
関係各位

事務連絡

平成 26年 9月 12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。
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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

一般社団法人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

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

労働基準局労災補償部補償課

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

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

殿

保医発 09 1 2第 5号

平成 26年 9月 12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」 （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「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毘療機関として通知（以下「データ提出通知J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、当該保険匿療機関は、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

医療法人札幌円山整形外科病院 北海道札幌市中央区北7条西27丁目1悉3号

医療法人札幌麻生脳神経外科病院 北海道札幌市東区北22条東1丁目1-40

医療法人札幌第一病院 北海道札幌市西区ー十四軒4条3丁目4番26号

医療法入社団静和会静和記念病院 北海道札幌市西区琴似1条5丁目l番1号

北海道内科リウマチ科病院 北海道札幌市西区琴似1条3丁目l番45号

医療法人社団悠仁会羊ケ丘病院 北海道札幌市厚別区青葉町3了目1-10

函館赤十字病院 北海道函館市堀川町6番21号
医療法人道南勤労者医療協会道南勤医協函館稜北病院 北海道函館市中道2丁目51番I号
士別市立病院 北海道士別市東11条5丁目3029番地1

医療法人社団ニ慈会釧路ニ慈会病院 北海道釧路市幣舞町4番30号
医療法人元秀会弘前小野病院 青森県弘前市大字和泉2丁目19-1
医療法人社団仙石病院 宮城県東松島市赤井字台53-7

医療法人永仁会永仁会病院 宮城県大崎市古川旭二丁目5番1号
公益財団法人宮城厚生協会長町病院 宮城県仙台市太白区長町二丁目7番26号

公益財団法人宮城厚生協会泉病院 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘二丁目1番地の1

独立行政法人労働者健康福祉機構秋田労災病院 秋田県大館市軽井沢字下岱30

市立角館総合病院 秋田県仙北市角館町上野18番地

羽後町立羽後病院 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字大戸道445 

医療法人徳洲会山形徳洲会病院 山形県山形市清住町二丁目3番目号

寒河江市立病院 山形県寒河江市大字寒河江字塩水80番地

社会医療法人福島厚生会福島第一病院 福島県福島市北沢又字成出16-2

医療法人社団正風会石井脳神経外科・眼科病院 福島県いわき市小名浜林城字塚前3-1

医療法人平心会須賀川病院 福島県須賀川市丸田町17番地

佐野市民病院 栃木県佐野市田沼町1832番地l
医療法人小金井中央病院 栃木県下野市小金井2丁目4番地3
医療法人島門会本島総合病院 群馬県太田市西本町3番8号

医療法人安東病院 埼玉県J11口市芝3丁目7番目号

医療法人明治会西大宮病院 埼玉県さいたま市大宮区ニ橋1-1173

医療法人財団献心会川越胃腸病院 埼玉県川越市仙波町2-9-2

医療法人直1l;、会帯津ニ敬病院 埼玉県川越市大字大中居545番地

医療生協さいたま生活協同組合埼玉西協同病院 埼玉県所沢市中富1865-1

医療生協さいたま生活協同組合熊谷生協病院 埼玉県熊谷市上之3584
公益社団法人東松山医師会東松山医師会病院 埼玉県東松山市神明町1-1510 

東松山市立市民病院 埼玉県東松山市大字松山2392番地

さいたま市民医療センター 埼玉県さいたま市西区島根2991 

医療法人社団創進会みつわ台総合病院 千葉県千葉市若葉区若松町531486 

医療法人弘仁会板倉病院 千葉県船橋市本町2丁目10番1号

医療法人社団広恵会春山外科病院 東爪都新宿区百人町1丁目24番5号
医療法人財団日崩会第一病院 東尽都目黒区中根2丁目10番20号
医療法人財団健康文化会小旦沢病院 東京都板橋区小旦沢1丁目6番8号
医療法人社団寿英会内田病院 東京都足立区千住一丁目39番地
医療法人社団日岩会下井病院 東爪都足立区綾瀬328 8 

医療法人財団慈光会堀切中央病院 東尽都葛飾区堀切7-4-4

医療法人財団J11野病院 東尽都立川市錦町1丁目7番5号

医療法人社団竹口病院 東尽都昭島市玉川町4-6-32

生麦病院 神奈川県横浜市鶴見区生麦114 21 

医療法人社団協友会横浜なみきリハゼリァーション病院 神奈川県横浜市金沢区並木28 1 

医療法人社団悠心会森田病院 神奈川県相模原市緑区ニケ木627
医療法人社団和光会総合川崎臨港病院 神奈川県川崎市川崎区中島3丁目13番1号

白根健生病院 新潟県新潟市南区上下諏訪木770-1
吉田病院 新潟県長岡市長町1丁目 1668番地

独立行政法人国立病院機構西新潟中央病院 新潟県新潟市西区真砂1-141 

社会福祉法人聖霊病院金沢聖霊総合病院 石川県金沢市長町1丁目5番30号

医療法人社団浅ノJ11心臓血管センター金沢循環器病院 石川県金沢市田中町は16番地

嶋田病院 福井県福井市西方1丁目2番11号
医療法人寿人会木村病院 福井県鯖江市旭町4丁目4番9号
春江病院 福井県坂井市春江町江留下屋敷62-5

みどり病院 岐阜県岐阜市北山1-4-14

岐阜ハートセンター 岐阜県岐阜市薮田南414-4 

医療法人社団白鳳会鷲見病院 岐阜県郡上市白鳥町白鳥21 
富士整形外科病院 静間県富士市錦町1丁目4番23号
医療法人弘遠会すずかけセントフノレ病院 静岡県浜松市南区田尻町120-1

ちくさ病院 愛知県名古屋市千種区内山一丁目16番目号
名古屋ハートセンター 愛知県名古屋市東区砂田橋一丁目1番14号
NT  T西日本東海病院 愛知県名古屋市中区松原217 5 
西本病院 愛知県名古屋市瑞穂区新聞町2438 
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保険医療機関名 住所

医療法人山和会山口病院 愛知県名古屋市南区加福本通3丁目28番地
医療法人澄心会豊橋ハートセンター 愛知県豊橋市大山町五分取21-1
一宮市立木曽川市民病院 愛知県一宮市木曽川町黒田字北野黒165
医療法人愛生館小林記念病院 愛知県碧南市新川町3丁目88番地
独立行政法人国立長寿医療研究センター 愛知県大府市森岡町源吾35番地
名古屋逓信病院 愛知県名古屋市東区泉2丁目2番5号
医療法人思源会岩崎病院 二重県津市一身田町333番地
公益財団法人近江兄弟社ヴォーリズ記念病院 滋賀県近江八幡市北之庄町492番地
公益財団法人豊郷病院 滋賀県犬上郡豊郷町八目十二
医療法人マキノ病院 滋賀県向島市マキノ町新保1097番地
日本パフ。アスト病院 尽都府尽都市左尽区北白川山ノ元町47
医療法人清仁会洛西ニュータウン病院 京都府京都市西尽区大枝東新林町3丁目6番地
医療法人東和会第一東和会病院 大阪府向槻市大塚町5丁目20番3号
医療法人相愛会相原第一病院 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3-12-10
医療法人清水会鶴見縁地病院 大阪府守口市南寺方南通3丁目4番8号
医療法人彩樹守口敬任会病院 大阪府守口市八雲東町2丁目47番12号
大阪府立中河内救命救急センター 大阪府東大阪市西岩田3-4-13
神戸医療生活協同組合神戸協同病院 兵庫県神戸市長田区久保町2-4-7
芦屋セントマリア病院 兵庫県芦屋市大原町520 
医療法人社団みどり会にしき記念病院 兵庫県篠山市西谷575番地の1
医療法人社団緑風会龍野中央病院 兵庫県たつの市龍野町島田667番地
医療法人財団清良会書写病院 兵庫県姫路市書写台2丁目28
医療法人一輝会荻原整形外科病院 兵庫県神戸市中央区北長狭通53 5 
あんしん病院 兵庫県神戸市中央区港島南町1-4-12
稲田病院 和歌山県和歌山市和国1175番地
医療法人共済会清水病院 鳥取県倉吉市宮川町129
社会医療法人石州会六日市病院 島根県鹿足郡古賀町六日市368番地4
佐藤病院 岡山県岡山市南区築港栄町2-13
医療法人社団恵、風会宮本整形外科病院 岡山県岡山市中区国富4丁目2番目号
まび記念病院 岡山県倉敷市真備町川辺2000番地1
医療法人薬師寺慈恵会薬師寺慈恵病院 岡山県総社市総社1-17-25
医療法人慶真会大杉病院 岡山県荷梁市柿木町24
医療法人淳和会長谷川紀念病院 岡山県新見市両尾793-6
医療法人紀典会北川病院 岡山県和気郡和気町和気277
一般財団法人共愛会芳野病院 岡山県苫田郡鏡野町吉原312
地方独立行政法人岡山市立総合医療センター岡山市立せのお病院 岡山県岡山市南区妹尾850
国家公務員共済組合連合会吉島病院 広島県広島市中区吉島東3丁目2-33
医療法人財団竹政会セントフノレ病院 広島県福山市住吉町7番3号
医療法人社団宏仁会寺岡整形外科病院 広島県福山市南本庄二丁目1番52号
総合病院庄原赤十字病院 広島県庄原市西本町一丁目7番10号
木下病院 徳島県徳島市南末広町4-70
二野田中病院 徳島県ニ好市二野町芝生1242番地6
医療法人凌雲会稲次整形外科病院 徳島県板野郡藍住町笠木字西野50-1
医療法人社団新進会おさか脳神経外科病院 香川県両松市二名町378-1
麻回総合病院 香川県丸亀市津森町219番地
NT  T西日本松山病院 愛媛県松山市喜与町1-7← l

医療法人滴水会吉野病院 愛媛県今治市末広町1丁目5-5
社会医療法人近森会近森リハビリァーション病院 両知県両知市北本町1丁目2-6
医療法人松田会近森オルソリハビリァーション病院 同知県前知市大川筋1丁目6-3
医療法人長生会大井田病院 前知県宿毛市中央8丁目3番6号
医療法人公世会野市中央病院 I関知県香南市野市町東野555番地18
医療法人青雲会清和病院 同知県雨間郡佐川町乙1777番地

友田病院 福岡県福岡市博多区諸岡4丁目2824 
医療法人社団正樹会佐田整形外科病院 福岡県福岡市城南区神松寺2-19-2
医療法人エイジイアイエイチ秋本病院 福岡県福岡市中央区警固1-8-3

医療法人康正会けご病院 福岡県福岡市中央区警固1-148 
医療法人社団邦生会前山病院 福同県筑紫野市針摺中央2丁目 11-10
柳病院 福岡県八女市吉田2番地1
嘉麻赤十字病院 福岡県嘉麻市上山田1237
医療法人医和基会牧山中央病院 福岡県北九州市戸畑区初音町13-13
社会医療法人共愛会戸畑リハビリァーション病院 福岡県北九州市戸畑区小芝2丁目4番31号
特定医療法人東筑会東筑病院 福岡県北九州市八幡西区八枝一丁目7番20号
医療法人しょうわ会正和なみき病院 福岡県北九州市八幡西区八枝二丁目 13番1号
町立太良病院 佐賀県藤津郡太良町大字多良520番地12
独立行政法人国立病院機構東佐賀病院 佐賀県ニ養基郡みやき町大字原古賀7324
医療法人誠仁会千綿病院 長崎県長崎市矢上町9番12号
医療法人健正会大久保病院 長崎県長崎市戸石町1470番地1
千住病院 長崎県佐世保市宮地町5番5号
医療法人済家会柴田長庚堂病院 長崎県島原市中堀町68番地
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社会医療法人春回会長崎北病院 長崎県西彼杵郡時津町フじ村郷800番地

特定医療法人高生会熊本第一病院 熊本県熊本市南区田迎町田井島224番地

医療法入金津会青磁野リハビリァーション病院 熊本県熊本市西区島崎2丁目2215 

医療法人清和会水前寺とうや病院 熊本県熊本市中央区水前寺5丁目222 

医療法人間中会武蔵ヶ丘病院 熊本県熊本市北区檎7丁目15番1号

医療法人社団藤浪会整形外科井上病院 熊本県熊本市中央区本荘町644

医療法人社団鶴友会鶴岡病院 熊本県熊本市東区保田窪本町10-112

医療法人清和会平成とうや病院 熊本県熊本市南区出仲間8丁目2番目号

一般社団法人菊池郡市医師会菊池郡市医師会立病院 熊本県菊池市大琳寺75番地3

特定医療法人高生会合志第一病院 熊本県合志市御代志812-2

医療法人社団順幸会阿蘇立野病院 熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野185-1

医療法人谷田会谷田病院 熊本県上益城郡甲佐町岩下123

東熊本病院 熊本県上益城郡益城町惣領1522-1

医療法人相生会にしくまもと病院 熊本県熊本市南区富合町古閑1012番地

永富脳神経外科病院 大分県大分市西大道2丁目1番20号

大分こども病院 大分県大分市片島83番地の7

医療法人長円莫記念会長門記念病院 大分県佐伯市鶴岡町1丁目11番目号

医療法人恵友会杵築中央病院 大分県杵築市大字杵築120番地

九州大学病院別府病院 大分県別府市大字鶴見学鶴見原4546番地

医療法人社団晴緑会宮崎医療センター病院 宮崎県宮崎市両松町2番目号

ブレストピアなんば病院 宮崎県宮崎市丸山2丁目 1121 

藤克上町病院 宮崎県都城市上町10街区24号

医療法人伸和会共立病院 宮崎県延岡市中川原町3-42

医療法人久康会平田東九州病院 宮崎県延岡市伊形町4791番地

医療法人東陽会整形外科前原病院 宮崎県小林市細野2033番地

医療法人慶明会けいめい記念病院 宮崎県東諸県郡国富町大字岩知野762

医療法人玉水会玉水会病院 鹿児島県鹿児島市下伊敷1丁目 1番5号

医療法人明正会今林整形外科病院 鹿児島県指宿市十町352-2

医療法人敬安会伊達病院 鹿児島県薩摩川内市神田町4番25号

医療法人徳洲会喜界徳洲会病院 鹿児島県大島郡喜界町湾315

整形外科松元病院 鹿児島県伊佐市大口里491番地2

社会医療法人友愛会南部病院 沖縄県糸満市真栄里870番地
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