
関係各位

事務連絡

平成 27年 3月 10日

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。
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公益社団法人日本医師会

公益社団法人日本歯科医師会

公益社団法人日本薬剤師会

一般社団法人日本病院会

公益社団法人全日本病院協会

公益社団法人日本精神科病院協会

一般社団法人日本医療法人協会

公益社団法人全国自治体病院協議会

一般社団法人日本慢性期医療協会

一般社団法λ日本私立医科大学協会

一般社団法人日本私立歯科大学協会

一般社団法人日本病院薬剤師会

公益社団法人日本看護協会

一般社団法人全国訪問看護事業協会

公益財団法人日本訪問看護財団

独立行政法人国立病院機構本部

独立行政法人国立がん研究センター

独立行政法人国立循環器病研究センター

独立行政法人国立精神・神経医療研究センター

独立行政法人国際医療研究センター

独立行政法人国立成育医療研究センター

独立行政法人国立長寿医療研究センター

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

健康保険組合連合会

全国健康保険協会

公益社団法人国民健康保険中央会

社会保険診療報酬支払基金

警察庁長官官房給与厚生課

総務省自治行政局公務員部福利課

総務省自治財政局地域企業経営企画室

財務省主計局給与共済課

文部科学省高等教育局医学教育課

文部科学省高等教育局私学行政課

文部科学省初等中等教育局財務課

防衛省人事教育局

各都道府県後期高齢者医療広域連合

大臣官房地方課

医政局医療経営支援課

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）
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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 〉殿

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

保医発 03 1 0第 1号

平 成 27年 3月 10日

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J （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26年 3月 5日保医発0305第 1号。以下「描設基準通知」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」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。
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｜別添｜

保険医療機関名 住所

医療法人社団土田病院 北海道札幌市中央区南21条西9丁目211 
医療法人藻友会札幌いしやま病院 北海道札幌市中央区南15条西10丁目4番l号
医療法人エム・ァィー・エヌ北海道泌尿器科記念病院 北海道札幌市東区北40条東1丁目1-3
医療法人札幌ノ＼ートセンター札幌心臓血管クリニック 北海道札幌市東区北49条東16丁目8-1

医療法人尚仁会真栄病院 北海道札幌市清田区真栄331番地

社会医療法人札幌清田整形外科病院 北海道札幌市清田区清田1条4丁目1-50
医療法人社団豊志会月工門科なかやま病院 北海道札幌市厚別区厚別中央4条4丁目2-8
医療法人社団康仁会中間泌尿器科病院 北海道札幌市西区西町北5丁目1番5号
医療法入社団健和会函館おおむら整形外科病院 北海道函館市石川町125番1
社会医療法人函館博栄会函館渡辺病院 北海道函館市湯川町1丁目31番1号
社会医療法人仁生会西堀病院 北海道函館市中道2丁目6番11号
八雲総合病院 北海道二海郡八雲町東雲町50番地

社会福祉法人函館厚生院ななえ新病院 北海道亀田郡七飯町本町7丁目657番地5
医療法人北光会朝里中央病院 北海道小樽市新光1丁目21番5号 ／ 

社会福祉法人北海道社会事業協会岩内病院 北海道岩内郡岩内町字荷台209番2
医療法人唐沢病院 北海道旭川市4条通9丁目左8号
道北勤医協一条通病院 北海道旭川市豊岡1条1丁目7番3号
豊岡中央病院 北海道旭川市豊岡7条2丁目1-5
医療法人社団博彰会佐野病院 北海道旭川市末広3条3丁目1番目号

医療法人臨生会吉田病院 北海道名寄市西3条南6丁目8番地2
医療法入社団刀圭会協立病院 北海道帯広市西16条北1丁目27番地
社会医療法人北斗十勝リハビリテーションセンター 北海道帯広市稲田町基線2番地l
医療法人社団朔嶺館音更宏明館病院 北海道河東郡音更町木野大通東17丁目1番6
置戸赤十字病院 北海道常呂郡置戸町字置戸77番地
津別病院 北海道網走郡津別町幸町61
医療法人北朔会岩見沢北期会病院 北海道岩見沢市10条西21丁目l番地l
医療法人アンリー・プ、ュナン会深川第一病院 北海道深川｜市あけぼの町1番l号
独立行政法人国立病院機構函館病院 北海道函館市川原町18番目号

一般財団法人双仁会青森厚生病院 青森県青森市大字新城字山田488番地l
医療法人千隆会岸原病院 青森県八戸市柏崎6丁目296 
つがる西北玉広域連合かなぎ病院 青森県五所川原市金木町菅原13番1
国民健康保険おいらせ病院 青森県上北郡おいらせ町上明堂l番地l
社団医療法人久仁会内丸病院 岩手県盛岡市本町通一丁目12番7号
盛岡市立病院 岩手県盛岡市本宮五丁目 15番l号
独立行政法人国立病院機構盛岡病院 岩手県盛岡市青山一丁目25番l号
医療法人金上仁友会金上病院 宮城県角田市角田字田町123番地
スズキ記念病院 宮城県岩沼市里の杜二丁目5番5号
栗原市立栗駒病院 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎松木田10-1
宮城県立循環器・呼吸器病センター 宮城県栗原市瀬峰根岸55-2
医療法人友仁会松島病院 宮城県宮城郡松島町向城字浜1番地26
宮城利府披済会病院 宮城県宮城郡利府町森郷字新太子主主51番地

一般財団法人広南会広南病院 宮城県仙台市太白区長町南四丁目20番l号
医療法人運忠会土崎病院 秋田県秋田市土崎港中央四丁目426 
医療法人舟山病院 山形県米沢市駅前2丁目48 
庄内医療生活協同組合鶴岡協立病院 山形県鶴岡市文園町9番目号
医療法人健友会本間病院 山形県酒田市中町3丁目 5-23
小田町立病院 山形県西置賜郡小国町大字あけぼの一丁目l番地
郡山医療生活協同組合桑野協立病院 福島県郡山市島2丁目9番目号

医療法人佐原病院 福島県喜多方市字永久7689番地の1
福島県厚生農業協同組合連合会鹿島厚生病院 福島県南相馬市鹿島区横手字川原2番地

済生会川俣病院 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字）11端2番地4
茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台3丁目3番地の1
社会医療法人愛宣会ひたち医療センター 茨城県日立市鮎川町2-8-16

医療法人社団輝峰会東取手病院 茨城県取手市井野246

県西総合病院組合県西総合病院 茨城県桜川市鍬田604
医療法人隆仁会山王病院 茨城県桜川市岩瀬42番地
医療法人英J心会倉持病院 栃木県宇都宮市屋板町400-1
医療法人宏仁会本庄記念病院 栃木県足利市堀込町2859番地
一般財団法人とちぎメデ、イカルセンターとちぎメディカノレセンター

栃木県栃木市大町四番5号
とちの木病院
医療法人健寿会小山整形外科内科 栃木県小山市大学雨ヶ谷753
一般社団法人巨樹の会新上二川病院 栃木県河内郡上ニ川町上二）112360
医療法人社団友志会野木病院 栃木県下都賀郡野木町友沼5320-2
一般社団法人伊勢崎佐波医師会病院 群馬県伊勢崎市下植木町481番地
医療法人大誠会内問病院 群馬県沼田市久屋原町345-1
医療法人樹心会角田病院 群馬県佐波郡玉村町上新田675-4
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保険医療機関名 住所

医療法人中央群馬脳神経外科病院 群馬県高崎市中尾町64-1

医療法人菊栄会渋川中央病院 群馬県渋川市石原508-1

渋川総合病院 群馬県渋川市渋川1338番地4

医療法人社団ニ思会くすの木病院 群馬県藤岡市藤岡607-22

公立碓氷病院 群馬県安中市原市1丁目9番10号

公益財団法人群馬慈恵会松井田病院 群馬県安中市松井田町新堀1300-1

日本赤十字社群馬支部原町赤十字病院 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町698

医療法人ニ省会堀江病院 群馬県太田市両林東町1800

医療法人慶仁会城山病院 群馬県太田市飯塚町1番地

医療法人社団ニ思会東邦病院 群馬県みどり市笠懸町阿左美1155番地
医療法人宏愛会宏愛会第一病院 群馬県太田市六千石町99-63

医療法人川久保病院 埼玉県さいたま市浦和区東両砂町2918 

医療法人聖仁会西部総合病院 埼玉県さいたま市桜区上大久保884番地
医療法人寿康会寿康会病院 埼玉県）｜｜口市西青木2丁目 15番10号

医療法人へブロン会大宮中央総合病院 埼玉県さいたま市北区東大成町1-227

医療法人財団新生会大宮共立病院 埼玉県さいたま市見沼区大字片柳1550番地
医療法人社団嬉泉会春日部嬉泉病院 埼玉県春日部市中央1丁目53-16

医療法人社団庄和会庄和中央病院 埼玉県春日部市上金崎28番地

医療法人蓮江病院 埼玉県久喜市本町1丁目7番目
医療法人あかっき会はとがや病院 埼玉県川口市坂下町4-1626 

一般社団法人巨樹の会所沢明生病院 埼玉県所沢市大字山口5095番地
医療法人尚寿会大生病院 埼玉県狭山市大字水野600番地
医療法人一晃会小林病院 埼玉県入間市宮寺2417番地

医療法人柏成会青木病院 埼玉県本庄市下野堂1丁目 13番27号

国保町立小鹿野中央病院 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野300番地

医療法人社団堀ノ内病院 埼玉県新座市堀ノ内2丁目9番地31号

医療法人社団幸正会岩槻南病院 埼玉県さいたま市岩槻区黒谷2256番地

医療法人柏薬会柏戸病院 千葉県千葉市中央区長洲2丁目21番B号

医療法人社団晴山会平山病院 千葉県千葉市花見川区花見川1494-3

医療法人社団誠馨会総泉病院 千葉県千葉市若葉区更科町2592

医療法人社団淳英会おゆみの中央病院 千葉県千葉市緑区おゆみ野南649-9 

医療法人社団心和会新八千代病院 千葉県八千代市米本2167

医療法人鎗田病院
,, 

千葉県市原市玉井899

医療法人新都市医療研究会「君津」会玄々堂君津病院 千葉県君津市東坂田4丁目7番20号

医療法人社団聖仁会我孫子聖仁会病院 千葉県我孫子市柴崎1300番
医療法人一条会（社団）一条会病院 千葉県市川市北国分4-26-1

医療法人社団良知会共立習志野台病院 千葉県船橋市習志野台4-13-16

公益財団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院 東尽都千代田区神田駿河台18 
国民健康保険町立八丈病院 東尽都八丈島八丈町二根26番地11

医療法人社団静恒会本多病院 東京都大田区東矢口一丁目 17-15

東海大学医学部付属東京病院 東尽都渋谷区代々木l2 5 
医療法人財団東尽勤労者医療会代々木病院 東京都渋谷区千駄ヶ谷1の30の7
社会医療法人社団健友会中野共立病院 東尽都中野区中野5丁目44番7号
社会福祉法入浴風会浴風会病院 東尽都杉並区両井戸西1丁目 12ノ1

医療法人社団借期会豊島中央病院 東正式都豊島区上池袋2-42-21

医療法人社団日心会総合病院一心病院 東尽都豊島区北大塚118 7 

医療法人社団仁泉会としま昭和病院 東尽都豊島区南長崎5丁目 17番9号

関野病院 東京都豊島区池袋3-28-3

板橋区医師会病院 東尽都板橋区向島平3-12-6

社会医療法人社団光仁会第一病院 東京都葛飾区東金町4丁目2番10号
社会福祉法人縁風会緑風荘病院 東尽都東村山市萩山町3下回31番地l

特定医療法人社団愛有会久米川病院 東尽都東村山市萩山町3丁目3番地10
医療法人社団慈敬会府中医王病院 東尽都府中市晴見町1-20

東尽都立神経病院 東尽都府中市武蔵台一丁目6番地のl
医療法人財団天翁会新天本病院 東示都多摩市中沢2丁目5番地1

国立大学法人東尽大学医科学研究所附属病院 東尽都港区白金台4-61 

医療法人財団慈啓会大口東総合病院 神奈川県横浜市神奈川区入江2丁目 19番地l

医療法人回生会ふれあい横浜ホスピタル 神奈川県横浜市中区万代町2丁目3番地3

医療法人関東病院（財団） 神奈川県横浜市磯子区森1-1626 

医療法人すこやか角田中央病院 神奈川県横浜市港北区両回西2-6-5

医療生協かながわ生活協同組合戸塚病院 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町1025-6

医療法人社団福寿会愛川北部病院 神奈川県愛甲郡愛川町角田281-1

社会福祉法人恩賜財団済生会平塚病院 神奈川県平塚市立野町37-1

一般財団法人鎌倉病院 神奈川県鎌倉市長谷三丁目1番8号

医療法人邦友会小田原循環器病院 神奈川県小田原市矢作296番地1

医療法人社団仁恵会黒河内病院 神奈川県相模原市南区豊町17-36

医療法人社団公仁会大和成和病院 神奈川県大和市南林間9-8-2

中央林間病院 神奈川県大和市中央林間4-14'18 

神奈川県立汐見台病院 神奈川県横浜市磯子区汐見台1-6-5
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医療法人社団健進会新津医療センター病院 新潟県新潟市秋葉区古田610番地

医療法人愛広会新潟リハビリァーション病院 新潟県新潟市北区木崎761番地

新潟県厚生農業協同組合連合会豊栄病院 新潟県新潟市北区石動1丁目 111 

新潟県立柿崎病院 新潟県上越市柿崎区柿崎6412-1

医療法人積発堂富永草野病院 新潟県三条市興野二丁目 2-25

新潟県厚生農業協同組合連合会魚沼病院 新潟県小千谷市域内4丁目l番地38号

新潟県厚生農業協同組合連合会けし、なん総合病院 新潟県妙両市田町2丁目4番7号

水原郷病院 新潟県阿賀野市岡山町13番23号

新潟県立津川病院 新潟県東蒲原郡阿賀町津Jl/200番地

新潟逓信病院 新潟県新潟市中央区八千代2-2-8

富山医療生活協同組合富山協立病院 富山県富山市豊田町1丁目1-8

医療法人財団五省会西能みなみ病院 富山県富山市秋ケ島145番地l

医療法人社団博友会金沢西病院 石川県金沢市駅西本町6丁目 15番41号

医療法人社団映寿会映寿会みらい病院 石川県金沢市鞍月東一丁目9番地

津幡町国民健康保険直営河北中央病院 石川県河北郡津幡町宇津幡ロ51-2

つくし野病院 福井県福井市川合鷲塚町496…l 
光陽生協病院 福井県福井市光陽3丁目ユ0-24

財団医療法人中村病院 福井県越前市天王町4番28号

向野病院 福井県鯖江市本町2丁目3-10

藤田神経内科病院 福井県坂井市丸岡町羽崎3112 1 

独立行政法人国立病院機構福井病院 福井県敦賀市桜ケ丘町33-1

独立行政法人国立病院機構あわら病院 福井県あわら市北潟238号1番地

医療法人小宮山会貢川整形外科病院 山梨県甲府市新聞町10番目号

医療法人慈光会甲府城南病院 山梨県甲府市上町7531 

社会医療法人加納岩加納岩総合病院 山梨県山梨市上神内川f1309番地

医療法人銀門会甲州リハビリァーション病院 山梨県笛吹市石和町四日市場2031

山田記念朝日病院 長野県長野市大字南堀135番地1
長野県厚生農業協同組合連合会新町病院 長野県長野市信州、｜新町上条137番地

医療法人7G山会中村病院 長野県塩尻市広丘両出1614-2

医療法人二世会金津病院 長野県佐久市岩村田804

日本赤十字社長野県支部川西赤十字病院 長野県佐久市望月 318番地 (' 

東御市民病院 長野県東御市鞍掛198

佐久穂町立千曲病院 長野県南佐久郡佐久穂町大字両野町328

社会医療法人南信勤労者医療協会諏訪共立病院 長野県諏訪郡下諏訪町矢木町214

町立辰野病院 長野県上伊那郡辰野町大字辰野1445番地5

上伊那医療生活協同組合上伊那生協病院 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪11324 

日本赤十字社長野県支部下伊那赤十字病院 長野県下伊那郡松川町元大島3159-1

特定医療法人新生病院 長野県上向井郡ふ布施町851番地

医療法人社団登豊会近石病院 岐阜県岐阜市光町2丁目46番地

国民健康保険上矢作病院 岐阜県恵那市上矢作町3111番地2
一般社団法人海津市医師会海津市医師会病院 岐阜県海津市海津町福江656-16

地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院 岐阜県下呂市森2211番地

J A静岡厚生連リハビリァーション中伊旦温泉病院 静岡県伊旦市上白岩1000番地

公益社団法人有憐厚生会富士病院 静岡県御殿場市新橋1784

国家公務員共済組合連合会東海病院 愛知県名古屋市千種区千代田橋1-1-1
医療法人杏園会熱田リハビリァーション病院 愛知県名古屋市熱田区六番一丁目 1番目号

医療法人整友会豊橋整形外科江崎病院 愛知県豊橋市新川町66番地

社会医療法人杏嶺会尾西記念病院 愛知県一宮市高田字宮東1718番地

愛知県心身障害者コロニー中央病院 愛知県春日井市神屋町713-8

医療法人豊寿会斉藤病院 愛知県豊田市四郷町森前166-1

愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院 愛知県豊田市岩神町仲田20番地

医療法人六輪会六輪病院 愛知県稲沢市平和町塩川104番地

小嶋病院 愛知県東梅市大田町後回97番地

あいち小児保健医療総合センター 愛知県大府市森岡町七丁目426番地

医療法人大医会日進おりど病院 愛知県日進市折戸町西田面110番地

医療法人財団愛泉会愛知国際病院 愛知県日進市米野木町南山987番地の31

尾張温泉かにえ病院 愛知県海部郡蟹江町西之森長瀬下回一14

医療法人瑞1L,＇会渡辺病院 愛知県知多郡美浜町大字野間字上川田45-2

独立行政法入国立病院機構豊橋医療センター 愛知県豊橋市飯村町字浜道上50番地

二重県厚生農業協同組合連合会菰野厚生病院 二重県二重郡菰野町大字福村75番地

二重県厚生農業協同組合連合会大台厚生病院 二重県多気郡大台町佐原63-8

長浜市立湖北病院 滋賀県長浜市木之本町黒田1221番地

滋賀県立小児保健医療センター 滋賀県守山市守山5丁目7番30号

医療法人社団仁生会甲南病院 滋賀県甲賀市甲南町葛木958番地

社会医療法人西陣健康会堀川病院 尽都府／＂＇都市上尽区堀川通今出川上る北舟橋町 865
医療法人愛友会明石病院 尽都府尽都市下尽区西七条南衣田町93
公益社団法人尽都保健会吉祥院病院 尽都府示都市南区吉祥院井ノ口町43
公益社団法人信和会尽都民医連第一中央病院 尽都府尽都市左尽区田中飛鳥井町89番地
医療法人同仁会（社団）西尽病院 尽都府尽都市右京区西院北矢掛町39番地l
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医療法人清水会尽都伏見しみず病院 、京都府尽都市伏見区越前屋町609

医療法人和松会六地蔵総合病院 尽都府宇治市六地蔵奈良町9番地

（公社）尽都保健会尽都協立病院 尽都府綾部市両津町二反田l番地

医療法人丹医会園部丹医会病院 尽都府南丹市園部町美園町5号8番地7

明治国際医療大学附属病院 尽都府南丹市日吉町保野田ヒノ谷6番地l

医療法人社団洛和会洛和会みささぎ病院
、

尽都府尽都市山科区御陵大津畑町43-1

尽都警察病院 尽都府尽都市北区小山北上総町14

独立行政法人国立病院機構宇多野病院 尽都府尽都市右，.'f.!.区鳴滝音戸山町8

医療法人淳康会堺近森病院 大阪府堺市堺区北清水町2T4番1号

社会医療法人愛仁会愛仁会リハピリァーション病院 大阪府両槻市白梅町5番7号

一般財団法人淀川勤労者厚生協会附属西淀病院 大阪府西淀川区野里3丁目5番22号

医療法人風早会外科野崎病院 大阪府大阪市東成区深江南2丁目20番目号

医療法人朋愛会朋愛病院 大阪府大阪市東成区大今里125 11 

医療法人協和会協和会病院 大阪府吹田市岸部北1丁目24番1号

公益財団法人聖パルナパ病院 大阪府大阪市天王寺区細工谷13 18 

特定医療法人仁生会内藤病院 大阪府大阪市西区九条1丁目 15番23号

医療法人藤井会大東中央病院 大阪府大東市大野2丁目l番11号

医療法人仁泉会仁泉会病院 大阪府大東市諸福8-2-22

医療法人フポーノレ会青山病院 大阪府藤井寺市野中4丁目 16番目号

医療法人清仁会水無瀬病院 大阪府二島郡島本町両浜二丁目2番目号

一般財団法人大阪府警察協会北大阪警察病院 大阪府茨木市室山1丁目2番2号

社会福祉法人大阪福祉事業財団すみれ病院 大阪府大阪市城東区古市1丁目20番85号

社会医療法人大道会ボパース記念病院 大阪府大阪市城東区東中浜1丁目6番5号

谷口病院 大阪府泉佐野市大西1丁目5番20号

医療法人聖心会堀病院 大阪府泉南市中小路2丁目 1860

医療法人緑風会病院 大阪府大阪市平野区背戸口1丁目 18番目号

医療法人浩仁会南堺病院 大阪府堺市中区大野芝町292

東神戸病院 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目24番目号

医療法人社団正l峰会神戸ゅうこう病院 兵庫県神戸市兵庫区水木通10丁目l番12号

医療法人社団紀洋会岡本病院 兵庫県篠山市東吹1015番l

医療法人社団薫楓会結駿病院 兵庫県小野市復井町1741

医療法人社団せいゅう会神明病院 兵庫県明石市大久保町大窪字山田2520番地

医療法人社団仁恵会石井病院 兵庫県明石市天文町1丁目5番11号

医療法人社団関田会ときわ病院 兵庫県二木市志染町広野5-271

医療法人社団一陽会服部病院 兵庫県二木市大塚218-3

加東市民病院 兵庫県加東市家原85

医療法人尼崎厚生会立花病院 兵庫県尼崎市立花町4丁目3番目号

医療法人朗源会大隈病院 兵庫県尼崎市杭瀬本町2丁目17番13号

医療法人社団慎正会みやそう病院 兵庫県伊丹市北野2丁目 113番地3

とくなが病院 兵庫県たつの市神岡町東第崎字鍵田4753 

石橋内科広畑センチュリー病院 兵庫県姫路市広畑区正門通4丁目2-1

公立村岡病院 兵庫県美方郡香美町村同区村岡3036-1

医療法人社団健J心会北都病院 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字門口10番3

医療法人財団春日野会春日野会病院 兵庫県神戸市中央区野崎通4丁目 1-2

神戸マリナーズ厚生会病院 兵庫県神戸市中央区中山手通7-3-18

医療法入社団神戸低侵襲がん医療センター 兵庫県神戸市中央区港島中町8丁目5番l

足立病院 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬696-2

医療法人社団借生会借生病院 兵庫県神戸市西区持子3丁目2番地2

社会医療法人平和会吉田病院 奈良県奈良市西大寺赤田町1丁目71 

宗教法人大倭大本宮大倭病院 奈良県奈良市大倭町5番5号

医療法人宝山会奈良小南病院 奈良県奈良市八条五丁目437-8

医療法人社団岡田会山の辺病院 奈良県桜井市草川60番地

社会医療法人健生会土庫病院 奈良県大和角田市日之出町12番3号

医療法人橿原友紘会大和橿原病院 奈良県橿原市石川町81番地

医療法人了生会古梅記念病院 和歌山県和歌山市新生町5番37号

堀口記念病院 和歌山県和歌山市湊本町二丁目4番地l

医療法人恵友会恵友病院 和歌山県海南市船尾264-2

医療法人千徳会桜ケ丘病院 和歌山県有田市宮崎町8411 

有国南病院 和歌山県有田郡有田川町小島15

医療法人共栄会名手病院 和歌山県紀の川市名手市場294-1

医療法人富田会富田病院 和歌山県岩出市紀泉台2

医療法人清生会谷口病院 鳥取県倉吉市上井町1-13

医療法人清和会垣間病院 鳥取県倉吉市上井302-1

岩美町国民健康保険岩美病院 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富1029番地2

日南町国民健康保険日南病院 鳥取県日野郡日南町生山511番地7

日野病院組合日野病院 鳥取県日野郡日野町野田332

社会医療法人昌林会安来第一病院 島根県安来市安来町8991 

飯南町立飯南病院 島根県飯石郡飯南町頓原2060

加藤病院 島根県邑智郡川本町川本383番地1
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医療法人自由会岡山光南病院 岡山県岡山市南区東畦7673 

医療法人社団藤田病院 岡山県岡山市東区西大寺上3丁目8-63

藤沢脳神経外科病院 岡山県倉敷市玉島勇崎587番地
一般財団法人仁厚医学研究所児島中央病院 岡山県倉敷市児島小川町3685番地
医療法人平野同仁会津山第一病院 岡山県津山市中島438番地

玉野ニ井病院 岡山県玉野市玉3丁目2番1号
医療法人社団恵誠会大西病院 岡山県玉野市田井3丁目8番11号

公益社団法人赤磐医師会病院 岡山県赤磐市下市187-1

医療法人平病院 岡山県和気郡和気町尺所438

医療法人みわ記念病院 i 岡山県浅口市金光町佐方80-1

医療法人さとう記念病院 岡山県勝田郡勝央町黒土45

医療法人ニ水会田尻病院 岡山県美作市明見550-1

総合病院玉野市立玉野市民病院 岡山県玉野市宇野2丁目3番1号

笠岡市立市民病院 岡山県笠岡市笠岡5628番地l

前梁市国民健康保険成羽病院 岡山県尚梁市成羽町下原301

備前市国民健康保険市立吉永病院 岡山県備前市吉永町吉永中563-4

医療法人慈徳会真田病院 広島県広島市南区皆実町＝丁目 1321 

広島市医師会運営・安芸市民病院 広島県広島市安芸区畑賀2丁目 14-1

医療法人社団朋和会西広島リハビリァーション病院 広島県広島市佐伯区ニ宅6丁目265番地
医療法人社団公仁会横殿｝I慎記念病院 広島県広島市西区横川新町8-21

社会福祉法人思賜財団広島県済生会済生会呉病院 広島県呉市二条2丁目1番目号
一般社団法人呉市医師会呉市医師会病院 広島県呉市朝日町1524 

ニ菱ニ原病院 広島県ニ原市糸崎3丁目3番l号
医療法人清幸会土肥病院 広島県二原市城町l丁目 1414 

医療法人杏仁会松尾内科病院 広島県ニ原市城町二丁目7番l号

一般社団法人ニ原市医師会ニ原市医師会病院 広島県二原市宮浦1丁目 15番l号
医療法人紅萌会福山記念病院 広島県福山市港町115 30 

医療法人紫苑会藤井病院 広島県福山市鞘町鞘323番地
医療法人達磨会井上病院 広島県福山市東深津町3丁目2346 

庄原市立西城市民病院 広島県庄原市西城町中野1339番地
医療法人社団樹章会本永病院 ー。 広島県東広島市西条岡町8番目号
医療法人社団大谷会大谷リハビリァーション病院 広島県江田島市大柿町柿浦1970
医療法人仁康会本郷中央病院 広島県三原市下北方1丁目7番30号
県立安芸津病院 広島県東広島市安芸津町二津4388

医療法人慈琴会亀川病院 広島県福山市神辺町字下御領682番地のl

広島逓信病院 広島県広島市中区東白島町19番16号
医療法人社団水生会柴田病院 山口県山口市大内矢田北5丁目 11番21号
一般財団法人防府消化器病センター防府胃腸病院 山口県防府市駅南町14番33号
日本赤十字社山口県支部小野田赤十字病院 山口県山陽小野田市大字小野田字植松3700
美祢市立病院 山口県美祢市大嶺町東分1313番地1

医療法人周友会徳山病院 山口県周南市新宿通1丁目16番地
美祢市立美東病院 山口県美祢市美東町大田3800

徳島健生病院 徳島県徳島市下助任町4丁目9

医療法人ひまわり会中洲八木病院 徳島県徳島市中洲町1丁目31番地
医療法人栄寿会天満病院 徳島県徳島市名東町1丁目91番地

徳島ロイヤル病院 徳島県小松島市中田町字新開48番地
医療法人聖書立会碩dむ館病院 徳島県小松島市江田町字大江田44-1

ニ好市国民健康保険市立二野病院 徳島県ニ好市二野町芝生1270番地30

医療法人青鳳会美摩病院 徳島県吉野川市鴨島町上下島497

医療法人社団研宣会広瀬病院 香川県南松市松縄町353 

おおぞら病院 愛媛県松山市六軒家町4-20

医療法人聖愛会松山ベァル病院 愛媛県松山市祝谷6丁目 1229番地
医療法人千寿会道後温泉病院 愛媛県松山市道後姫塚乙21-21

医療法人広仁会広瀬病院 愛媛県八幡浜市1280番地9

一般社団法入喜多医師会喜多医師会病院 愛媛県大洲市徳森字小鳥越2632-3

医療法人川村会川村病院 高知県両知市上町5丁目620 

医療法人地塩会南国中央病院 高知県南国市後免町31 27 

本山町立国保嶺北中央病院 両知県長岡郡本山町本山620

福岡聖恵病院 福岡県古賀市鹿部482番地

医療法人南川整形外科病院 福岡県福岡市西区姪の浜4丁目 14番17号
医療法人社団両邦会福岡山王病院 福岡県福岡市早良区百道浜3τ目6番45号

医療法人順和長尾病院 福岡県福岡市城南区樋井川3丁目47番1号
医療法入社団誠仁会夫婦石病院 福岡県福岡市南区大字桧原853-9

医療法人正弘会南折立病院 福岡県福岡市南区横手1丁目14-1

医療法人芙蓉会筑紫南ケ丘病院 福岡県大野城市大字牛頚10345 

医療法人かぶとやま会久留米リlハビリァーション病院 福岡県久留米市山本町豊田1887

医療法人白書会安本病院 福岡県久留米市二瀦町玉満2371

弥永協立病院 福岡県久留米市六ツ門町12番地12

医療法人療仕会松本病院 福岡県田川郡川崎町大字川崎1681番地の1
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独立行政法人労働者健康福祉機構総合せき損センター 福岡県飯塚市伊岐須550番地4
福岡県済生会飯塚嘉穂病院 福岡県飯塚市太郎丸265番地

医療法人和光会一本松すずかけ病院 福岡県田川市大字夏吉142番地

特定医療法人起生会大原病院 福岡県行橋市宮市町2番5号
新田ノ原聖母病院 福岡県行橋市東徳永382
北九州市立門司病院 福岡県北九州市門前区南本町3番1号

医療法人社団敬愛会佐賀記念病院 佐賀県佐賀市両木瀬町大字長瀬1240番地1

医療法人松績会河畔病院 佐賀県唐津市松南町119番地の2
医療法人犬塚病院 佐賀県鹿島市大字両津原602の3

ふじおか病院 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺2685番地

医療法人ひらまつ病院 佐賀県小城市小城町815番地1

医療法人昭和会恵美須町病院 長崎県長崎市恵美須町3番4号
ニュー琴海病院 長崎県長崎市琴海形上町1849番地7
医療法人外海弘仁会日浦病院 長崎県長崎市下黒崎町1402番地

医療法人一輝会佐藤病院 長崎県諌早市小長井町井崎98番地

壱岐市民病院 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触1626番地

医療法人博光会御幸病院 熊本県熊本市南区御幸笛田6丁目7-40

医療法人社団仁風会比企病院 熊本県熊本市東区尾ノ上3丁目134 

医療法人財団聖十字会西日本病院 熊本県熊本市東区八反田3丁目20番1号
医療法人寺尾病院 熊本県熊本市北区小糸山町759
医療法人祐基会帯山中央病院 熊本県熊本市中央区帯山4丁目5番目号

医療法人起生会表参道吉田病院 熊本県熊本市中央区北千反畑町2番5号

医療法人外山胃腸病院 熊本県人吉市南泉田町l番地

一般社団法人八代郡医師会八代郡医師会立病院 熊本県八代郡氷川町今151番地l
天草郡市医師会立苓北医師会病院 熊本県天草郡苓北町富岡36003 

独立行政法人国立病院機構熊本南病院 熊本県宇城市松橋町豊福2338
医療法人岡仁会大分共立病院 大分県大分市大字奥田30番地
医療法人秀明会だいかく病院 大分県大分市大字下郡字山崎1704 

永富記念病院 大分県大分市大字玉沢78番地

医療法人社団春日会黒木記念病院 大分県別府市照波閤町14番28号
津久見市医師会立津久見中央病院 大分県津久見市大字千怒6011番地

玄々堂角田病院 大分県豊後角田市界378番地2
医療法人新生会福島病院 太分県豊後大里子市二重町市場231番地
独立行政法人地域医療機能推進機構湯布院病院 大分県由布市湯布院町川南252
医療法人久寿会鈴木病院 大分県速見郡日出町3904番6

医療法人倫生会ニ州病院 宮崎県都城市花繰町3街区14号
小林市立病院 宮崎県小林市細野2235番地3
両千穂町国民健康保険病院 宮崎県西日杵郡高千穂町大字二回井435番地l
独立行政法人国立病院機構宮崎病院 宮崎県児湯郡川南町大字川南194034 
医療法人恵山会共立病院 鹿児島県鹿児島市南郡河町11-11
医療法人恵徳会小閏代病院 鹿児島県鹿児島市荒田一丁目25番6号
医療法人健幸会天辰病院 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘四丁目1番8号
医療法入社団新杏会新杏病院 鹿児島県鹿児島市字宿3丁目4.11 
医療法人起生会林内科胃腸科病院 鹿児島県鹿児島市武二丁目338 

医療法人浩然会指宿浩然会病院 鹿児島県指宿市十町1145番地

医療法人松翠会森園病院 鹿児島県薩摩川｜内市大小路町19番目号

曽於医師会立病院 鹿児島県曽於市大隅町月野894

協愛病院 鹿児島県霧島市国分新町一丁目6番526号
大島郡医師会病院 鹿児島県奄美市名瀬小宿3411番地

奄美医療生活協同組合奄美中央病院 鹿児島県奄美市名瀬長浜町16番5号

沖縄医療生活協同組合中部協同病院 沖縄県沖縄市美里1-31-15

医療法人球陽会海邦病院 沖縄県宜野湾市真志喜2丁目23番5号
公益社団法人北部地区医師会北部地区医師会附属病院 沖縄県名護市字宇茂佐17109 
医療法人以和貴会西崎病院 沖縄県糸満市字座波371番地の1
とよみ生協病院 沖縄県豊見城市字真玉橋593番地の1
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