
関係各位

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

健康保険主管課倍円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

すようぉ願いいたします。
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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

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4年3月4日保医発0304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。

保医発 12 14 第 1 号

令和 4年12月14日

厚生労働省保険局医療課長

(公印省略)



保険医療機関名

社会医療法人共栄会札幌トロイカ病院

医療法人聖愛会発寒中央病院

宮城県立精神医療センター

医療法人久盛会秋田緑ケ丘病院

社会医療法人興生会横手興生病院

独立行政法人国立病院機構あきた病院

独立行政法人国立病院機構山形病院

独立行政法人国立病院機構福島病院

土浦りハビリテーション病院

取手中央病院

あしかがの森足利病院

医療法人順整会福島整形外科病院

群馬病院

浦和神経サナトリウム

医療法人社団輔仁会大宮厚生病院

医療法人誠至会狭山厚生病院

医療法人尚寿会あさひ病院

医療法人白百合会幕張病院

医療法人社団直樹会磯ケ谷病院

公益財団法人復光会総武病院

医療法人社団敬智会梶原病院

医療法人財団同潤会富士見病院

心身障害児総合医療療育センター

医療法人社団翠会成増厚生病院

医療法人社団慈誠会慈誠会・練馬高野台病院

医療法人社団福寿会慈英会病院

横浜町田関節脊椎病院

東京都立府中療育センター

社会福祉法人日本心身障害児協会島田療育センター

地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立松沢病院

医療法人丹沢病院

独立行政法人国立病院機構箱根病院

独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター

独立行政法人国立病院機構さいがた医療センター

医療法人社団弘仁会魚津緑ケ丘病院

独立行政法人国立病院構富山病院

独立行政法人国立病院機医王病院

独立行政法人国立病院機構七尾病院

社会医療法人加納岩日下部記念病院

公益財団法人三生会三生会病院

003 -0869

063 -0825

981

住所

北海道札幌市白石区川下5刀番地8

北海道札幌市西区発寒5条6丁目10-1

宮城県名取市手倉田字山無番地

秋田県秋田市飯島字堀川84番地

秋田県横手市根岸町8-21

秋田県由利本荘市岩城内道川字井戸ノ沢84-40

山形県山形市行才126番地2

福島県須賀川市芦田塚13番地

茨城県土浦市鍋新町11-フ

茨城県取手市本郷3-2-1

栃木県足利市大沼田町615

栃木県那須塩原市弥生町1-10

群馬県高崎市稲荷台町136番地

埼玉県さいたま市南区広ケ谷戸301-1

埼玉県さいたま市見沼区片柳1番地

埼玉県狭山市中央1丁目24番10号

埼玉県狭山市大字水野592番地

千葉県千葉市美浜区幕張西4丁目2番12号

千葉県市原市磯ケ谷35

千葉県船橋市市場3丁目3番1号

東京都墨田区墨田3丁目31番12号

東京都板橋区大和町14番16号

東京都板橋区小茂根1-1-10

東京都板橋区三園1丁目19番1号

東京都練馬区高野台三丁目8番8号

東京都足立区西新井栄町2-8-6

東京都町田市南つくし野3-1-2

東京都府中市武蔵台二丁目9番地2

東京都多摩市中沢1丁目31番地の1

東京都世田谷区上北沢二丁目1番1号

神奈川県秦野市堀山下557

神奈川県小田原市風祭412

神奈川県横須賀市野比5-3-1

新潟県上越市大潟区犀潟468-1

富山県魚津市大光寺287

富山県富山市婦中町新町3145番地

石川県金沢市岩出町二73番地1

石川県七尾市松百町八部3-1

山梨県山梨市上神内川1363

山梨県上野原市上野原1185

011 -09Π

1231

013,0016

018 -1301

990 -0876

962 -08朋

300 -0053

302 -0022

「弓「ヌ「

326 -0011

325 -0044

370 -3516

336 -0041

337 -0024

350 -1308

350 -1317

261 -0026

290 -0204

273 -0001

131 -0031

173 -0012

173 -0037

175 -0091

17フ-0033

123 -0843

194 -0002

183 -0042

206 -0036

156 -0057

259,1304

250 -0032

239 -0841

949 -3116

937 -0807

939 -2607

920 -0171

926 -0841

405 -0018

409 -0112



保険医療機関名

独立行政法人国立病院機構東長野病院

社会医療法人聖泉会聖十字病院

医療法人緑翔会小松病院

八事病院

犬山病院

社会医療法人居仁会総合心療センターひなが

塩川病院

医療法人紀南会熊野病院

独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院

医療法人倖生会身原病院

医療法人社団湯川胃腸病院

社会福祉法人枚方療育園

医療法人微風会浜寺病院

平野若葉会病院

医療法人若葉会王子回生病院

奈良東九条病院

独立行政法人国立病院機構やまと精神医療センタ

公益財団法人慈圭会慈圭病院

旭川荘療育・医療センター

医療法人三和会おおうち病院

医療法人せのがわ瀬野川病院

独立行政法人国立病院機構柳井医療センター

城南病院

独立行政法人国立病院機構徳島病院

医療法人社団三愛会三船病院

松山記念病院

雁の巣病院

医療法人徳洲会二日市徳洲会病院

医療法人財団はまゆう会新王子病院

独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター

医療法人清潮会三和中央病院

くまもと芦北療育医療センター

緑ケ丘保養園

医療法人和風会加世田病院

医療法人山会サンピエール病院

医療法人須藤会土佐病院

381-00部

509 -5142

457 -0058

住所

長野県長野市上野2-4刀

岐阜県土岐市泉町久尻2431番地の160

愛知県名古屋市南区前浜'6丁目45番地

愛知県名古屋市天白区塩釜口一丁目403番地

愛知県犬山市大字塔野地字大畔10番地

三重県四日市市大字日永5039番地

三重県鈴鹿市平田IT目3番7号

三重県熊野市久生屋町868番地

三重県鈴鹿市加佐登三丁目2番1号

京都府京都市西京区上桂宮ノ後町6番地の8

大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝二丁目10番2号

大阪府枚方市津田東町2丁目1番1号

大阪府高石市東羽衣7-10-39

大阪府大阪市平野区瓜破2丁目1番19号

兵庫県明石市大道町2丁目2番3号

奈良県奈良市東九条町752番地

奈良県大和郡山市小泉町2815番地

岡山県岡山市南区浦安本町100番の2地

岡山県岡山市北区瓢園866

広島県広島市中区大手町三丁目7-11

広島県広島市安芸区中野東4丁目Ⅱ番13号

山口県柳井市伊保庄95番地

徳島県徳島市丈六町行正27番地1

徳島県吉野川市鴨島町敷地1354

香川県丸亀市祚原町366

愛媛県松山市美沢1丁目10-38

福岡県福岡市東区雁の巣1丁目26番1号

福岡県筑紫野市二日市中央4丁目8番25号

福岡県北九州市八幡西区鉄王2-20-1

佐賀県神埼郡吉野ケ里町三津160番地

長県長崎市布巻町165番地1

熊本県葦北郡芦北町大字芦北2813

大分県大分市大字丹生1747

鹿児島県南さつま市加世田唐仁原1181番地

群馬県高市上佐野町786-フ

高知県高知市新本町2丁目10-24

468 -0073

484 -0094

510 -0885

513 -0844

519 -4326

513 -0004

615.8227

543 -0033

573 -0122

592 -0003

547 -0024

673 -0029

630 、 8144

639 -1042

702 -8026

703 、肌07

730 -0051

739 -0323

742 -1352

フ71 -4261

フ76 -0031

763 -0073

791 -8022

811 -0206

818.0072

806 -0057

842 -0104

851.0403

869 -5561

870 -0318

897 -1121

370 -0857

780 -0062


