

医療法人室原会菊南病院 熊本県熊本市北区鶴羽田3丁目l番53号

医療法人社団如水会嶋田病院 熊本県熊本市中央区練兵町24

西村内科・脳神経外科病院 熊本県熊本市中央区南熊本2丁目7-7

熊本泌尿器科病院 熊本県熊本市中央区新町4丁目7番22号

医療法人杏和会城南病院 熊本県熊本市南区城南町舞原無番地

医療法人蘇春堂球磨病院 熊本県人吉市上青井町176

愛生会外山病院 熊本県人吉市南泉田町89

医療法人杏林会鴻江病院 熊本県荒尾市増永2620番地

医療法人春水会山鹿中央病院 熊本県山鹿市山鹿1000番地

医療法人社団熊本清仁会菊陽台病院 熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2984番地

社会医療法人稲穂会天草慈恵病院 熊本県天草郡苓北町上津深江278-10

医療法人堀尾会熊本託麻台リハビリァーション病院 熊本県熊本市中央区帯山8丁目2-1

社会福祉法人恩賜財団済生会みすみ病院 熊本県宇城市三角町波多775番地l

大分県医療生活協同組合大分健生病院 大分県大分市古ヶ鶴1丁目 1番15号

医療法人愛寿会大分循環器病院 大分県大分市寿町27番1

医療法人大川産婦人科病院 大分県大分市末広町2丁目4番16号

医療法人畏敬会井野辺病院 大分県大分市大字中尾字平255番地

医療法人社団仁泉会畑病院 大分県別府市中島町14番22号

医療法人慈仁会酒井病院 大分県中津市中央町1丁目l番43号

社会医療法人小寺会佐伯中央病院 大分県佐伯市常盤東町6番30号

一般社団法人臼杵市医師会臼杵市医師会立コスモス病院 大分県臼杵市大字戸室字長谷1131番地1

社会医療法人社団大久保病院 大分県竹田市久住町大字栢木6026-2

杵築市立山香病院 大分県杵築市山香町大宇野原1612-1

豊後大野市民病院 大分県豊後大野市緒方町馬場276番地

国東市民病院 大分県国東市安岐町下原1456

医療法人メディケアアライアンスあおぞら病院 大分県国東市国東町小原2650番地

日出児玉病院 大分県速見郡日出町川崎837番地の1

医療法人平成会サンライズ酒井病院 大分県速見郡日出町3156番地l

医療法人玖寿会高田病院 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足259

医療法人社団仁和会竹内病院 宮崎県宮崎市霧島2丁目260番地

医療法人陽明会増田病院 宮崎県宮崎市大字大瀬町2176-1

医療法人社団牧会小牧病院 宮崎県都城市立野町5-5-1

医療法人社団嘉祥会岡村病院 宮崎県延岡市平原町1丁目 1389番地l

延岡市医師会病院 宮崎県延岡市出北6丁目 1621番

医療法人養気会池井病院 宮崎県小林市真方87番地

医療法人隆徳会鶴田病院 宮崎県西都市御舟町1丁目78番地

医療法人暁星会ニ財病院 宮崎県西都市大字下ニ財3378番地

医療法人財団西都児湯医療センター 宮崎県西都市大字妻1550番地

医療法人宏仁会海老原総合病院 宮崎県児湯郡両鍋町大字上江207番地



保険医療機関名 住所

独立行政法人地域医療機能推進機構宮崎江南病院 宮崎県宮崎市大坪西1丁目2番l号
医療法人玉昌会両国病院 鹿児島県鹿児島市堀江町5番1号
医療法人敬親会豊島病院 鹿児島県鹿児島市下荒田三丁目27番1号
医療法人一誠会ニ宅病院 鹿児島県鹿児島市谷山中央7丁目3番l号

医療法人三愛会整形外科ニ愛病院 鹿児島県鹿児島市郡元三丁目 14番7号

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

社会医療法人童仁会池田病院 鹿児島県鹿児島市西国1丁目4-1

医療法人聖心会かごしま両岡病院 鹿児島県鹿児島市西千石町14番12

医療法人恵愛会上村病院 鹿児島県薩摩川内市東開閉町9番22号

医療法人大誠会若松記念病院 鹿児島県薩摩川内市神田町11番20号
社会医療法人卓淘会市比野記念病院 鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野3079番地

医療法人人天会鹿児島こども病院 鹿児島県日置市伊集院町妙円寺2丁目2000番669
医療法人杏林会丸田病院 鹿児島県いちき串木野市旭町83番地

医療法人健康会霧島記念病院 鹿児島県霧島市国分福島1丁目5番目号

医療法人美崎会国分中央病院 鹿児島県霧島市国分中央1丁目25-70

医療法人松城会隼人温泉病院 鹿児島県霧島市隼人町姫城一丁目264番地2

クオラリハビリテーション病院 鹿児島県薩摩郡さつま町船木2311番地6

公益社団法人薩摩郡医師会薩摩郡医師会病院 鹿児島県薩摩郡さつま町轟町510番地

医療法人徳洲会瀬戸内徳洲会病院 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋字トンキャン原1358-1

医療法人栄和会寺田病院 鹿児島県伊佐市大口上町31番地4
医療法人七徳会大井病院 鹿児島県姶良市加治木町本町141
医療法人玉昌会加治木温泉病院 鹿児島県姶良市加治木町木田4714
医療法人陽心会大道中央病院 沖縄県那覇市安里1丁目1番37号

医療法人博愛会牧港中央病院 沖縄県浦添市字牧港1199番地

医療法人信和会沖縄第一病院 沖縄県島尻郡南風原町字兼城642番地の1


