
 

事 務 連 絡 

令和２年 12 月 11 日 

 

 

関 係 各 位 

 

 

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（通知） 

 

 

標記について、別添にて、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)長あて通知しましたので、各位におかれましても、関係者に対し周知を図られま

すようお願いいたします。 

 

 

 

  



（別添） 

公益社団法人 日本医師会 御中 

公益社団法人 日本歯科医師会 御中 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

一般社団法人 日本病院会 御中 

公益社団法人 全日本病院協会 御中 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中 

一般社団法人 日本医療法人協会 御中 

一般社団法人 日本社会医療法人協議会 御中 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 御中 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

公益社団法人 日本看護協会 御中 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

公益財団法人 日本訪問看護財団 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 御中 

独立行政法人 地域医療機能推進機構本部 御中 

独立行政法人 労働者健康安全機構本部 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

健康保険組合 御中 

公益社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

文部科学省高等教育局私学行政課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房給与厚生課 御中 

防衛省人事教育局 御中 

労働基準局労災管理課 御中 

労働基準局補償課 御中 

各都道府県後期高齢者医療広域連合 御中 
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令 和 ２ 年 1 2 月 1 1 日

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

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」（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

社会医療法人康和会札幌しらかば台篠路病院 002‐8027 北海道　札幌市北区篠路7条4丁目2-15

医療法人交雄会メディカル記念塔病院 004‐0004 北海道　札幌市厚別区厚別東4条3丁目3番6号

札幌美しが丘脳神経外科病院 004‐0839 北海道　札幌市清田区真栄4条5丁目19-19

医療法人社団三愛会名寄三愛病院 096‐0031 北海道　名寄市西1条北5丁目1番地19

本別町国民健康保険病院 089‐3325 北海道　中川郡本別町西美里別6番地8

社会医療法人禎心会稚内禎心会病院 097‐0017 北海道　稚内市栄1丁目24番1号

公益財団法人ときわ会磐城中央病院 971‐8101 福島県　いわき市小名浜南富岡字富士前41番地

医療法人ひかり会パーク病院 349‐0215 埼玉県　白岡市千駄野1086-1

医療法人大久保病院 349‐1155 埼玉県　加須市砂原286-1

医療法人葵深谷中央病院 366‐0035 埼玉県　深谷市原郷500番地

医療法人社団慈誠会慈誠会成増病院 175‐0094 東京都　板橋区成増3丁目39番5号

長寿リハビリセンター病院 123‐0864 東京都　足立区鹿浜5丁目13番7号

医療法人社団　新愛会　東府中病院 183‐0005 東京都　府中市若松町2-7-20

医療法人社団青山会青木病院 182‐0035 東京都　調布市上石原3丁目33番地の17

神奈川歯科大学附属病院 238‐0004 神奈川県　横須賀市小川町1番地23

村田会湘南大庭病院 251‐0861 神奈川県　藤沢市大庭5526番地の22

医療法人財団明理会相原病院 252‐0141 神奈川県　相模原市緑区相原5丁目12番5号

ＡＯＩ湘北病院 252‐0241 神奈川県　相模原市中央区横山台2丁目18番41号

医療法人愛広会新発田リハビリテーション病院 959‐2311 新潟県　新発田市荒町甲1611番地8

医療法人徳洲会山北徳洲会病院 959‐3942 新潟県　村上市勝木1340-1

医療法人北聖病院 930‐0814 富山県　富山市下冨居2-1-5

医療法人社団松陽東病院 923‐0962 石川県　小松市大領中町3丁目121番地

医療法人寿光会寿光会中央病院 470‐0224 愛知県　みよし市三好町石畑5番

亀山回生病院 519‐0124 三重県　亀山市東御幸町穴渕232

医療法人（社団）大和会日下病院 511‐0428 三重県　いなべ市北勢町阿下喜680

医療法人晋救館和田病院 596‐0808 大阪府　岸和田市三田町944番地1

医療法人康生会平成記念病院 561‐0807 大阪府　豊中市原田中1丁目16番45号

医療法人徳洲会東大阪徳洲会病院 579‐0984 大阪府　東大阪市菱江三丁目6番11号

北大阪医療生活協同組合十三病院 532‐0013 大阪府　大阪市淀川区木川西3-4-15

吉田アーデント病院 657‐0837 兵庫県　神戸市灘区原田通1丁目3番17号

社会医療法人社団順心会順心神戸病院 655‐0008 兵庫県　神戸市垂水区小束台868-37

医療法人社団いなみ会私立稲美中央病院 675‐1114 兵庫県　加古郡稲美町国安1286-23

医療法人宝山会白浜小南病院 649‐2200 和歌山県　西牟婁郡白浜町3220-9

医療福祉センター倉吉病院 682‐0023 鳥取県　倉吉市山根43番地

島根県立こころの医療センター 693‐0032 島根県　出雲市下古志町1574-4

塩田病院 734‐0052 広島県　広島市南区堀越1丁目7番36号

医療法人社団薫風会横山病院 737‐0112 広島県　呉市広古新開2-5-20

医療法人社団仁風会青木病院 737‐2122 広島県　江田島市江田島町中央四丁目17番10号

人工透析センター宮野病院 763‐0051 香川県　丸亀市今津町19番地1

宇都宮病院 796‐0000 愛媛県　八幡浜市1536番地118

住所

別 添



保険医療機関名 住所

医療法人産研会上町病院 780‐0901 高知県　高知市上町1丁目7番34号

医療法人久会久病院 780‐0821 高知県　高知市桜井町1丁目2番35号

白浜病院 811‐1313 福岡県　福岡市南区日佐4丁目39番20番

太刀洗病院 838‐0823 福岡県　朝倉郡筑前町山隈842-1

小倉第一病院 803‐0844 福岡県　北九州市小倉北区真鶴2-5-12

医療法人剛友会諸隈病院 846‐0003 佐賀県　多久市北多久町大字多久原2414-70

医療法人醇和会有島病院 849‐1203 佐賀県　杵島郡白石町大字戸ケ里2352番地3

医療法人社団順養会海老原病院 880‐1101 宮崎県　東諸県郡国富町大字本庄4365番地

医療法人沖縄徳洲会北谷病院 904‐0101 沖縄県　中頭郡北谷町字上勢頭631-4
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