
関係各位

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部

改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正等について

標記について、別添にて、地方厚生(支)局医療課長、都道府県民生主管音Ⅲ局)国民健康保険

主管課倍愉長及び都道府県後期高齢者医療主管音以局)後期高齢者医療主管課倍勵長あて通知し

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。

【通知】

0 「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法のー

部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について

(平成28年5月24日付け保医発0認4第2号)

事

平成

務連

器年5月

C 「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一

項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正につい

て(平成器年5月24日付け保医発0朋4第3号)

厚生労働省保険局医療課

絡

舒日

0 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(平成

28年5月17日付け保医発0517第1号)

0 データの提出に遅延等が認められた保険医療機関におけるデータ提出加算の取扱いにつ

いて(平成28年5月19日付け保医発0519第5号)
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(送付先関係団体等)

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

一般社団法人日本社会医療法人協議会

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

国立研究開発法人国立がん研究センター

国立研究開発法人国立循環器病研究センター

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

国立研究開発法人国立国際医療研究センター

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

国立研究開発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

独立行政法人労働者健康安全機構

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

労働基準局労災管理課

労働基準局補償課

労働基準局安全衛生部計画課

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



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

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倍の長

「厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名の一部を改正する件」(平成28年

厚生労働省告示第230号)が平成28年5月24日に告示され、同月25日付けで適用されることに伴い、

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う

実施上の留意事項について」(平成28年3月18日保医発第0318第2号。以下「留意事項通知」とい

う。)を下記のとおり改正するとともに、改正の概要を示すので、関係者に対し周知徹底を図られた

し、

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の

一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について

殿

保医発0524第2号

平成28年5月24日

厚生労働省保険局医療課長

(公印省略)

1.改正内容について

留意事項通知の診断群分類定義樹形図及び診断群分類定義表中、「040040 肺の悪性腫傷」、

「040100 喘息、」及び「130050 慢性白血病、骨髄増殖性疾患」をそれぞれ呂1絲氏 1及び呂1俳氏2 の

とおり改める。

2.改正の概要について

「040040 肺の悪性腫傷」のうち手術・処置等 2 の 7 に「セリチニブ」を、「040100 喘息寸

のうち手術・処置等2 の 2 に「メボリズマブ」を、「130050 慢性白血病、骨髄増殖性疾患」

のうち手術・処置等2の 5 に「イブルチニブ」追加する。

記
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^C

04 M40 肺の凰性腫癌

分類名

気管の悪性斬生物

気管主およぴ肢の悪性新生物

帥の峡鼻性悪性新生物

気管の上皮内癌

気管亥およぴ肪の上庄内癌

畔吸暴系の上庄内癌.郁位不明

ICD名称

入し二

型ド

04 01伽鴫息

コー

フ

Cココ

03"

分

C7且0

病慈区分

D0之1

D0をを

、出

D024

哨息

幽息究作重耽状感

口卯50 慢性白血病、骨

費増殖性疾趨

年酔、出生跨休 手術分岐

慢性りンバ球性白血病 0,11

亜急性りンバ球性白血痢 C,12

前りンバ球性白血窮 0,10

毛様細胞性<h剛四一C.11>白血病 0,14

侵性骨融性白血病 C921

亜亀性骨側性白血病 C922

慢性単球性白血窮 C,コ1

亜急性岸球性白血病 C,ユ?

足署趣胞白血病 09'3

絢臆聾不明の慢性白血痢 C951

細胞型不明の聾急性白血病 C95之

真正赤血球増加虚<多血症> D45

慢性骨側増薙性疾血 0411

本飽性(出血性)血小紅血症 D'73

血液および遭血瓢のモの弛の明示さ D乃8
れた疾血

手術なし

手衞あり

"5キ

"0

""手鞆なし

97 01 肺悪性履癌手術 K51心

97 02 気管窒形戒手術輪状切除桁 K516之

97 叫膚蝕鱗下肺悪性護癌手術 K514-2$

" 05 気管亥置傷梼出術【気管室語又は気管支ファイ K51D
バースコープによるもの)

9705 気管支俄下レーザー腫博燎灼桁 K510ーコ

羽 06 ^内(族艮内)血里腺去斯 K494

97 01 気智支狭幸舷彊衛(気管支韻によるもの)
97 97

閲 0 15鰻U上

15 1 尋旋以上15窒衆満

伽 2 コ鰻素肩

5 12 フレムツズマブ

12 イブルチニプ
"オフフツムマプ

10 ダサチニづ水和物4

10 ポスチニづ水和物

4 10 ニロチニプ塩酸塩水
和物
イマチニブメシル酸
化学廉法且乏

放射繰療法

人工腎諺モの他のル3加

場合
12 中心静脈注射
11 人工呼吸

点敷嚢名称

1 1

^5

舟45$

卯4"

"ゞ"

1 1

""手術ナ'L

97,7 手括あり

慢性朗塞性帥 040120
疾血

訣'b症、慢性虚 050050
血性心疾患

心不全 050130

宥椎骨粗瓢症 070310

2型軸尿病〔糖 1^70

尿病性ケトフシ

ドーシスを除
<.X末楕脅窪
不全なし.)

手術なし

手術あり

手

気管支ファイバースコ

軽庄酌針生接法

軽気管肺生検注

超音笠無管支蛾下穿劇吸引生犠法
(臼U$-TB卜扶)

1 1

1 1

1 1

処員等名称

K50ヨ

モの他のK
コート

""手蛎なし

ヨフ 0コ牌擴出術

97 03 慶腔鱗下騨摘出術
97 叫りンバ節摘出斯
91 97

区分

者号

DI02
D41之

手

D415

13 ぺJ丈シマ

1をぺメトレキセドナトリウ

ム水和物
"ウリゾチニプ

T!フレウチニプ塩酸塩

"セリチニブ

扣ゲフィチニづ

10 7フプチニプマレイン
酸塩

10 エルロチニブ

,カルポプラチン+パク
リタキセルあり

8 北学療法ありかつ魚
射繰痩怯なし

7 化学療法ありかつ放
射繰喋法あり

'化学療法なしかつ放
射轆療庄あり

1 中心齢版注財
1 人工呼畿

舶置等名称

0415-

之

2

7

7

区分

者号

K711

K711-2

K昏ユ吋

モの他のK
コート

俵血名

敵血症 1色閲10

証亜癌 010010

骨の悪性屋癌 070040
(宥推杏除く.〕
白血球疾廟(モ 12NI0
の他)

疾息コー

は10D
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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倍の長

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倍円長

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項

第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正について

殿

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規

定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第231号)が

平成28年5月24日に告示され、同年5月25日付けで適用されることに伴い、「厚生労働大臣が指定す

る病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が

別に定める患者について」(平成28年3月18日付け保医発0318第3 号。以下「高額薬剤通知」とい

う。)の別表一を別添のとおり改正する。改正の概要については下記のとおりであるので、関係者に

対し周知徹底を図られたい。

保医発 0524第 3 号

平成28年5月24日

厚生労働省保険局医療課長

(公印省略)

高額薬剤通知の別表一に、「エリブリンメシル酸塩」、「ビガバトリン」、「イブルチニブ」、

「セリチニブ」「オシメルチニブメシル酸塩」「ダブラフェニブメシル酸塩」「トラメチニブジメ

チルスルホキシド付加物」「セベりパーゼアルファ(遺伝子組換え)」及び「塩化ラジウム(獅R

幻」を追加し、「りツキシマブ(遺伝子組換え)」の適応症に「AB0血液型不適合腎移植■干移

植における抗体関連型拒絶反応の抑佑山を、レベチラセタムの適応症に「他の抗てんかん薬で十分な

効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法」を、ニボルマ

ブ(遺伝子組換え)の適応症に「根治切除不能な悪性黒色腫」を追加する。

記



別表一

告ホ

看号

藁剤名

オクトレオチド酢酸塩

2 リツキシマブ(遺伝子組
換え)

サンドスタチンLAR筋注用10鋼'
サンドスタチンLAR筋注用20肌
サンドスタチンLAR筋注用30芦直

銘柄(参考)

リツキサン注10伽ιノ'ι000紅ノ】C糺)
リツキサン注10畠ιノ.ι(500邑ιノ50-.)

3

適応症

膏化管神軽内分泌厘痔

ストレプトゾシン

4 ベムラコエニブ

免疫抑制状慧下の卯即隈性のB
細胞性りンバ増殖性疾砲

ザノサー点漕静注用1'

5

C269

ノホスブピル

ICD-10 (参考)

ゼルポラフ錠240肌

下記のAB0血液型不蓋合移
植における抗体闘連型拒絶反
応の抑制
腎移梱、肝移植

6 カトリデカニグ(遭伝
子組換え)

叫刀

ノバルディ錠400畠ι

庫・消化瞥神経内分泌匿痔

タラポルコインナトリ
ウム

診断群分顛饗号

(特定できない)

ノボサーティーン"注用2500

臺
0'0035XX0103XX

0'0035XX97×2XX

0舶035XX97×31X

0'0035XX"×30X

B臥F還伝子変具を有サる按治
切除不能な悪性黒色題

ι

注射用レザコイリン100晒ι

ペグインターフエロン
アルコ丁一2b {遭伝

干組換え)

(特定出来ない)

セログループ2 (ジエノタイプ
2)のC 型慢性粁炎又は0 型代
償性肝硬賓におけるウイルス
血窪の改善

060035XX0Ⅱ3XX

060035XX97×30X

060035XX99×2XX

060035XX99×31X

130140XXXXXXXX

(特定出来ない)

先天性血液凝医第X皿因干A
サブユニット欠乏息考におけ
る出血傾向の抑制

全ての診断群分類妻号

ポルテゾミブ

ペグイントロン庄下注用50"宮
/0.5工'.用

ベグイントロン庄下注用100" g
/0.5き'.用
ペグイントロン皮下注用150"'
/0.5T'用

E亙亙]
働青

剛82

化学触射緯痩怯又は数射繰慶
法後の局斯遭残再曼食道癌

10

全ての診断群分顛喬号

ニンテダニブエタンス
ルホン酸塩

ペルケイド注射用3m'

(特定出来ない)

Ⅱ

全ての診断僻分顛看号

バノピノスタット乳酸
塩

悪性黒色履における衛後補助
療怯

C151、 DO01

オフェブカプセル10伽ι
オフェブカプセル15伽ι

12 レジバスビルアセト
ン付加物ノソホスブビ
ル

060295XX97×OXX 060295XX99×OXX

マントル細胞りンパ属

フ丁リーダックカプセル1αnr
ファリーダックカプセル1忌fι

13

全ての診断群分類妻号

イEりムマブ(遺伝子
組換え)

(特定出来ない)

ハーポニー配合錠

特疉性蕨橡桂症

14 アンチトロンピンガン
マ(遣伝子組換え)

立」L
0'0010XXO1×4XX

0'0010xxoh40X

0印010XX97×3XX

060010XX97×41X

060010XX"×31X

0'0010XX99×41X

C831

ヤーポイ点滴許注液50幣r

再発又は勲治性の多鼻性骨貧
屋

フコアラン静注用600

全ての診断群分郷書号

060010xxoh3XX

060010xxoh41X

0印010XX97×40X

060010XX99×30X

060010XX99×40X

J841

15

セログループ1{ジェノタイプ
"のC 型慢性肝炎又はC 型代
償性肝硬変におけるウイルス
血症の改善

ポセンタン水和物

C900

16

粗治仞瑜不能な是性黒色恩

リパーロキサバン

130030XX97×2XX

130030XX97×40X

130030XX99×2XX

130030XX卯X31X

1コ0030XX99×41X

トラクリア錠62.5■ι

ヨ182

先王性フンチトロンビン欠乏
に基づく血栓形成傾向
アンチトロンビン低下を伴ラ
拷種性血管内凝固症候鮮
(DIC)

130030欺97×3XX

130030XX97×41X

130030XX99×30X

130030xxg9×40X

040ⅡOXXXXXOKX 040ⅡOXXXXXIXX

イグザレルト能10韻r
イグザしルト錠15用'

(特定出来ない)

生麹
130040XX97×5XX 130040XX"×5γX

全身性強庄症における手指遣
癌の兜症抑制

0723. D6舶、 D65

060295XX97×OXX

課部静既血栓症及び肺血栓宴
栓症の治擦及び再晃抑制

全ての首断群分類妻号

闘340

060295XX"×OXX

120290XXXXXOXX

!θ02

13010OXXXXX0獣

13010OKXXXX2XX

130130XXXXXOXX

13010OXXXXXIXX

13010OXXXXX4XX

疫性癌塵
070560XX97×OXX

070560XX99×OXX

130130XXXXXIXX

050】80XX97XXXX

070560XX97×1黙

070560XX99×1 XX

バ



告ホ

番号

17

蔓剤名

スクロオキシ水酸化鮫

18 ルストロンポパグ

ビートルチニアブル髪25山'
ビートルチニアブル錠50、ι

19

銘柄(参考)

バン〒タニブ

ムルプレタ錠3剛'

20 オムゼタスビル水和物
ノバリタプレピル水和
物ノリトナピル

カプレルサ雙100畠'

適応症

量析中の慢性腎馳病感看にお
ける高りン血症の改曹

21 レベチラセタム

ヴィキラックス配合錠

待機的な糎血的手技を予定L
ている慢性肝疾愚患者におけ
る血小板減少症の改菩

イーケプラ点滴"注500朗ι

H1ε1

橿治物除不舵な甲状諌琶様癌

ICD-10 (参考)

詑 リュープロレリン酢酸
塩

(特定出来ない)

セログル【プ1(ジェノタイプ
U のC型慢性肝炎又はC型代償
性肝硬窒におけるウイルス血
塵の改善

C73

一時的に軽口投与ができない
塵者における.下能の治療に
対するレベチラセタム妊口製
劃の代智療注
てんかん息者の部分晃作(ニ
次性全般化疉作を含む)

舶

リュープリンFR0注射用キウト
22.5酬ι

診断群分顛看号

トラベウテジン

1102部XX"1×OX

引82

24

他の抗てんかん藁で十分な効
果が認められないてんかん患
者の強宣間代晃作に封する杭
てんかん藁との併用療法

全ての診断群分顛看号

インジウムペンテトレ
オチド(1" j h )

G401、 6402、叫12

ヨンデリス点滴静注用0.2ヨ目ι
ヨン〒りス点滴静注用1用ι

25

閉経前乳癌
前立臘癌

ニポルマブ(遣伝子組
換え)

100020XXO1×1XX

100020XX"×1XX

オウトレオスキャン静注用セット

G403

俺考

0'0295XX97×OXX

100020XX97×1XX

オプジーポ点滴静注20昂ι
オプジーポ点滴静注10偽'

悪性畝部腫癌

ΩⅡ23Ω_'エ^
010230XX97×0OX

010230XX99×0I X

C50↓. C61

060295XX"×OXX

26

神軽内分泌巨痔の診断におけ
るソマトスタチン受容体シン
チグラコイ

コラゲナーゼ(クロス
トリジウムヒストリ
チクム)

旦N盤Q_^ゾι
010230XX99×0OX

Ⅲ0230XX97×0OX

010230XX99×0OX

訂

(特定出療ない)

切除不能な進行・再臭の非小
細胞肺癌

ラパチニブトシル酸塩
水和物

ザイヤフレックス注射用

Olm30XX99×0IX

(特定出来ない)

090ⅢOXXO1×3XX

090010XX03×2XX

090010XX04XXXX

090ⅢOXX99×2XX

2言

検治切除不詑な悪性黒色腫

アピキサバン

タイケルプ錠250割'

伽心

Ⅱ0080XXO1×3XX

ⅡN80XX"06XX

090010xxoh3XX

090010XX03×3XX

090010XX05XXXX

29

全ての診断群分顛書号

インフりキシマづ(遺
伝子組換え)

デュEユイトラン拘縮

エリキュース峡25N
エリキュース錠5N

110伽Oxxoh30X

1100ι0献991XXX

C069、 C15,、 020、 0210
C52、 C6的、 C'03、 0694

30

全ての診断群分類雪号

ペキサロテン

HER2遇剰晃現が確認され
た手術不舵又は真晃乳癌

レミケード点滴静注用100

31

吐7201

040040XX97×3XX

040040XX9903XX

040040XX99041X

040040XX9914XX

エリブリンメシル酸塩

C43$、 C519

タルグレチンカプセルフ5耽

静駆血栓塞栓症(深部静無血
栓虚及び肺血栓塞牲症)の治
療及び再鼻抑制

C50$

盤即"^
OEO005XX"K2XX

叫0040XX97×4XX

040040XX"040X

040040XX9913XX

ハラヴェン静注1閣'

川崎病の急性期

当該藁割の離付文書において記軸された効
能又は効果(平成27年12月17日に、医藁品
医療棲瓢等法算14条凱9項の規定により
既に承認された勃能又は効果の慶更につい
て承認されたものに限る.)に係るものに
限る

1且02

舶0005XX97×2XX

皮膚1細胞性りンバ厘

070390XX99馴黙

腎303

当駄藁割の離付文書において記載された効
枕又は効畢ι平成28年2月ユ9日に、医藁品
医療橿暑辱生算14条算9項の規定により
既に承認された効轆又は効果の変更につい
て承記きれたものに皿る.)に係るものに
腹る

悪性款部腫癌

●0010XX"×2XX

090010XX99×31X

090010XX97×30X

090ⅢOXX03×2XX

090ⅢOXX02×3XX

070390XX97欺汝

C8心

090moxxg9×30X

090010XX97×2XX

四0010XX97Xal x

090010XX03×3XX

090ⅢOXXO1×3XX

0501'OXX97XXXX

C49$

ⅡΩΩⅡ_」Ⅱ蟻痘
150070×OXXOOXX

150070×1XXOOXX

ノ(

130030XX99×2XX

130030XX97×2XX

150070×OXXIXXX

佑0070×1XXIXXX

'、 1

0300IXXX99×3XX

0300IXXX97×3XX

0300IXXX0103XX

0300IXXX01】3XX

13舶30XX99×30工

070041XX"×2XX

070041XXO1×2XX

0300IXXX99×4XX

0300IXXX97×4XX

0300IXXX0104XX

0300IXXXOI MXX

070041XX97×2XX

070041XXO1×3XX



告示

番号

陀

秦剤名

ビガバトリン

33 イブルチニブ

サブリル散分包50伽ι

銘柄(参考)

34 セリチニブ

イムブルビカカプセル14山1'

35 オシメルチニブ〆シル
酸塩

フ力〒イアカプセル150梨三

筆応症

点蹟てんかん

36 ダづラフェニブメシル
酸塩

タグリッソ錠4山1'
タグリッソ錠8山1ι

再兜又は質治性の慢性りンバ
性白血病(小りンバ球性りン
パ些を含む)

G4叫

タフィンラーカプセル5伽ι
タコインラーカプセルフ5岳ι

クリゾチニブに抵抗性又は不
耐宴のALK 融合途伝干陽性の
切除不詐な進行・再典の非小
紹胞賊癌

Icb-10 (参考)

C830、 C9"

E俳Rチロシンキナーゼ阻害藁
に抵抗性のE価RT790M窒具陽
性の手術不能又は再弁非小細
鞄肺癌

卯U

旦RAF遺伝子交臭を有する根治
句除不龍な毛性黒色厨

Ω皿2ヨΩ_エ^
010230XX"×0OX

診断群分顛看号

儲心

130030XX"×2XX

00030XX99×31X

伯0030XX97×2XX

010230XX97×0OX

37 トラメチニプジメチ
ルスルホキシド竹加物

C069. C15g、 C20 C210
C52、 C6舶、 C693、 C694

1 、ノ(

040040XX9907XX

130030XX"×30X

130030XX99×41X

130030XX97×3XX

備青

メキニスト鯉0 5風Z
メキニスト錠hι

C43↓、 C51,

040040XX9903KX

040040XX99041X

040040XX9914XX

040040XX97X'XX

040040XX97X7XX

0300IXXX"×3XX

0300IXXX97×3XX

0300IXXX0103XX

0ヨ00IXXX0113XX

040040XX卯040X

040040XX"13XX

040040XX97×3XX

ERAF遺伝子査具を有する机治
切除不舵な悪性黒色匝

060010XX,O×30X

0印010XX99×40X

OEO010XX97×3XX

0印010XX97×41X

060010XX02×40X

0印010XXO1×4XX

0300IXXX99×4XX

03001欺X97×4XX

0300IXXX0104XX

0300IXXX0114XX

0印040XX99×2XX

060040XX"×31X

0印040XX9703XX

060040XX9713XX

060040XXO1×3XX

盤^
OBO005XX99×1 XX

伽0005XXO1×1XX

060010XX99×31X

060010XX"×41X

060010XX97×40X

0印010XX02×3XX

0印010xxoh41X

開 セベりパーゼアル
フフ(遺伝子組換え)

C0印、 C159、 C20. C?10

C52、 C609、 C'93、 C694

060040XX99×30X

0600'OXX9702XX

060040蹴9712XX

060叫OXX02XきXX

39 塩化ラジウム(山R
.)

110ohxX99×1XX

カヌマ点滴静注液20,埴

C43$、 C519

120030XX99×3XX

080005XX97×1 XX

120040XX卯X2XX

ノーコイゴ静注

0300IXXX99×3XX

0300IXXX97×3蹴

0300IXXX0103黙

0300IXXX0113黙

1?0040XX99×3XX

ライソゾーム酸性りバーゼ欠
挨虚(コレステロールエステ
ル讐積虚、ウォルマン病)

060ⅢOXX90×30X

060010XX99×40X

060010XX97×3雜

060010XX97×41 X

060010xxoh40X

060010XXO1×4XX

0300IXXX99×4XX

0300IXXX97×4XX

0300IXXXO】04XX

0300IXXX0114XX

骨転移のある去勢抵抗性前立
諌癌

060040XX99×2XX

060040XX99×31X

060040XX9703XX

060040XX9713XX

060040XX01 心XX

OaΩ伽五^
080005XX"×1XX

080005XXO1 ×1XX

060010XX"×31X

060010XX99×41X

060010XX97×40X

060010XX02×3XX

060010xxoh41X

E755

060040点99×30X

060040欺9702XX

060040XX9712XX

060040xxoh3XX

061

11002XXX"×1XX

120030XX99×3XX

能0005XX97×1XX

120040XX99×2XX 120040XX"K3XX

1100即XX9900OX

110080XX"0IXX

Ⅱ0080XX99030X

1100ヨ0XX99叫XX

Ⅱ00ヨ0XX991XXX

Ⅱ0080XX97×0I X

110080XX97×2XX

110080XX97×4XX

Ⅱ0080XX02×OXX

Ⅱ0080XX02×31 X

110080XXO1×1 XX

100335XX99×0IX

100335XX"×11X

100335XX97×1XX

Ⅱ0080xxg900IX

110OBOXX9902XX

110080馴"031X

110OBOXX"06XX

"0080XX97×0OX

110080XX97×1XX

Ⅱ0080XX97×3XX

Ⅱ0080XX97×5XX

Ⅱ0080XX02×30X

Ⅱ0OBOXXO1×OXX

Ⅱ0OBOXXO1×3XX

閲
伽
卯



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田長

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倍扮長

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」(平成28年3月4日保医発0304第1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通知(以下「データ提出通知」という。)されることが必要とな

つている。

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」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。

保医発05

平成28年

1 7 第 1

5月17日

厚生労働省保険局医療課長

(公印省略)

号



公益社団法人北海道勤労者医療協会勤医協札幌病院

北海道立羽幌病院

医療法人芙蓉会村上病院

三春町立三春病院

公益社団法人取手市医師会取手北相馬保健医療センター医断会病院

社団医療法人明倫会今市病院

医療法人博仁会第一病院

医療法人育生会篠塚病院

医療法人橘会みずほ台病院

保険医療機関名

医療法人社団清幸会行田中央総合病院

医療法人社団健育会石川島記念病院

社会医療法人社団正志会花と森の東京病院

医療法人財団梅田病院

医療法人社団永生会永生病院

医療法人永寿会陵北病院

社会福祉法人慈生会べトレヘムの園病院

医療法人沖縄徳洲会武蔵野徳洲会病院

東京蒲田病院

医療法人社団育成社佐々木病院

医療法人社団健齢会ふれあい東戸塚ホスピタル

医療法人横浜柏堤会よこすか浦賀病院

医療法人社団藤和会厚木佐藤病院

医療法人新成医会総合りハビリテーションセンター・みどり病院

医療法人仁和会竜王りハビリテーション病院

社会医療法人財団慈泉会相澤東病院

長野寿光会上山田病院

北海道札幌市白石区菊水4条1丁目9番22号

医療法人社団御代田中央記念病院

北海道苫前郡羽幌町栄町110番地

医療法人社団恵成会豊田えいせい病院

青森県青森市浜田3丁目3-14

医療法人浜名会浜名病院

福島県田村郡三春町字六升蒔50番地

医療法人いつき会守山いつき病院

茨城県取手市野々井1926

みよし市民病院

栃木県日光市今市381

あま市民病院

群馬県高崎市下小鳥町127フ

地方独立行政法人京都市立病院機構京都市立京北病院

群罵県藤岡市篠塚105番地1

医療法人博悠会名取病院

埼玉県富士見市西みずほ台2-9-5

医療法人恒昭会藍野病院

住所

埼玉県行田市富士見町2-17-17

医療法人康生会泉佐野優人会病院

東京都中央区佃2-5-2

医療生協かわち野生活協同組合東大阪生協病院

東亰都北区西ケ原2-3-6

医療法人愛和会金沢病院

東亰都足立区梅田7丁目1番2号

医療法人社団康人会適寿りハビリテーション病院

E^

東京都八王子市椚田町583-15

医療法人社団十善会野瀬病院

東京都八王子市西寺方町315番地

まくほう会セントラル病院

東京都清瀬市梅園3コ、目14番72号

医療法人藤和会藤村病院

東京都西東京市向台町3丁目5番48号

医療法人社団健生会いそだ病院

東京都大田区西蒲田7-10-1

医療法人ハートフルアマノリハビリテーション病院

神奈川県

医療法人社団松涛会安岡病院

神奈川県横浜市戸塚区上品濃16-8

医療法人財団慈強会松山りハビリテーション病院

神奈川県横須賀市西浦賀1-11-1

医療法人福岡桜十字桜十字福岡病院

神奈川県厚木市小野759

浜市鶴見区下末吉1-13

医療法人かつき会香月病院

新潟県新潟市中央区神道寺2丁目5番1号

医療法人けやき会東病院

山梨県甲斐市万才287番地7

医療法人至誠会なゆたの森病院

長野県松本市本庄2丁目11番16号

阿蘇医療センター

長野県千曲市上山田温泉3丁目34番地3号

医療法人社団知心会ーノ宮脳神経外科病院

長野県北佐久郡御代田町御代田4107番地40

医療法人宏仁会メディカルシティ東郁病院

静岡県磐田市小立野102

医療法人恵陽会加治木整形外科病院

静岡県湖西市新所岡崎梅田入会地字藤ケ池15-70

8

医療法人上善会かりゆし病院

愛知県名古屋市守山区守山二丁目18番22号

愛知県みよし市三好町八和田山15番地

愛知県あま市甚目寺畦田1番地

京都府京都市右京区京北下中町鳥谷3番地

大阪府大阪市西淀川区大野2丁目1番32号

大阪府茨木市高田町Ⅱ番18号

大阪府泉佐野市湊4丁目5番17号

大阪府東大阪市長瀬町1-フーフ

兵庫県神戸市灘区神ノ木通四丁目二番一五号

兵庫県神戸市長田区花山町2丁目れ番32号

兵庫県神戸市長田区二葉田T5丁目1-36

兵庫県尼崎市東園田町4丁目23番地の1

奈良県大和郡山市北郡山町104番地3

広島県福山市松浜町1丁目犯番開号

広島県廿日市市陽光台五丁目9番

山口県下関市横野町三丁目16番35号

愛媛県松山市高井町12"番地

福岡県福岡市中央区渡辺通3丁目5-11

福岡県朝倉市下浦715番地

福岡県築上郡吉富町大字広津593番地の1

佐賀県佐賀市本庄町本庄2釣番地1

熊本県阿蘇市黒川1266

大分県日田市竹田新町2-48

宮崎県都城市立野町3633-1

鹿児島県姶良市加治木町港町147-2

沖縄県石垣市字新川2124番地



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の長

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倍の長

データの提出に遅延等が認められた保険医療機関における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、 A2妬データ提出加算については、データの提出(データの再照会に係る提

出も含む。)に遅延等が認められた保険医療機関は、当該月の翌々月において当該加算が算定できな

いこと等とされているととろである。

今般、別添の保険医療機関において、平成28年4月22日に提出すべき平成28年1月から3月分のデ

ータの提出に遅延等が認められたため、平成28年6月のデータ提出加算を算定することができないこ

とから、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。

殿

保医発0519第5号

平成 28年5月19日

厚生労働省保険局医療課長

(公印省略)



森町国民健康保険病院

医療法人社団翔嶺館音更宏明館病院

北海道立北見病院

岩手県立宮古病院

岩手県立東和病院

保険医療機関名

公益財団法人宮城厚生協会泉病院

公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂香久山病院

医療法人社団啓光会おうら病院

国民健康保険町立八丈病院

医療法人明和会亀田病院

三浦市立病院

岐阜市民病院

一般財団法人富士脳障害研究所附属病院

西本病院

医療法人社団淀さんせん会金井病院

医療法人泉秀会かわい病院

医療法人医仁会藤本病院

神戸朝日病院

049-23Ⅱ

医療法人一高会野村海浜病院

080-0111

医療法人社団紀洋会岡本病院

090-0058

医療法人社団愛明会明石回生病院

027-0096

医療法人社団仁恵会石井病院

北海道茅部郡森町字上台町326番地

028-0115

石橋内科広畑センチュリー病院

北海道河東郡音更町木野大通東17丁目1番6

981-3212

神戸マリナーズ厚生会病院

北海道北見市高栄西町1丁目1番2号

963-8833

医療法人桂会平尾病院

岩手県宮古市崎鍬ケ崎第1地割11番地26

370-0615

住所

医療法人薬師寺慈恵会薬師寺慈恵病院

岩手県花巻市東和町安俵6区75番地1

100-1511

美作市立大原病院

宮城県仙台市泉区長命ケ丘二丁目1番地の1

220-0043

医療法人辰川会山陽病院

福島県郡山市香久池一丁目18番打号

238-0222

医療法人社団八干代会八千代病院

群馬県邑楽郡邑楽町篠塚3233-1

500-8513

下関市立市民病院

東京都八丈島八丈町三根26番地Ⅱ

418-0021

四万十市立市民病院

神奈川県横浜市西区御所山町刀番地

467-0856

医療法人社団シマダ嶋田病院

神奈川県三浦市岬陽町4番33号

613-0911

新小文字病院

岐阜県岐阜市鹿島町7丁目1番地

595-0023

社会医療法人健友会上戸町病院

E亙亜ヨ

静岡県富士宮市杉田270-12

583-0857

医療法人医理会柿添病院

愛知県名古屋市瑞穂区新開町24-38

653-0801

社会福祉法人恩賜財団済生会支部済生会長崎病院

京都府京都市伏見区淀木津町612番地12

654-0055

医療法人栄和会寺田病院

大阪府泉大津市豊中町2丁目6番5号

669-2202

大阪府羽曳野市峯田3-15-27

適用期間

674-0092

兵庫県神戸市長田区房王寺町3-5-25

673-0881

兵庫県神戸市須磨区須磨浦通2-1-41

671-1116

兵庫県篠山市東吹10巧番1

650-0004

兵庫県明石市二見町東二見549-1

634-0076

兵庫県明石市天文町1丁目5番U号

719-1126

兵庫県姫路市広畑区正門通4丁目2-1

707-0412

兵庫県神戸市中央区中山手通7-3-18

720-0815

奈良県橿原市兵部町6-28

731-0302

岡山県総社市総社1-17-25

750-8520

岡山県美作市古町1771-9

787-0023

広島県福山市野上町二丁目8番2号

838-0141

広島県安芸高田市八千代町勝田448

800-0057

山口県下関市向洋町一丁目13番1号

850-0953

高知県四万十市中村東町1丁目1-27

859-5152

福岡県小郡市小郡217-1

850-0003

福岡県北九州市門司区大里新町2番5号

895-2513

長崎県長崎市上戸町4丁目2-20

平成28年6月1日から
平成28年6月30日

長崎県平戸市鏡川町278番地

長崎県長崎市片淵2丁目5番1号

鹿児島県伊佐市大口上町31番地4


