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平成 24年 8 月 13日

社団法人日本病院会 御中

厚生労働省保険局医療課

データ提出加算の取り扱いについて

標記について、別添のとおり地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管部

(局)国民健康保険主管課(部)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)あて連絡したので、関係者に対し周知を図られますようお願

いいたします。



¥ 

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 ト殿
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

データ提出加算の取扱いについて

保医発o8 1 3第 1号

平成 24年 B月 13日

厚生労働省保険局医療課長

「診療報酬の算定方法の一部を定める件J (平成24年厚生労働省告示第76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J (平成24年 3月 5日保医発0305第2号)別添3

の第26の4の 3において、 「データ加算については、厚生労働省が実施するfDpc導入の影響評価

に係る調査」に準拠したデータの提出が、厚生労働省において揃z認され、その旨を厚生労働省保険局

医療課より通知された病院において届け出ることができること。」とされているところである。

今般、別添の病院において、 fDP C導入の影響評価に係る調査」に準拠したデータ提出の実績が

認められ、データ提出加算の算定が可能となっているので、その旨、通知する。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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病院 名

NTT東日本札幌病院

医療法人仁陽会西岡第病院

江別市立病院

社会楠祉法人北海道社会事業協会余市病院

医療法人社団養生館苫小牧日淘病院

医療法人徳洲会帯広徳洲会病院

独立行政法人国立病院機構北海道がんセンタ

村上新町病院

つがる西北五広域連合商北中央病院

社会福祉法人思賜財団 済生会北上済生会病院

医療法人博愛会一関病院

JR仙台病院

I草原記念病院

北秋田市民病院

福地県厚生1品業協同組合iili合会 坂下厚生総合病院

稲刈県厚生J品業協同組合辿合会 II:il'1-生病院

水戸プレインハ トセンク

小山市民病院

利根保健生活協同組合利根中央病院

医療法入社団Jli郷会忠愛堂州院

群潟県立小児医11<センタ

埼玉県立小児医術センタ

埼玉県立がんセンター

ÞI'~玉医療生活協同組合皆目'[-病院

医脱法人民1I正会組田病院

千'4'1市立 ilii浜病院

千然保術院'!a~~lijセンタ

NTT収日本関東州院

公益財団法人結核予防会 所山手病院

JI!Ji¥都立小児総合医療センタ

独立行政法入国立病院機例村山医11<センタ

独立行政法人国立病院機榔東京病院

地方独立行政治人1*奈川.1M立病院協梢神奈川y;~立こども医療センター

医ut:法人社図版心会湘í~iJ1r部総合病院

医療法人柏品会(財団) 戸塚共立リハビリァ ション病院

医療法人社団一成会たちばな台病院

医療法人誠医会宮川病院

梢浜市立脳血行医療センター

独立行政法人国立病院機構神森川病院

新潟臨港病院

新潟県厚生農業協同組合連合会新潟医療センタ

新潟県済生会一条病院

新潟県l早生Jl~業協同組合連合会 ニ条総合病院

新潟県厚生股業協同組合連合会 糸魚川総合病院

新潟県厚生農業協同組合連合会 佐渡総合病院

医療法人徳洲会 白根徳洲会病院

社会医療法人抱生会丸の内病院

松本市立病院

国保依田窪病院

長野県立こども病院

郡上市民病院

下回メディカノレセンヂ

医療法入社団志仁会ー島中央病院

匝玉〕
住所

北海道札幌市中央区南1条西15丁目

北海道札悦市豊平区西岡3条6丁目B番l号

北海道江別市若草町6番地

北海道余市郡余市町黒川町19丁目l番地1

北海道苫小牧市矢代町2丁目 18番1号

北海道河京都普更町木野西通14丁目2ーl

北海道札脱市白石区菊水4条2丁目3番54号

青森県青森市新町2丁目1-13

青森県五所川原市字布屋町41番地

岩手県北上市花園町一丁目6需B号

岩手県 関市大手町3需36号

宮城県仙台市背東区五禍一丁目HI'i5号
秋田県湖上市天王宇上江}I147

秋田県北秋田市下杉宇上m.水沢16-29

初島県河沼郡会主Il坂下町宇逆水50H¥地

福島県 ]Ii白}I1郡扇町大宇塙字大1"T1丁目E昨地

茨J)占拠水戸市'j!J'捌削T4028

栃木県小山市若木町1丁目l干l'i5号

群mPI~ 沼田市:~[原知町1855'~地l

群lりよみどり市大1111々 町大間々504-6

群馬県渋川市北桶町下箱回779

埼玉>>1~ さいたま市岩槻lR大字馬込2100舟地

埼玉県 北足立郡伊奈町大字小室81自訴地

崎玉県秩父郡皆~'I'I"f皆川2031-1

埼玉県盟国市大字拠金字大山1662-1

千品VI~ 千品市美浜区磯辺3-31-1

千梨県市原市防抑575

!Ii京都品川区東五反田5-9-22

.-~!京都 JI!村山市川訪町3丁目 6'nj:地1号

~(京都府中市武雄台2-8-29

東京都武服村山市学捌2-37-1

JIi京都消i育i市竹丘3-1-1

神奈川VI~ 机浜市iN区六ツ川2丁目 138番地の4

神奈川Y.~ 茅ヶ崎市西久保500番地

神奈川県出浜市泉区和良Inf4259-1

神奈川県杭浜市"i!J葉区たちばな台2-2-1

神奈川県川附市川崎区大町駅前2-13-13

ドl'奈川県 1白浜市磯子区協顕一丁目2'H干l号

仲奈川県議野市落合666-1

新潟県相1l島市JIrB:ijt山町l丁目 114番地3

新潟県新潟市西区小針3T目27昨11号

新潟県 一条市大野畑6番18号

新潟県 ー条市塚野田5丁目1番目2号

新潟県糸魚川市大字竹ヶ花457陸地l

新潟県佐渡市千稲161帯地

山梨県南アルプス市西野2294-2

長野県松本市渚1丁目7帯45号

長野県松本市波田4417番地180

長野県小県郡長和Inf古町2857

長崎県安m~'[-市l豊科3100

岐阜県郡上市八輔町島谷1261番地

静岡県下岡市6丁目4-10

静岡県ー島市緑町l番3号



名古屋市立西部医療センクー

愛知県がんセンター愛知病院

医療法人社団志聖会犬山中央病院

稲沢市民病院

愛知県厚生農業協同組合連合会尾西病院

知多市民病院

愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院

愛知県厚生農業協同組合連合会渥美病院

名張市立病院

医療法人友仁会友仁山崎病院

医療法人健康会新京都南病院

医療法人消f会シミズ病院

医療法人1別会洛西シミズ清院

医療法人大1盟会星光病院

社会医療法人信愛会新生病院

大阪披済会病院

医療法人山紀会山本第三病院

医療法人ラポル会 田辺脳神経外科病院

社会医療法人信愛会交野病院

社会福祉法人石井記念愛染|副附属愛染椛病院

社会医療法人信愛会畷生会脳神経外科病院

社会医抑法人捕和会本田病院

市立貝塚;'lI航

社会医療法人生長会阪市市民m院

医療法入社団指会名谷病院

京宝塚さとう病院

医~Jl法人朗阪会おお 4ま日ハピリァ ション病院

尼附医派生協病院

伊丹恒釦帥経外科1ii続

公立人1血病院

社会医療法人~'Mi!f会香芝旭ケ丘的院

医111.法人須佐病院

御南市民病院

社会稲祉法人凪賊財団済生会支部品取県済生会庇港総合病院

社会嗣祉法人恩賜財団 島根県済生会江111総合病院

医療法人社団新風会 玉品中央病院

医脱法λ 叙叙会福山第病院

広品目り早生成業協同組合連合会 吉田総合病院

下限l市立市民病院

周I柏市立新南開J市民病院

麻梢協同病院

医~J，\法人リI心会西条市立周桑病院

社会医抑法人同心会西条中央病院

医~J，\法人稲田病院

田川市立病院

医療法人 しょうわ会正和中央病院

医療法人尽心会百武盤形外科病院

小城市民病院

医療法人芳和会 くわみず病院

上天草市立上天草総合病院

医療法人帰巌会帰脱会みえ病院

独立行政法人国立病院機構大分医療センタ

社会医秘法人泉和会 千代田病院

国分生協病院

愛知県名古屋市北区平手町一丁目1番地のl

愛知県岡崎市欠町字架宿18番地

愛知県犬山市大字五郎丸字ータ子塚6

愛知県稲沢市御供所町1番1号

愛知県稲沢市祖父江町本甲拾町野7番地

愛知県知多市新知字永井2番地のl

愛知県知多郡美浜町大字河和字西谷81番地6

愛知県 田原市神戸町赤石lcl

ー重県名張市百合がE西l番町178帯地

滋賀県彦根市竹ヶ鼻町80番地

R都府京都市下且区七条御所ノ内北町94番地

尽都府民都市西京区山田中吉見町11-2

京都府且都市西尽区大枝沓掛町13番地の107

大阪府寝屋川市豊野町14番5号

大阪府 高槻市宝)11新In丁目許1号

大阪府大阪市西区本田2-1-10

大阪府大阪市西成区南Ml守4丁目5番20号

大阪府藤井寺市野中2丁目91部地

大阪府交野市私部2丁目11排38号

大阪府大阪市浪速区日本禍5丁目 16番15号

大阪府四i草RFi市中野本町28ー1

大阪府大阪市制凡区制見4丁目1帯30号

大阪府貝塚市堀3丁目10得20号

大阪府阪市市下出17位地

兵Wy，¥ 神戸市却水区名谷町字梨原2350番2

兵Wy，¥ 宝塚市長尾町2.11干l号

兵山県尼崎市京附|田IIIT4丁目2311'il号

兵庫県尼崎市南武w之荘12丁目16'1il'1号

兵WJ;¥ 伊丹市西日1(']丁目3∞需地l

兵)，I(Y，¥ .j位父市八鹿町八鹿1878'11'1地l

奈良以 'l'"i芝市上中日39昨地

和歌山YI~ 和肱山市吹屋町4丁目30

和歌山県 if，副知市日方1272番地3

鳥取県境地市米川町44'lIi地
助根県江主11市江叫l111f1016-37

岡山県倉妙市宝山中央町1-4-8

広島県福山市í~ïn'~王IIIT5丁目 1M事5号

広島県安芸前田市吉田町吉田3666番地

山口県下関市向洋町一丁目 13番1号

山口県周南市宮の目"二丁目3番15号

徳島県盲目'1'川市附島町鴨島252

愛媛県西条市壬生川1311閉山

愛媛県西条市朔日市804番地

福岡県大川市大字向胤1717-3

福岡県 田川市大字精1700番地2

福岡県北九州市八幡西区八枝一丁目 13番1号

佐賀県佐賀市水ケ江3丁目2帯13号

佐賀県小峨市小城町松尾4100岳地

熊本県熊本市神水1丁目 14-41

熊本県上天草市龍ヶ岳町向戸1419-19

大分県豊後大野市=:lfi111f赤計)1250番地1

大分県大分市棚田2-11-45

宮崎県 日向市鶴町2丁目日番20号

鹿児島県湯島市国分中央3丁目22-18
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