
 

事 務 連 絡 

令和３年３月９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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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

医療法人社団銀杏会川西内科胃腸科病院 064‐0811 北海道札幌市中央区南11条西8丁目2番25号

医療法人社団恵庭南病院 061‐1441 北海道恵庭市住吉町2丁目4番14号

名寄東病院 096‐0006 北海道名寄市東6条南5丁目91番地3

医療法人樹恵会石田病院 086‐1160 北海道標津郡中標津町りんどう町5番地6

雄武町国民健康保険病院 098‐1702 北海道紋別郡雄武町字雄武1482番地2

医療法人社団幸栄病院 094‐0005 北海道紋別市幸町6丁目1番8号

医療法人社団網走中央病院 093‐0006 北海道網走市南6条東1丁目7番地

順仁堂遊佐病院 999‐8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字石田7

長﨑病院 326‐0053 栃木県足利市伊勢町1-4-7

医療法人敬愛会南栃木病院 323‐0803 栃木県小山市北飯田74-2

医療法人ひかり会クリニカル病院 339‐0077 埼玉県さいたま市岩槻区馬込234

医療法人本庄福島病院 367‐0054 埼玉県本庄市千代田1-1-18

医療法人社団仁生堂大村病院 140‐0014 東京都品川区大井三丁目27番11号

医療法人社団埴原会赤羽病院 115‐0045 東京都北区赤羽2-2-1

医療法人社団愛和会南千住病院 116‐0003 東京都荒川区南千住五丁目10番1号

医療法人社団慈誠会慈誠会前野病院 174‐0063 東京都板橋区前野町6丁目38番3号

医療法人社団美誠会足立北病院 121‐0064 東京都足立区保木間5-38-15

医療法人社団向日葵会まつしま病院 132‐0031 東京都江戸川区松島1-41-29

医療法人社団青秀会グレイス病院 191‐0013 東京都日野市大字宮248

宗教法人救世軍救世軍清瀬病院 204‐0023 東京都清瀬市竹丘1-17-9

医療法人財団倉田会くらた病院 254‐0018 神奈川県平塚市東真土4丁目5番26号

医療法人愛生会有馬病院 216‐0003 神奈川県川崎市宮前区有馬3丁目10番7号

自衛隊横須賀病院 237‐0071 神奈川県横須賀市田浦港町1766-1

流杉病院 939‐8032 富山県富山市流杉120

医療法人社団秀林会吉見病院 936‐0052 富山県滑川市清水町3番25号

医療法人安正会安井病院 466‐0053 愛知県名古屋市昭和区滝子町27-19

医療法人博報会いのこし病院 465‐0008 愛知県名古屋市名東区猪子石原一丁目1501番地

社会医療法人誠光会淡海ふれあい病院 525‐0066 滋賀県草津市矢橋町1629-5

医療法人宝山会小南記念病院 596‐0825 大阪府岸和田市土生町5丁目11番16号

医療法人愛泉会愛泉会病院 570‐0005 大阪府守口市八雲中町二丁目4番26号

医療法人社団日翔会日翔会病院 567‐0888 大阪府茨木市駅前3-6-23

医療法人社団南淡千遙会南淡路病院 656‐0516 兵庫県南あわじ市賀集福井560番地

医療法人久仁会明石同仁病院 674‐0074 兵庫県明石市魚住町清水2183

医療法人社団栄徳会加古川磯病院 675‐1203 兵庫県加古川市八幡町下村1353

医療法人櫻仁会赤穂記念病院 678‐0201 兵庫県赤穂市塩屋3450番地5

医療法人社団玉章会力田病院 733‐0852 広島県広島市西区鈴が峰町14-20

医療法人社団重松会松本病院 722‐0045 広島県尾道市久保三丁目14番22号

医療法人博愛会山口博愛病院 747‐0819 山口県防府市お茶屋町2番12号

鈴江病院 770‐0028 徳島県徳島市佐古8番町4-22

医療法人すこやか林病院 770‐8012 徳島県徳島市大原町千代ヶ丸山30番地20

住所

別 添



保険医療機関名 住所

稲山病院 770‐0004 徳島県徳島市南田宮4丁目3番9号

平田病院 780‐0870 高知県高知市本町5丁目4-23

医療法人安倍病院 823‐0012 福岡県宮若市長井鶴250番地3

中澤病院 856‐0032 長崎県大村市東大村1丁目2524番地3

医療法人出田会出田眼科病院 860‐0027 熊本県熊本市中央区西唐人町39

山口病院 860‐0056 熊本県熊本市西区田崎3丁目1-17

医療法人社団高信会辰元病院 880‐2224 宮崎県宮崎市高岡町飯田2089-1

医療法人清陵会隅病院 889‐4505 宮崎県都城市高崎町大牟田1204番地

医療法人友愛会野尻中央病院 886‐0212 宮崎県小林市野尻町東麓1176

医療法人社団慶城会瀧井病院 883‐0033 宮崎県日向市大字塩見11652番地

医療法人敬愛会中江病院 892‐0847 鹿児島県鹿児島市西千石町4番13号

真愛病院 897‐0031 鹿児島県南さつま市加世田東本町7番地3

ザ王病院 899‐5231 鹿児島県姶良市加治木町反土2151-1

医療法人社団白桜会新しらおか病院 349‐0221 埼玉県白岡市上野田1267-1
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