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「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
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届出も含む）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
ているところであります。
今般、令和元年８月、９月にデータ提出加算を算定ができない医療機関について、別添の通り、
厚生労働省保険局医療課長より周知依頼がきておりますので取り急ぎご連絡いたします。

【添付資料】
・「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」
（令和元年 7.25 保医発 0725 第 1 号 厚生労働省保険局医療課長）
・「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」
（令和元年.8.21 保医発 0821 第 1 号 厚生労働省保険局医療課長）
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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６月22日に提出すべき平成30年４月から平成31年３
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、令和元年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。

別

保険医療機関名

住所

医療法人亀田病院

041‐0812 北海道函館市昭和1丁目23番11号

医療法人双葉会旭川脳神経外科循環器内科病院

078‐8220 北海道旭川市10条通21丁目2番地の11

医療法人社団杏仁会大雪病院

079‐8413 北海道旭川市永山3条7丁目1番5号

おびひろ呼吸器科内科病院

080‐0805 北海道帯広市東5条南20丁目1番地

一般財団法人双仁会黒石厚生病院

036‐0351 青森県黒石市大字黒石字建石9番地1

三戸町国民健康保険三戸中央病院

039‐0141 青森県三戸郡三戸町大字川守田字沖中9-1

岩手県立大東病院

029‐0711 岩手県一関市大東町大原字川内128番地

社団医療法人啓愛会美山病院

023‐0132 岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢495番地2

社団医療法人啓愛会美希病院

029‐4201 岩手県奥州市前沢古城字丑沢上野100番地

登米市立米谷病院

987‐0902 宮城県登米市東和町米谷字元町200番地

秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

019‐2413 秋田県大仙市協和上淀川字五百刈田352番地

公益財団法人鹿島病院

314‐0012 茨城県鹿嶋市平井1129番地2

佐野医師会病院

327‐0832 栃木県佐野市植上町1677

医療法人一羊会上武呼吸器科内科病院

371‐0048 群馬県前橋市田口町586-1

医療法人恒和会関口病院

377‐0008 群馬県渋川市渋川1693-12

医療法人社団三思会東邦病院

379‐2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1155番地

医療法人和会武蔵台病院

350‐1254 埼玉県日高市久保278-12

医療法人社団誠馨会総泉病院

265‐0073 千葉県千葉市若葉区更科町2592

医療法人社団貴志会菅原病院

297‐0021 千葉県茂原市高師町2-2-1

医療法人健育会竹川病院

174‐0075 東京都板橋区桜川2-19-1

医療法人杏林会リハビリパーク板橋病院

174‐0063 東京都板橋区前野町1-21-20

医療法人社団慈誠会練馬駅リハビリテーション病院

176‐0001 東京都練馬区練馬1-17-1

医療法人社団葛西中央病院

134‐0091 東京都江戸川区船堀7丁目10番3号

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

医療法人社団弘生会東都三軒茶屋リハビリテーション病院

154‐0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-24-3

医療法人社団大坪会三軒茶屋第一病院

154‐0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-22-8

医療法人社団柏綾会綾瀬厚生病院

252‐1107 神奈川県綾瀬市深谷中一丁目4番16号

新潟県立松代病院

942‐1526 新潟県十日町市松代3592番地2

北杜市立甲陽病院

408‐0034 山梨県北杜市長坂町大八田3954番地

独立行政法人国立病院機構天竜病院

434‐0015 静岡県浜松市浜北区於呂4201-2

医療法人社団壽康会吉田クリニック

514‐0103 三重県津市栗真中山町79-5

医療法人良秀会藤井病院

596‐0044 大阪府岸和田市西之内町3-1

社会福祉法人大阪福祉事業財団すみれ病院

536‐0001 大阪府大阪市城東区古市1丁目20番85号

一般財団法人神戸在宅医療・医療介護推進財団神戸リハビリテーション病院 651‐1106 兵庫県神戸市北区しあわせの村1番18号
市立奈良病院

630‐8305 奈良県奈良市東紀寺町一丁目50番1号

出雲市民リハビリテーション病院

693‐0033 島根県出雲市知井宮町238

医療法人思誠会渡辺病院

718‐0003 岡山県新見市高尾2278-1

県立安芸津病院

739‐2402 広島県東広島市安芸津町三津4388

医療法人岩国みなみ病院

740‐0034 山口県岩国市南岩国町2-77-23

医療法人周友会徳山病院

745‐0056 山口県周南市新宿通1丁目16番地

医療法人恵山会丸山病院

818‐0133 福岡県太宰府市坂本一丁目4番6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

医療法人オアシス福岡志恩病院

838‐0101 福岡県小郡市美鈴が丘1丁目5番3

医療法人犬塚病院

849‐1311 佐賀県鹿島市大字高津原602の3

医療法人うれしの福田病院

843‐0301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲4714番地10

佐賀大学医学部附属病院

849‐8501 佐賀県佐賀市鍋島五丁目1番1号

医療法人社団順幸会阿蘇立野病院

869‐1401 熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野185-1

医療法人伸和会かのや東病院

893‐0023 鹿児島県鹿屋市笠之原町2923番地1号

医療法人同潤会永井病院

895‐0076 鹿児島県薩摩川内市大小路町21番5号

医療法人沖縄徳洲会石垣島徳洲会病院

907‐0001 沖縄県石垣市大浜字南大浜446-1

添

適用期間

令和元年８月１日から
令和元年８月31日
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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７月22日に提出すべき平成31年４月から令和元年６
月分のデータの提出に遅延等が認められたため、令和元年９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
社会医療法人恵佑会第2病院

003‐0027 北海道札幌市白石区本通13丁目北7番1号

医療法人同愛会熊谷外科病院

360‐0023 埼玉県熊谷市佐谷田3811番地1

医療法人社団仁圭会林外科病院

160‐015

医療法人社団爽玄会碑文谷病院

152‐0003 東京都目黒区南2-9-7

医療法人景星会赤羽赤羽東口病院

115‐0045 東京都北区赤羽1-38-5

医療法人杏林会リハビリパーク板橋病院

174‐0063 東京都板橋区前野町1-21-20

医療法人社団慈誠会練馬駅リハビリテーション病院

176‐0001 東京都練馬区練馬1-17-1

医療法人社団三奉会井上病院

121‐0813 東京都足立区竹の塚5-12-11

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

医療法人研水会高根台病院

254‐0912 神奈川県平塚市高根191番地

医療法人山内龍馬財団山内病院

251‐0055 神奈川県藤沢市南藤沢4-6

湘南第一病院

252‐0804 神奈川県藤沢市湘南台1丁目19番地の7

医療法人社団鴨居病院

226‐0003 神奈川県横浜市緑区鴨居5-27-10

医療法人社団総生会麻生リハビリ総合病院

215‐0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生6-23-50

医療法人社団御上会野洲病院

520‐2331 滋賀県野洲市小篠原1094

医療法人健和会うえだ下田部病院

569‐0046 大阪府高槻市登町33番1号

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

医療法人藤仁会藤立病院

535‐0002 大阪府大阪市旭区大宮5-4-24

田所病院

657‐0842 兵庫県神戸市灘区船寺通1-2-1

はくほう会セントラル病院

661‐0953 兵庫県尼崎市東園田町4丁目23番地の1

医療法人医誠会橿原リハビリテーション病院

634‐0032 奈良県橿原市田中町104番地の1

医療法人清生会谷口病院

682‐0022 鳥取県倉吉市上井町1-13

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

医療法人光洋会赤間病院

811‐4147 福岡県宗像市石丸1丁目6番7号

医療法人整和会副島整形外科病院

847‐0082 佐賀県唐津市和多田天満町一丁目2番1号

医療法人健正会大久保病院

851‐0113 長崎県長崎市戸石町1470番地1

青洲会病院

859‐4825 長崎県平戸市田平町山内免612-4

山都町包括医療センターそよう病院

861‐3902 熊本県上益城郡山都町滝上476番地2

宗正病院

885‐0075 宮崎県都城市八幡町15街区3号

独立行政法人地域医療機能推進機構宮崎江南病院

880‐8585 宮崎県宮崎市大坪西1丁目2番1号

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

健翔会病院

890‐0068 鹿児島県鹿児島市東郡元町5番10号

宮古島徳洲会病院

906‐0014 沖縄県宮古島市平良字松原552番地の1

添

適用期間

東京都新宿区大京町27番地

令和元年９月１日から
令和元年９月30日

