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令 和 ２ 年 ７ 月 13 日

関 係 各 位

厚生労働省保険局医療課

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（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。
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（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
一般社団法人 日本病院会

御中
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
社会保険診療報酬支払基金

御中

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
防衛省人事教育局

御中

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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保 医 発 0 7 1 3 第 1 号
令 和 ２ 年 ７ 月 1 3 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、A245 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ころである。
今般、別添の保険医療機関において、令和２年６月22日に提出すべきデータの提出に遅延等が認め
られたため、令和２年８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。
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別

保険医療機関名

住所

北海道立北見病院

090‐0027 北海道北見市北7条東2丁目2番1

一般財団法人双仁会青森厚生病院

038‐0042 青森県青森市大字新城字山田488番地1

岩手県立山田病院

028‐1352 岩手県下閉伊郡山田町飯岡第1地割21番地1

大崎市民病院鹿島台分院

989‐4103 宮城県大崎市鹿島台平渡字東要害20

医療法人社団醫光会駒井病院

370‐0016 群馬県高崎市矢島町449-2

群馬県立小児医療センター

377‐8577 群馬県渋川市北橘町下箱田779

医療法人秋葉病院

336‐0024 埼玉県さいたま市南区根岸5丁目13番10号

医療法人泰一会和光リハビリテーション病院

351‐0113 埼玉県和光市中央2丁目6番75号

豊岡第一病院

358‐0007 埼玉県入間市大字黒須1369-3

千葉県千葉リハビリテーションセンター

266‐0005 千葉県千葉市緑区誉田町1-45-2

医療法人聖峰会岡田病院

277‐0842 千葉県柏市末広町2-10

医療法人社団鼎会三和病院

270‐2253 千葉県松戸市日暮7-379

医療法人社団修世会木場病院

135‐0042 東京都江東区木場5丁目8番7号

医療法人社団恵信会友仁病院

136‐0071 東京都江東区亀戸2-41-1

一般社団法人至誠会第二病院

157‐8550 東京都世田谷区上祖師谷5丁目19番1号

医療法人財団逸生会大橋病院

115‐0054 東京都北区桐ヶ丘1-22-1

医療法人社団健整会米倉脊椎・関節病院

123‐0873 東京都足立区扇3-13-14

医療法人正拓会湘南太平台病院

251‐0044 神奈川県藤沢市辻堂太平台2-13-27

医療法人社団昌栄会相模大野病院

252‐0303 神奈川県相模原市南区相模大野7-8-16

医療法人慈恵会吉田病院

381‐0043 長野県長野市吉田2丁目1番26号

医療法人敬生会高井病院

509‐5301 岐阜県土岐市妻木町1658

医療法人全心会伊豆慶友病院

410‐3215 静岡県伊豆市月ヶ瀬380-2

医療法人野垣会野垣病院

467‐0002 愛知県名古屋市瑞穂区川澄町1-12

医療法人篤友会坂本病院

561‐0814 大阪府豊中市豊南町東1-6-1

牧整形外科病院

536‐0008 大阪府大阪市城東区関目6丁目15-30

医療法人藤井会藤井会リハビリテーション病院

579‐8026 大阪府東大阪市弥生町17番6号

医療法人豊旺会共立病院

547‐0011 大阪府大阪市平野区長吉出戸7-14-13

医療法人財団清良会書写病院

671‐2203 兵庫県姫路市書写台2丁目28

隠岐広域連合立隠岐島前病院

684‐0303 島根県隠岐郡西ノ島町大字美田2071番地1

日立造船健康保険組合因島総合病院

722‐2323 広島県尾道市因島土生町2561番地

医療法人三生会みちがみ病院

743‐0023 山口県光市光ケ丘2番5号

社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院

793‐0027 愛媛県西条市朔日市269-1

医療法人原信会原口病院循環器科内科

814‐0032 福岡県福岡市早良区小田部6丁目11番15号

医療法人弘医会福岡鳥飼病院

814‐0103 福岡県福岡市城南区鳥飼6丁目8番5号

医療法人同仁会乙金病院

816‐0901 福岡県大野城市乙金東4丁目12番1号

医療法人福岡桜十字花畑病院

830‐0038 福岡県久留米市西町914

ふじおか病院

840‐0201 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺2685番地

医療法人わかば会俵町浜野病院

857‐0016 長崎県佐世保市俵町22番1号

医療法人博光会塚川第一病院

870‐0037 大分県大分市東春日町5番25号

岩男病院

879‐5102 大分県由布市湯布院町川上3059番地1

医療法人徳洲会山川病院

891‐0515 鹿児島県指宿市山川小川1571

医療法人仁誠会名嘉病院

904‐0203 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納258番地

添

適用期間

令和２年８月１日から
令和２年８月31日

