
 

事 務 連 絡 

令和３年９月８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 

 



保 医 発 0 9 0 8 第 １ 号

令 和 ３ 年 ９ 月 ８ 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

医療法人社団翔嶺館札幌優翔館病院 002‐8042 北海道札幌市北区東茨戸2条2丁目8番25号

医療法人社団西の里恵仁会病院 061‐1102 北海道北広島市西の里506番地

医療法人社団三ツ山病院 047‐0032 北海道小樽市稲穂1丁目9番2号

医療法人社団敬愛会白樺台病院 085‐0804 北海道釧路市白樺台2丁目25番1号

斜里町国民健康保険病院 099‐4117 北海道斜里郡斜里町青葉町41番地

医療法人社団幾生会南そらち記念病院 068‐2165 北海道三笠市岡山506番地8号

医療法人社団心優会留萌記念病院 077‐0042 北海道留萌市開運町1丁目6番1号

医療法人同仁会浪打病院 030‐0902 青森県青森市合浦2丁目11番24号

医療法人盟陽会泉ヶ丘クリニック 981‐3134 宮城県仙台市泉区桂1丁目18番地1

社会医療法人明和会大曲中通病院 014‐0062 秋田県大仙市大曲上栄町6番4号

医療法人回生堂しのぶ病院 960‐1101 福島県福島市大森字高畑31番地の1

小美玉市医療センター 311‐3422 茨城県小美玉市中延651-2

医療法人敬愛会小山厚生病院 323‐0031 栃木県小山市八幡町2-10-6

光南病院 329‐0214 栃木県小山市大字乙女795

医療法人徳真会真岡病院 321‐4305 栃木県真岡市荒町三丁目45番地16

医療法人積心会富沢病院 371‐0014 群馬県前橋市朝日町4-17-1

医療法人今井病院 345‐0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸3丁目11番1号

医療法人熊谷福島病院 360‐0045 埼玉県熊谷市宮前町1-135-2

医療法人社団彩優会さって福祉病院 340‐0113 埼玉県幸手市大字幸手3440-1

医療法人社団鎮誠会令和リハビリテーション病院 260‐0026 千葉県千葉市中央区千葉港4番4号

医療法人黒潮会田辺病院 289‐2516 千葉県旭市ロの818-2

医療法人社団福秀会浦安高柳病院 279‐0004 千葉県浦安市猫実5-11-14

医療法人川崎病院 298‐0207 千葉県夷隅郡大多喜町泉水674

医療法人財団同仁記念会明和病院 101‐0041 東京都千代田区神田須田町1丁目18番地

医療法人社団清湘会清湘会東砂病院 136‐0074 東京都江東区東砂7-17-9

医療法人社団美誠会板橋宮本病院 174‐0054 東京都板橋区宮本町51-15

おうちにかえろう病院 174‐0061 東京都板橋区大原町44番3号

医療法人社団崎陽会日の出ヶ丘病院 190‐0181 東京都西多摩日の出町大久野310

医療法人社団久遠会高沢病院 190‐1201 東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木722番地1

湯河原胃腸病院 259‐0303 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥4-3-1

医療法人財団額田記念会額田記念病院 248‐0007 神奈川県鎌倉市大町4-6-6

中村病院 252‐0243 神奈川県相模原市中央区上溝6-18-39

医療法人裕徳会よこはま港南台地域包括ケア病院 234‐0051 神奈川県横浜市港南区日野南三丁目7番15号

医療法人社団鵬友会新中川病院 245‐0001 神奈川県横浜市泉区池の谷3901番地

医療法人社団育成会鹿島田病院 212‐0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-21-20

医療法人社団いずみ会いま泉病院 939‐8075 富山県富山市今泉220番地

萩野病院 939‐2723 富山県富山市婦中町萩島315-1

坂本記念病院 939‐0626 富山県下新川郡入善町入膳3345番地2

伊部病院 916‐0147 福井県丹生郡越前町内郡11号1番地、2番地

長野県厚生農業協同組合連合会長野松代総合病院附属若穂病院 381‐0101 長野県長野市若穂綿内7615-1

医療法人共和会塩田病院 386‐1325 長野県上田市中野29番地2

医療法人親和会富田病院 454‐0957 愛知県名古屋市中川区かの里一丁目301番地

医療法人宏生会高森台病院 487‐0032 愛知県春日井市高森台4丁目4番地50

住所

別 添



保険医療機関名 住所

船入病院 497‐0030 愛知県海部郡蟹江町宝一丁目596番地

びわこ学園医療福祉センター野洲 520‐2321 滋賀県野洲市北桜978-2

医療法人岸本病院 625‐0036 京都府舞鶴市字浜1131番地

医療法人博我会滝谷病院 586‐0006 大阪府河内長野市松ヶ丘中町1453番地

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪精神医療センター 573‐0022 大阪府枚方市宮之阪3丁目16番21号

医療法人義方会大津病院 554‐0051 大阪府大阪市此花区酉島2丁目1番

医療法人健昭会なにわ病院 556‐0021 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目3番11号

医療法人博我会高石病院 592‐0004 大阪府高石市高師浜3-3-31

医療法人貴医会貴島中央病院 581‐0088 大阪府八尾市松山町1丁目4番11号

九十九記念病院 666‐0033 兵庫県川西市栄町10番4号

山田病院 671‐1241 兵庫県姫路市網干区興浜39番地

一般財団法人淳風会淳風会ロングライフホスピタル 700‐0072 岡山県岡山市北区万成東町3-1

医療法人水清会水島第一病院 712‐8061 岡山県倉敷市神田2丁目3番33号

医療法人東和会小林病院 721‐0907 広島県福山市春日町7丁目1-18

医療法人社団親和会やまと病院 739‐0615 広島県大竹市元町一丁目1番5号

広島県立障害者リハビリテーションセンター医療センター 739‐0036 広島県東広島市西条町田口295-3

廿日市野村病院 738‐0034 広島県廿日市市宮内字佐原田4209-2

医療法人社団仁清会康成病院 739‐2613 広島県東広島市黒瀬町楢原757

医療法人社団増原会東城病院 729‐5121 広島県庄原市東城町川東1463番地1

医療法人緑山会鹿野博愛病院 745‐0304 山口県周南市大字鹿野下1161-1

玉真病院 774‐0045 徳島県阿南市宝田町荒井20番地

医療法人社団有史会高畠病院 769‐0104 香川県高松市国分寺町新名500番地1

医療法人和光会木俵病院 787‐0025 高知県四万十市中村一条通3丁目3-25

医療法人日新会久留米記念病院 839‐0809 福岡県久留米市東合川8丁目8番22号

医療法人曽我病院 837‐0904 福岡県大牟田市吉野859

小野病院 840‐0008 佐賀県佐賀市巨勢町大字牛島244番地7

医療法人長愛会菊地病院 859‐4501 長崎県松浦市志佐町浦免1765-4

医療法人愛生会くまもと温石病院 861‐4407 熊本県下益城郡美里町中小路835番地

医療法人誠心会東病院 868‐0431 熊本県球磨郡あさぎり町岡原北946

医療法人豊堂岩尾整形外科病院 877‐0071 大分県日田市大字十二町字岸高595番地の1

医療法人社団尚成会近間病院 880‐0836 宮崎県宮崎市山崎町965番地6

医療法人中心会野村病院 882‐0856 宮崎県延岡市出北5丁目4番26号

医療法人愛人会川島病院 891‐0141 鹿児島県鹿児島市谷山中央1丁目4196番地

公益社団法人出水郡医師会立第二病院 899‐0402 鹿児島県出水市高尾野町柴引2574

川辺生協病院 897‐0211 鹿児島県南九州市川辺町両添大正田1118

医療法人大平会嶺井リハビリ病院 901‐2131 沖縄県浦添市牧港3丁目1番10号

医療法人社団真養会きせがわ病院 410‐0022 静岡県沼津市大岡1155

神崎病院 661‐0967 兵庫県尼崎市浜3丁目1-10

医療法人社団慶寿会千代田中央病院 731‐1533 広島県山県郡北広島町有田1192

万江病院 868‐0025 熊本県人吉市瓦屋町字典子1718-1

医療法人凱風会織部病院 870‐0852 大分県大分市田中町一丁目8番62号

医療法人昭和会黒瀬病院 882‐0867 宮崎県延岡市構口町2丁目125番地1
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