
 

 

事 務 連 絡 

令和２年２月２５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」

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。 

 

【通知】 

○「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」（令和２年１月１６日付保医発0116第2号） 

 

○「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」（令和２年２月１９日付保医発0219第1号） 

 

 

  



 

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 
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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 

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 

（送付先関係団体等） 



保医発０１１６第２号

令 和 ２ 年 １ 月 １ ６ 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、令和元年12月12日に提出すべき令和元年７月から９月分の再

照会に係るデータの提出に遅延等が認められたため、令和２年２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。



保険医療機関名 適用期間

医療法人渓仁会札幌西円山病院 064‐0944 北海道札幌市中央区円山西町4丁目7-25

社会医療法人医仁会中村記念病院 060‐8570 北海道札幌市中央区南1条西14丁目291番地190

医療法人渓仁会札幌渓仁会リハビリテーション病院 060‐0010 北海道札幌市中央区北10条西17丁目36-13

社会医療法人即仁会北広島病院 061‐1121 北海道北広島市中央6丁目2-2

医療法人道南勤労者医療協会道南勤医協函館稜北病院 041‐0853 北海道函館市中道2丁目51番1号

医療法人社団北匠会小樽中央病院 047‐0021 北海道小樽市入船2丁目2番18号

社会医療法人元生会森山病院 070‐0038 北海道旭川市8条通6丁目左10号

独立行政法人地域医療機能推進機構仙台南病院 981‐1103 宮城県仙台市太白区中田町字前沖143

公益財団法人宮城厚生協会泉病院 981‐3212 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘二丁目1番地の1

医療法人貞心会西山堂病院 313‐0014 茨城県常陸太田市木崎二町931-2

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

独立行政法人地域医療機能推進機構千葉病院 260‐8710 千葉県千葉市中央区仁戸名町682番地

医療法人社団紫雲会千葉南病院 266‐0003 千葉県千葉市緑区高田町401番地5

東陽病院 289‐1727 千葉県山武郡横芝光町宮川12100番地

社会医療法人社団蛍水会名戸ヶ谷あびこ病院 270‐1166 千葉県我孫子市我孫子1855-1

医療法人社団白翔会千葉白井病院 270‐1422 千葉県白井市復1439-2

医療法人社団さくら会世田谷中央病院 154‐0017 東京都世田谷区世田谷1丁目32番18号

三軒茶屋病院 154‐0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-21-5

青梅慶友病院 198‐0014 東京都青梅市大門1-681

右田病院 192‐0043 東京都八王子市暁町1-48-18

医療法人社団孝山会滝山病院 193‐0802 東京都八王子市犬目町641番地

医療法人社団慶成会よみうりランド慶友病院 206‐0812 東京都稲城市矢野口3294番地

医療法人沖縄徳洲会武蔵野徳洲会病院 188‐0013 東京都西東京市向台町3丁目5番48号

公益財団法人身延山病院 409‐2531 山梨県南巨摩郡身延町梅平2483番167

医療法人社団幸紀会安江病院 501‐0123 岐阜県岐阜市鏡島西2-4-14

日本赤十字社静岡県支部伊豆赤十字病院 410‐2413 静岡県伊豆市小立野100

静岡リウマチ整形外科リハビリ病院 420‐0821 静岡県静岡市葵区柚木90-1

静清リハビリテーション病院 420‐0823 静岡県静岡市葵区春日2丁目12-25

愛知学院大学歯学部附属病院 464‐0821 愛知県名古屋市千種区末盛通り2-11

医療法人泰玄会泰玄会病院 494‐0008 愛知県一宮市東五城字備前1番地の1

医療法人知邑舎岩倉病院 482‐0015 愛知県岩倉市川井町北海戸1番地

医療法人済衆館済衆館病院 481‐0004 愛知県北名古屋市鹿田西村前111番地

社会福祉法人あじろぎ会宇治病院 611‐0011 京都府宇治市五ケ庄芝ノ東54-2

医療法人真生会向日回生病院 617‐0001 京都府向日市物集女町中海道92-12

医療法人沖縄徳洲会吹田徳洲会病院 565‐0814 大阪府吹田市千里丘西21-1

宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション淀川キリスト教病院 533‐0024 大阪府大阪市東淀川区柴島1-7-50

医療法人篤友会千里山病院 561‐0871 大阪府豊中市東寺内町5番25号

医療法人貴島会貴島病院本院 581‐0853 大阪府八尾市楽音寺3丁目33番地

医療法人喜望会谷向病院 663‐8215 兵庫県西宮市今津水波町6-30

神戸マリナーズ厚生会病院 650‐0004 兵庫県神戸市中央区中山手通7-3-18

医療法人和風会中島病院 708‐0052 岡山県津山市田町122番地

医療法人社団有信会呉記念病院 737‐0161 広島県呉市郷原町2379番地42

医療法人社団宏仁会寺岡整形外科病院 720‐0077 広島県福山市南本庄三丁目1番52号

美祢市立病院 759‐2212 山口県美祢市大嶺町東分11313番地1

医療法人向陽会筑後川温泉病院 839‐1405 福岡県うきは市浮羽町古川1055

医療法人勇愛会大島病院 849‐0111 佐賀県三養基郡みやき町大字白壁4287

医療法人博光会御幸病院 861‐4172 熊本県熊本市南区御幸笛田6丁目7-40

医療法人清和会平成とうや病院 862‐0963 熊本県熊本市南区出仲間8丁目2番15号

一般社団法人八代郡医師会八代北部地域医療センター 869‐4601 熊本県八代郡氷川町今151番地1

藤元上町病院 885‐0072 宮崎県都城市上町10街区24号

吉見病院 885‐1202 宮崎県都城市高城町穂満坊457番地1

医療法人春風会田上記念病院 890‐0033 鹿児島県鹿児島市西別府町1799番地

医療法人信和会沖縄第一病院 901‐1111 沖縄県島尻郡南風原町字兼城642番地の1

住所

令和２年２月１日から
令和２年２月29日

別 添



保医発０２１９第１号

令 和 ２ 年 ２ 月 １ ９ 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１月22日に提出すべき令和元年10月から12月分のデ

ータの提出に遅延等が認められたため、令和２年３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。



保険医療機関名 適用期間

十勝いけだ地域医療センター 083‐0022 北海道　中川郡池田町字西2条5丁目25番地

日本赤十字社栗山赤十字病院 069‐1513 北海道　夕張郡栗山町朝日3丁目2番地

医療法人社団醫光会おうら病院 370‐0615 群馬県　邑楽郡邑楽町篠塚3233-1

医療法人社団桐和会川口さくら病院 333‐0832 埼玉県　川口市神戸258番地1

医療法人社団ふけ会富家千葉病院 263‐0001 千葉県　千葉市稲毛区長沼原町277番地

医療法人社団白翔会千葉白井病院 270‐1422 千葉県　白井市復1439-2

国家公務員共済組合連合会九段坂病院 102‐0074 東京都　千代田区九段南1-6-12

医療法人社団健育会石川島記念病院 104‐0051 東京都　中央区佃2-5-2

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

彦根市立病院 522‐8539 滋賀県　彦根市　八坂町1882番地

社会福祉法人　大阪暁明館　大阪暁明館病院 554‐0012 大阪府　大阪市　此花区西九条5-4-8

地方独立行政法人大阪府立病院機構　大阪はびきの医療センター 583‐0872 大阪府　羽曳野市はびきの3-7-1

国家公務員共済組合連合会六甲病院 657‐0022 兵庫県　神戸市灘区土山町5番1号

社会医療法人社団正峰会　神戸大山病院 652‐0802 兵庫県　神戸市兵庫区水木通10丁目1番12号

医療法人社団藤田病院 704‐8112 岡山県　岡山市東区西大寺上3丁目8-63

医療法人和香会倉敷スイートホスピタル 710‐0016 岡山県　倉敷市中庄3542番1

公立みつぎ総合病院 722‐0393 広島県　尾道市御調町市124番地

下関市立豊田中央病院 750‐0424 山口県　下関市豊田町大字矢田365番地1

消化器科久保病院 799‐2116 愛媛県　今治市内堀一丁目1-19

医療法人祥星会聖ヶ丘病院 788‐0051 高知県　宿毛市押ノ川1196番地

医療法人共和会小倉リハビリテーション病院 803‐0861 福岡県　北九州市小倉北区篠崎1丁目5番1号

ふじおか病院 840‐0201 佐賀県　佐賀市大和町大字尼寺2685番地

医療法人博光会御幸病院 861‐4172 熊本県　熊本市南区御幸笛田6丁目7-40

医療法人　慈善会　膳所胃腸肛門泌尿器病院 870‐0026 大分県　大分市金池町1丁目9番38号

独立行政法人国立病院機構西別府病院 874‐0840 大分県　別府市大字鶴見4548番地

藤元上町病院 885‐0072 宮崎県　都城市上町10街区24号

医療法人文誠会百瀬病院 889‐3204 宮崎県　日南市南郷町中村乙2101番地

県立日南病院 887‐0013 宮崎県　日南市　木山1丁目9-5

医療法人孝誠会うすき整形外科病院 890‐0073 鹿児島県　鹿児島市宇宿1丁目32番1号

医療法人沖縄徳洲会与論徳洲会病院 891‐9301 鹿児島県　大島郡与論町茶花403-1

医療法人八重瀬会　同仁病院 901‐2133 沖縄県　浦添市　城間1丁目37番12号

住所

令和２年３月１日から
令和２年３月31日

別 添
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