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令 和 ３ 年 １ 月 14 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。

（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

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

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

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

御中
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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

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12月12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３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。

別

住所

保険医療機関名
医療法人社団正心会岡本病院

060‐0007 北海道札幌市中央区北7条西26丁目3番1号

誠心眼科病院

065‐0015 北海道札幌市東区北15条東18丁目5番15号

洋野町国民健康保険種市病院

028‐7914 岩手県九戸郡洋野町種市第23地割27番地2

宮城利府掖済会病院

981‐0103 宮城県宮城郡利府町森郷字新太子堂51番地

医療法人運忠会土崎病院

011‐0946 秋田県秋田市土崎港中央四丁目4-26

公益財団法人ときわ会常磐病院

972‐8322 福島県いわき市常磐上湯長谷町上ノ台57番地

医療法人社団桜水会筑波病院

305‐0043 茨城県つくば市大角豆1761

医療法人社団日高会日高病院

370‐0001 群馬県高崎市中尾町886

医療法人社団優慈会佐々木病院

366‐0824 埼玉県深谷市西島町2-16-1

医療法人社団高裕会深川立川病院

135‐0011 東京都江東区扇橋2-2-3

医療法人社団徳静会横畠病院

165‐0026 東京都中野区新井一丁目38番6号

医療法人社団清和昌綾会飯沼病院

174‐0071 東京都板橋区常盤台2丁目33番15号

医療法人社団健育会ねりま健育会病院

178‐0061 東京都練馬区大泉学園町7-3-28

医療法人社団高山整形外科病院

125‐0042 東京都葛飾区金町三丁目4番5号

医療法人元山会中村病院

399‐0703 長野県塩尻市広丘高出1614-2

医療法人社団志朋会加納渡辺病院

500‐8486 岐阜県岐阜市加納城南通1丁目23番地

医療法人社団健育会熱川温泉病院

413‐0304 静岡県賀茂郡東伊豆町白田424

医療法人社団聖稜会聖稜リハビリテーション病院

426‐0133 静岡県藤枝市宮原676-1

医療法人社団綾和会浜松南病院

430‐0846 静岡県浜松市南区白羽町26

医療法人社団明徳会十全記念病院

434‐0042 静岡県浜松市浜北区小松1700

医療法人蜂友会はちや整形外科病院

464‐0821 愛知県名古屋市千種区末盛通二丁目4番地

医療法人大朋会岡崎共立病院

444‐0813 愛知県岡崎市羽根町字中田64番地1

医療法人財団愛泉会愛知国際病院

470‐0111 愛知県日進市米野木町南山987番地の31

近江八幡市立総合医療センター

523‐0082 滋賀県近江八幡市土田町1379番地

医療法人健幸会むかいじま病院

612‐8136 京都府京都市伏見区向島四ツ谷池5番地

医療法人社団日翔会生野愛和病院

544‐0015 大阪府大阪市生野区巽南5丁目7番64号

摂津ひかり病院

566‐0054 大阪府摂津市鳥飼八防2丁目3番8号

医療法人社団緑風会龍野中央病院

679‐4121 兵庫県たつの市龍野町島田667番地

医療法人宝山会奈良小南病院

630‐8145 奈良県奈良市八条五丁目437-8

医療法人友紘会西大和リハビリテーション病院

639‐0218 奈良県北葛城郡上牧町ささゆり台3-2-2

国保すさみ病院

649‐2621 和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見2380

公益社団法人赤磐医師会病院

709‐0816 岡山県赤磐市下市187-1

真庭市国民健康保険湯原温泉病院

717‐0403 岡山県真庭市下湯原56

医療法人聖比留会セントヒル病院

755‐0155 山口県宇部市今村北三丁目7番18号

医療法人松風会江藤病院

773‐0022 徳島県小松島市大林町北浦21番地の1

社会医療法人真泉会今治第一病院

794‐0052 愛媛県今治市宮下町1丁目1-21

医療法人社団広仁会広瀬病院

810‐0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1-12-11

医療法人社団豊和会豊前病院

828‐0048 福岡県豊前市大字久路土1545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

医療法人東陽会東病院

862‐0963 熊本県熊本市南区出仲間5-2-2

社会医療法人義順顕彰会種子島医療センター

891‐3198 鹿児島県西之表市西之表7463

医療法人財団浩誠会霧島杉安病院

899‐4201 鹿児島県霧島市霧島田口2143番地

公益社団法人薩摩郡医師会薩摩郡医師会病院

895‐1813 鹿児島県薩摩郡さつま町轟町510番地

添

適用期間

令和3年2月１日から
令和3年2月28日

