
(様式第 10)

防人衛第１７０２８号
令和３年１０月１１日

厚生労働大臣 殿

開設者名 防衛大臣 岸 信 夫

（公 印 省 略）

防衛医科大学校病院の業務に関する報告について

標記について、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 12 条の 3 第 1 項及び医療法施行規則（昭和 23

年厚生省令第 50 号）第 9 条の 2 の 2 の第 1 項の規定に基づき、令和２年度の業務に関して報告しま

す。

記

1 開設者の住所及び氏名

住 所 〒１６２－８８０１ 東京都新宿区市谷本村町５－１

氏 名 防衛大臣 岸 信夫

(注) 開設者が法人である場合は、「住所」欄には法人の主たる事務所の所在地を、「氏名」欄には

法人の名称を記入すること。

2 名 称

防衛医科大学校病院

3 所在の場所

〒３５９－８５１３ 埼玉県所沢市並木３－２

電話(04)2995－1511

4 診療科名

4-1 標榜する診療科名の区分

○1 医療法施行規則第六条の四第一項の規定に基づき、有すべき診療科名すべてを標榜

2 医療法施行規則第六条の四第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定に基づき、が

ん、循環器疾患等の疾患に関し、高度かつ専門的な医療を提供する特定機能病院として、十以

上の診療科名を標榜

(注) 上記のいずれかを選択し、番号に○印を付けること。

4-2 標榜している診療科名

(1)内科

内科 ○有 ・ 無

内科と組み合わせた診療科名等

○1 呼吸器内科 ○2 消化器内科 ○3 循環器内科 ○4 腎臓内科

○5 神経内科 ○6 血液内科 ○7 内分泌内科 ○8 代謝内科

○9 感染症内科 ○10 アレルギー疾患内科またはアレルギー科 11リウマチ科

診療実績

リウマチ科の診療は、アレルギー疾患内科またはアレルギー科において提供している。

(注) 1 「内科と組み合わせた診療科名等」欄については、標榜している診療科名の番号に〇印を付

けること。

2 「診療実績」欄については、「内科と組み合わせた診療科名等」欄において、標榜していな

い診療科がある場合、その診療科で提供される医療を、他の診療科で提供している旨を記載す

ること。



(2)外科

外科 ○有 ・ 無

外科と組み合わせた診療科名

○1 呼吸器外科 ○2 消化器外科 ○3 乳腺外科 4 心臓外科

5血管外科 ○6 心臓血管外科 ○7 内分泌外科 ○8 小児外科

診療実績

(注) 1 「外科と組み合わせた診療科名」欄については、標榜している診療科名の番号に〇印を付け

ること。

2 「診療実績」欄については、「外科」「呼吸器外科」「消化器外科」「乳腺外科」「心臓外

科」「血管外科」「心臓血管外科」「内分泌外科」「小児外科」のうち、標榜していない科が

ある場合は、他の標榜科での当該医療の提供実績を記載すること（「心臓血管外科」を標榜し

ている場合は、「心臓外科」「血管外科」の両方の診療を提供しているとして差し支えないこ

と）。

(3)その他の標榜していることが求められる診療科名

○1 精神科 ○2 小児科 ○3 整形外科 ○4 脳神経外科 ○5 皮膚科 ○6 泌尿器科

○7 産婦人科 ○8 産科 ○9 婦人科 ○10 眼科 ○11 耳鼻咽喉科 ○12 放射線科

13 放射線診断科 14 放射線治療科 ○15 麻酔科 ○16 救急科

(注） 標榜している診療科名の番号に〇印を付けること。

(4)歯科

歯科 ○有 ・ 無

歯科と組み合わせた診療科名

1小児歯科 2矯正歯科 ○3 口腔外科

歯科の診療体制

(注) 1 「歯科」欄及び「歯科と組み合わせた診療科名」欄については、標榜している診療科名の番

号に〇印を付けること。

2 「歯科の診療体制」欄については、医療法施行規則第六条の四第五項の規定により、標榜し

ている診療科名として「歯科」を含まない病院については記入すること。

(5)(1)～(4)以外でその他に標榜している診療科名

1 形成外科 2 腫瘍化学療法部 3 緩和ケア室 4リハビリテーション部 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21

(注) 標榜している診療科名について記入すること。

5 病床数

精 神 感染症 結 核 療 養 一 般 合 計

３６床 １０床 床 床 ７５４床 ８００床



6 医師、歯科医師、薬剤師、看護師及び准看護師、管理栄養士その他の従業者の員数

職 種 常 勤 非常勤 合 計 職 種 員 数 職 種 員 数

医 師 153人 6.8人 159.8人 看 護 補 助 者 34人 診療エックス線

技師

0人

歯 科 医 師 6人 0.2人 6.2人 理 学 療 法 士 3人 臨床

検査

臨床検査技

師

30人

薬 剤 師 22人 人 22人 作 業 療 法 士 2人 衛生検査技

師

0人

保 健 師 人 人 0人 視 能 訓 練 士 4人 そ の 他 0人

助 産 師 11人 1.1人 12.1人 義 肢 装 具 士 0人 あん摩マッサージ指圧師 0人

看 護 師 407人 18.5人 425.5人 臨 床 工 学 士 13人 医療社会事業従

事者

2人

准 看 護 師 人 人 0人 栄 養 士 0人 その他の技術員 9人

歯科衛生士 2人 人 2人 歯 科 技 工 士 1人 事 務 職 員 81人

管理栄養士 3人 人 3人 診療放射線技師 25人 その他の職員 26人

(注) 1 報告書を提出する年度の 10 月１日現在の員数を記入すること。

2 栄養士の員数には、管理栄養士の員数は含めないで記入すること。

3 「合計」欄には、非常勤の者を当該病院の常勤の従事者の通常の勤務時間により常勤換算した

員数と常勤の者の員数の合計を小数点以下 2 位を切り捨て、小数点以下 1 位まで算出して記入

すること。それ以外の欄には、それぞれの員数の単純合計員数を記入すること。

7 専門の医師数

専門医名 人 数 専門医名 人 数

総合内科専門医 49 人 眼 科 専 門 医 7 人

外 科 専 門 医 27 人 耳鼻咽喉科専門医 7 人

精 神 科 専 門 医 8 人 放射線科専門医 14 人

小 児 科 専 門 医 17 人 脳神経外科専門医 10 人

皮 膚 科 専 門 医 3 人 整形外科専門医 18 人

泌尿器科専門医 11 人 麻 酔 科 専 門 医 12 人

産婦人科専門医 12 人 救 急 科 専 門 医 8 人

合 計 203 人

(注) 1 報告書を提出する年度の 10 月１日現在の員数を記入すること。

2 人数には、非常勤の者を当該病院の常勤の従事者の通常の勤務時間により常勤換算した

員数と常勤の者の員数の合計を小数点以下 1 位を切り捨て、整数で算出して記入すること。

8 管理者の医療に係る安全管理の業務の経験

管理者名（塩谷 彰浩） 任命年月日 令和３年４月１日



9 前年度の平均の入院患者、外来患者及び調剤の数

歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の前年度の平均の入院患者及び外来患者の数

歯 科 等 以 外 歯 科 等 合 計

１日当たり平均入院患者数 324.8人 5.8人 330.6人

１日当たり平均外来患者数 998.8人 39.4人 1,038.2人

１日当たり平均調剤数 625剤

必要医師数 66人

必要歯科医師数 2人

必要薬剤師数 8人

必要（准）看護師数 201人

（注)1 「歯科等」欄には、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科を受診した患者数を、「歯

科等以外」欄にはそれ以外の診療料を受診した患者数を記入すること。

2 入院患者数は、前年度の各科別の入院患者延数(毎日の 24 時現在の在院患者数の合計)を暦

日で除した数を記入すること。

3 外来患者数は、前年度の各科別の外来患者延数をそれぞれ病院の年間の実外来診療日数で除

した数を記入すること。

4 調剤数は、前年度の入院及び外来別の調剤延数をそれぞれ暦日及び実外来診療日数で除した

数を記入すること。

5 必要医師数、必要歯科医師数、必要薬剤師数及び必要（准）看護師数については、医療法

施行規則第二十二条の二の算定式に基づき算出すること。

10 施設の構造設備

施 設 名 床面積 主要構造 設 備 概 要

集中治療室 203.2m 2 鉄筋コン

クリート

病 床 数 11床 心 電 計 ○有 ・無

人工呼吸装置 ○有 ・無 心細動除去装置 ○有 ・無

その他の救急蘇生装置 ○有 ・無 ペースメーカー ○有 ・無

無菌病室等 ［固定式の場合］ 床面積 52.3m 2 病床数 4床

［移動式の場合］ 台 数 10台

医 薬 品

情報管理室

［専用室の場合］ 床 積 37.8m 2

［共用室の場合］ 共用する室名

化学検査室 252m 2 鉄筋コン

クリート

（主な設備）生化学迅速検体検査システム、全自動化学発光

免疫測定装置、全自動蛍光酵素免疫測定装置、血液ガス分析

装置

細菌検査室 270m 2 鉄筋コン

クリート

（主な設備）自動細菌検査装置、全自動抗酸菌培養検査シス

テム、全自動高圧滅菌器、恒温器、CO₂培養器 

病理検査室 252m 2 鉄筋コン

クリート

（主な設備）電子顕微鏡、自動免疫組織化学染色装置、染色

封入システム、凍結標本作製システム、密閉式自動固定包埋

装置

病理解剖室 164m 2 鉄筋コン

クリート

（主な設備）解剖台、空気清浄排気システム、安全キャビネ

ット、ホルマリン希釈装置、超低温槽

研 究 室 18,661m 2 鉄筋コン

クリート

（主な設備）電子顕微鏡、遺伝子導入装置、定量遺伝子増

幅装置、生体分子間相互作用解析装置、質量分析システム

講 義 室 5,435m 2 鉄筋コン

クリート

室数 13室 収容定員 1,200人

図 書 室 3,023m 2 鉄筋コン

クリート

室数 8室 蔵 書 数 約19万冊程度

(注) 1 主要構造には、鉄筋コンクリート、簡易耐火、木造等の別を記入すること。

2 主な設備は、主たる医療機器、研究用機器、教育用機器を記入すること。



11 紹介率及び逆紹介率の前年度の平均値

紹 介 率 108.7％ 逆 紹 介 率 62.9％

算

出

根

拠

Ａ：紹 介 患 者 の 数 12,104人

Ｂ：他の病院又は診療所に紹介した患者の数 8,333人

Ｃ：救急用自動車によって搬入された患者の

数

2,303人

Ｄ：初 診 の 患 者 の 数 13,250人

(注) 1 「紹介率」欄は、Ａ、Ｃの和をＤで除した数に 100 を乗じて小数点以下第 1 位まで記入する

こと。

2 「逆紹介率」欄は、ＢをＤで除した数に 100 を乗じて小数点以下第 1 位まで記入すること。

3 Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄは、それぞれの前年度の延数を記入すること。

12 監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由（注）

氏名 所属 委員長
（○を付

す）

選定理由 利害関係 委員の要件
該当状況

斉藤 祐次 所沢市薬剤師
会 顧問

○ 医療に関する見
識を有する者

有・無 １

大舘 千歳 国立障害者リ
ハビリテーシ
ョンセンター
病院 看護部長

医療に関する見
識を有する者

有・無 １

島戸 圭輔 二番町法律事
務所（弁護士）

法律に関する見
識を有する者

有・無 １

奈良 信和 自治体職員 医療を受ける者 有・無 ２

根本 孝一 永仁会入間ハ
ート病院

医療に関する見
識を有する者

有・無 １

（注） 「委員の要件該当状況」の欄は、次の1～3のいずれかを記載すること。

1. 医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者

2. 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者（1.に掲げる者を除く。）

3. その他

13 監査委員会の委員名簿及び委員の選定理由の公表の状況

委員名簿の公表の有無 有・無

委員の選定理由の公表の有無 有・無

公表の方法

防衛医科大学校病院ホームページ



1 承認を受けている先進医療の種類（注１）及び取扱患者数

取扱患者数

0人

0人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

(注） 1 「先進医療の種類」欄には、厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準（平成二十年厚生労働省告示

第百二十九号）第二各号に掲げる先進医療について記入すること。

(注） 2 「取扱患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。

高度の医療の提供の実績

先 進 医 療 の 種 類

腹腔鏡下センチネルリンパ節生検

術後のアスピリン経口投与療法

（様式第2）



2 承認を受けている先進医療の種類（注１）及び取扱患者数

取扱患者数

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

(注) 1 「先進医療の種類」欄には、厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準（平成二十年厚生労働省告示

第百二十九号）第三各号に掲げる先進医療について記入すること。

(注) 2 「取扱患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。

先 進 医 療 の 種 類

高度の医療の提供の実績

（様式第2）



3 その他の高度の医療

医療技術名
大腸癌術後ドレーン排液中および血中炎症性サイトカイン濃度による再発
予測

取扱患者数 ３０人

当該医療技術の概要

医療技術名 大腸癌生検組織を利用した癌悪性度評価及び予後予測 取扱患者数 ３０人

当該医療技術の概要

医療技術名
滲出型加齢黄斑変性に対する抗血管内皮増殖因子療法における前房水
中サイトカイン濃度モニタリングの有用性に関する検討

取扱患者数 １００人

当該医療技術の概要

医療技術名 血中Mesothelinに着目した新規腫瘍マーカーの開発 取扱患者数 ５０人

当該医療技術の概要

医療技術名
抗血管内皮増殖因子療法中における滲出型加齢黄斑変性眼の視力予後
および黄斑萎縮の発症を予測する新規バイオマーカーの開発

取扱患者数 ５０人

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人

当該医療技術の概要

高度の医療の提供の実績

（注） 1 当該医療機関において高度の医療と判断するものが他にあれば、前年度の実績を記入すること。

（注） 2 医療法施行規則第六条の四第四項の規定に基づき、がん、循環器疾患等の疾患に関し、高度かつ専門的な医療
を提供する特定機能病院として十以上の診療科名を標榜する病院については、他の医療機関での実施状況を含め、当該
医療技術が極めて先駆的であることについて記入すること（当該医療が先進医療の場合についても記入すること）。

サイトカイン濃度は術中に腹腔内に散布された遊離癌細胞や腫瘍剥離面付近に遺残した癌細胞の再活性化や浸潤増殖に
影響する可能性がある。今回の検討ではドレーン排液および血中の炎症性サイトカイン濃度の測定による再発予防法を開
発する。

内視鏡下生検組織により癌の悪性度予測が可能となり、手術前の治療方針決定に利用できる等、臨床的意義は大きい。

滲出型AMDの寛解及び増悪時において関与する炎症性サイトカイン濃度をモニタリングすることで、BCVA及びCMTに加え
た滲出型AMDの病態を予見しうる新たな治療指標となる前房水中サイトカイン濃度モニタリングを開発する。

血中Mesothelin測定が切除標本のMesothelin発現と一致するか、他の腫瘍マーカー及び各種画像検査と比較して腫瘍の
再発モニタリングに有用であるかを検討する。

滲出型AMD眼から抗VEGF療法前後において、前房水を採取して前房水中に含まれる炎症性サイトカイン濃度をモニタリン
グすることで抗VEGF療法中の滲出型AMD眼の視力予後及び悪化及び中心視野障害に関わる黄斑萎縮の発症を予測しう
る新規バイオマーカーを開発する。
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疾 患 名 患者数 疾 患 名 患者数
1 球脊髄性筋萎縮症 1 56 クローン病 20
2 筋萎縮性側索硬化症 12 57 潰瘍性大腸炎 17
3 脊髄性筋萎縮症 1 58 若年性特発性関節炎 3
4 進行性核上性麻痺 24 59 筋ジストロフィー 8
5 パーキンソン病 24 60 アトピー性脊髄炎 2
6 大脳皮質基底核変性症 1 61 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん 1
7 シャルコー・マリー・トゥース病 1 62 結節性硬化症 2
8 重症筋無力症 7 63 家族性良性慢性天疱瘡 6
9 多発性硬化症／視神経脊髄炎 6 64 類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。） 6
10 多系統萎縮症 6 65 マルファン症候群 1
11 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 2 66 ウィルソン病 3
12 副腎白質ジストロフィー 1 67 左心低形成症候群 11
13 ミトコンドリア病 1 68 三尖弁閉鎖症 1
14 もやもや病 9 69 ファロー四徴症 3
15 神経線維腫症 2 70 両大血管右室起始症 1
16 天疱瘡 5 71 急速進行性糸球体腎炎 1
17 表皮水疱症 2 72 オスラー病 1
18 中毒性表皮壊死症 1 73 閉塞性細気管支炎 1
19 結節性多発動脈炎 6 74 副甲状腺機能低下症 2
20 顕微鏡的多発血管炎 6 75 尿素サイクル異常症 5
21 多発血管炎性肉芽腫症 6 76 強直性脊椎炎 1
22 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 2 77 ファンコニ貧血 3
23 悪性関節リウマチ 2 78 ＩｇＧ４関連疾患 18
24 バージャー病 1 79 黄斑ジストロフィー 1
25 全身性エリテマトーデス 10 80 アッシャー症候群 46
26 皮膚筋炎／多発性筋炎 2 81 好酸球性副鼻腔炎 4
27 全身性強皮症 2 82 先天異常症候群 3
28 混合性結合組織病 2 83 特発性多中心性キャッスルマン病 1
29 シェーグレン症候群 2 84
30 成人スチル病 1 85
31 再発性多発軟骨炎 1 86
32 ベーチェット病 7 87
33 特発性拡張型心筋症 1 88
34 肥大型心筋症 2 89
35 再生不良性貧血 2 90
36 自己免疫性溶血性貧血 1 91
37 特発性血小板減少性紫斑病 8 92
38 血栓性血小板減少性紫斑病 1 93
39 原発性免疫不全症候群 1 94
40 IgＡ 腎症 1 95
41 多発性嚢胞腎 3 96
42 黄色靱帯骨化症 5 97
43 後縦靱帯骨化症 5 98
44 特発性大腿骨頭壊死症 3 99
45 下垂体性TSH分泌亢進症 1 100
46 クッシング病 3 101
47 サルコイドーシス 21 102
48 特発性間質性肺炎 5 103
49 肺動脈性肺高血圧症 5 104
50 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 18 105
51 網膜色素変性症 22 106
52 特発性門脈圧亢進症 34 107
53 原発性胆汁性胆管炎 34 108
54 原発性硬化性胆管炎 34 109
55 自己免疫性肝炎 34 110

（注） 「患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。

4 指定難病についての診療

高度の医療の提供の実績
（様式第2）



5 届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（基本診療科）

高度の医療の提供の実績

施 設 基 準 の 種 類 施 設 基 準 の 種 類

・初診料（歯科）の注１に掲げる基準

・地域歯科診療支援病院歯科初診料

・歯科外来診療環境体制加算２

・特定機能病院入院基本料 一般 ７対１入院基本料

・特定機能病院入院基本料 精神 １５対１入院基本料

・超急性期脳卒中加算

・救急医療管理加算

・診療録管理体制加算２

・急性期看護補助体制加算（７５対１）

・療養環境加算

・重症者等療養環境特別加算

・無菌治療室管理加算１

・ハイリスク妊娠管理加算

・ハイリスク分娩管理加算

・後発医薬品使用体制加算１

・無菌治療室管理加算２

・緩和ケア診療加算

・精神科身体合併症管理加算

・医療安全対策加算１

・褥瘡ハイリスク患者ケア加算

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・データ提出加算

・入退院支援加算２ 告示注７ 入院時支援加算

・認知症ケア加算3

・

・

・

・

・

・

・感染防止対策加算１

・

・

・

・

・

・小児入院医療管理料２

・救命救急入院料１

・特定集中治療室管理料３

・せん妄ハイリスク患者ケア加算

・精神疾患診療体制加算
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6 届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（特掲診療科）

・人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及
び植込型骨導補聴器交換術
・鏡視下咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍手

術を含む。）

・鏡視下喉頭悪性腫瘍手術

・椎間板内酵素注入療法

・脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術

・仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装
置交換術（便過活動膀胱）

・網膜再建術

・乳がんセンチネルリンパ節加算１及びセンチネ
ルリンパ節生検（併用）

・センチネルリンパ節加算

・四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術及び骨悪性腫瘍
手術の注に掲げる処理骨再建加算
・組織拡張器による再建手術（乳房（再建手術）の

場合に限る。）
・骨移植術（軟骨移植術を含む。）（自家培養軟骨

移植術に限る。）

・抗悪性腫瘍剤処方管理加算

・呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

・がん患者リハビリテーション料

・透析液水質確保加算

・外来化学療法加算１

・無菌製剤処理料

・神経学的検査

・補聴器適合検査

・ロービジョン検査判断料

・小児食物アレルギー負荷検査

・運動器リハビリテーション料（Ⅰ）

・画像診断管理加算１

・ＣＴ撮影及びMRI撮影

・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ）

高度の医療の提供の実績

施 設 基 準 の 種 類 施 設 基 準 の 種 類

・歯科疾患管理料の注11に掲げる総合医療管理加算及
び歯科治療時医療管理料

・糖尿病合併症管理料

・がん性疼痛緩和指導管理料

・外来緩和ケア管理料

・婦人科特定疾患治療管理料

・婦人科特定疾患治療管理料

・がん患者指導管理料イ

・がん患者指導管理料ロ

・がん患者指導管理料ニ

・がん患者指導管理料ハ

・遺伝学的検査

・持続血糖測定器加算（間歇注入シリンジポンプと連動
する持続血糖測定器を用いる場合）

・ハイリスク妊産婦連携指導料1

・医療機器安全管理料１

・薬剤管理指導料

・外来放射線照射診療料

・がん治療連携計画策定料

・療養・就労両立支援指導料の注２に掲げる相談体制充
実加算

・ヘッドアップティルト試験

・検体検査管理加算（Ⅳ）

・遺伝カウンセリング加算

・心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加
算

・ＢＲＣＡ１／２遺伝子検査(血液を検体、腫瘍細胞を検
体)

・検体検査管理加算（Ⅰ）

・HPＶ核酸検出及びＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタイプ判
定）

・医療機器安全管理料２

（様式第2）



6 届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（特掲診療科）

・

・

・麻酔管理料（Ⅰ）

・胃瘻造設時嚥下機能評価加算

・

・

・

・

・

・

・高エネルギー放射線治療

・

・

・クラウン・ブリッジ維持管理料

・

・麻酔管理料（Ⅱ）

・放射線治療専任加算

・

・外来放射線治療加算

・１回線量増加加算

・輸血管理料Ⅱ

・自己生体組織接着剤作成術・ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）

・食道縫合術（穿孔、損傷）(内視鏡によるもの)、内視鏡
下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術(内視鏡に
よるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖
術(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡による
もの)、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉
鎖術(内視鏡によるもの)、腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるも
の)

高度の医療の提供の実績

施 設 基 準 の 種 類 施 設 基 準 の 種 類

・乳がんセンチネルリンパ節加算２及びセンチネルリンパ
節生検（単独）

・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術（リー
ドレスペースメーカー）

・両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメー
カー交換術（経静脈電極の場合）

・植込型除細動器移植術（経静脈リードを用いるもの又
は皮下植込型リードを用いるもの）、植込型除細動器交換
術（その他のもの）及び経静脈電極抜去術

・両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術（経
静脈電極の場合）及び両室ペーシング機能付き植込型除
細動器交換術（経静脈電極の場合）

・大動脈バルーンパンピング法（IABP法）

・バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術

・腹腔鏡下肝切除術

・腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術

・早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

・体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

・腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固によるもの）

・腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに限る。）

・同種死体腎移植術

・生体腎移植術

・腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術

・人工尿道括約筋植込・置換術

・腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術

・腹腔鏡下仙骨膣固定術

（様式第2）



7 診療報酬の算定方法に先進医療から採り入れられた医療技術

8 病理・臨床検査部門の概要

１．臨床検査部門と病理診断部門は別々である。

２．臨床検査部門と病理診断部門は同一部門にまとめられている。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

高度の医療の提供の実績

施 設 基 準 等 の 種 類 施 設 基 準 等 の 種 類

・急性リンパ性白血病細胞の免疫遺伝子再構成を利用した定量的
PCR法による骨髄微小残存病変 (MRD) 量の測定

・

・

・

・

・ ・

・

・

・

・

・

・

・

・ ・

(注) 1 特定機能病院の名称の承認申請の場合には、必ずしも記入しなくともよいこと。
(注) 2 「施設基準等の種類」欄には、特定機能病院の名称の承認申請又は業務報告を行う３年前の４月以降に、診療報酬の算定
方法(平成二○年厚生労働省告示第五九号)に先進医療（当該病院において提供していたものに限る。）から採り入れられた医療技
術について記入すること。

臨床検査及び病理診断を実施する部門の状況

・

・

・

(注） 「症例検討会の開催頻度」及び「剖検の状況」欄には、前年度の実績を記入すること。

臨床部門が病理診断部門或いは臨床検査部門と開催
した症例検討会の開催頻度

消化器外科・内科、整形外科、産婦人科 １回/月
呼吸器外科・内科、乳腺外科・放射線科、腎臓内科 １回/週
剖検検討会 ２～３回/月 病院ＣＰＣ ３回/年

剖 検 の 状 況

・

・

剖検症例数 24例 ／ 剖検率 10.2%
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1 研究費補助等の実績

金 額

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委 計24件

高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類

研 究 課 題 名 研 究 者 氏 名 所 属 部 門
補助元又は
委託元

3次元空間でのシンギュラリティ細
胞特定のための光音響イメージ
ング

石原 美弥 医用工学 2,200,000
文科省
科研費

新しいゲノム個別化予防・医療に
向けた日本発の痛風・高尿酸血
症の分子遺伝疫学研究

松尾 洋孝 分子生体制御学 9,600,000
文科省
科研費

2型糖尿病におけるERK2による
異所性脂肪沈着制御と心血管合
併症の検討

足立 健 内科学 2,600,000
文科省
科研費

顕微注入を伴わないin situゲノム
編集技術による遺伝子改変個体
の簡便な作成

中村 伸吾
防衛医学研究センター
医療工学研究部門

4,200,000
文科省
科研費

Chediak東症候群原因遺伝子
LYST変異による神経変性発症
機序の解明

野々山 恵章 小児科学 5,900,000
文科省
科研費

ミトコンドリア機能と品質管理機構
から捉える重症病態の分子病態
研究

宮崎 裕美
防衛医学研究センター

外傷研究部門
3,500,000

文科省
科研費

細菌の呼吸活性と宿主の貪食細
胞機能強化に着目した多角的な
重症感染症治療戦略

木下 学 免疫・微生物学 4,900,000
文科省
科研費

新規尿酸輸送体の遺伝的背景
の違いが健康体質に与える影響
の分子生理学的理解と制御

豊田 優 分子生体制御学 4,600,000
文科省
科研費

過栄養・肥満による臓器線維化
の不顕性進展機構の解明と、疾
患治療への応用

冨田 謙吾 病院 内科 3,600,000
文科省
科研費

体内埋め込み型発光デバイスに
よる深部臓器がんへの新たな光
線力学治療システム

守本 祐司 生理学 4,300,000
文科省
科研費

「眩しさ」を生みだす痛み成分の
神経機構に関する研究

田代 晃正 生理学 700,000
文科省
科研費

ギラン・バレー症候群を中心とし
た免疫性神経疾患の新規タンパ
ク抗原と病的意義の解明

小牟田 縁
防衛医学研究センター
生体情報・治療システム

研究部門
500,000

文科省
科研費

ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬
の作用増強による膀胱癌新規治
療法の開発

佐藤 全伯 泌尿器科学 800,000
文科省
科研費

医療制度の制度発展過程に関
する比較研究

金子 雅彦 進学課程（社会学） 500,000
文科省
科研費

照葉樹林帯の生活科学 －ミャ
ンマー山岳地域チン州における
資源利用特性と植生の関係－

朝比奈 はるか 救急部 500,000
文科省
科研費

臨床現場における人の共感特性
と心理的ストレスに関する研究

長峯 正典
防衛医学研究センター
行動科学研究部門

800,000
文科省
科研費

核酸小分子リガンドを用いた電気
化学的な遺伝子検出法の開発に
関する研究

武井 史恵 進学課程（化学） 500,000
文科省
科研費

食品中乳化剤による腸炎誘発機
序の解明 -炎症性腸疾患の治療
へ向けて-

栗原 千枝 内科学 400,000
文科省
科研費

LPSプレコンディショニングによる
マラリア重篤化抑制手法の確立

小野 岳史 国際感染症学 1,100,000
文科省
科研費

血小板代替リポソームによって炎
症を制御して外傷性凝固障害を
治療する

萩沢 康介 生理学 1,100,000
文科省
科研費

iPS細胞を用いた、ミトコンドリア分
裂障害によるLeigh症候群の機序
の解明

松本 浩 小児科学 800,000
文科省
科研費

プロバイオティクス摂取が腸管免
疫と腸内細菌のトランスジェネ
レーションへ及ぼす影響

岡田 義清 内科学 800,000
文科省
科研費

アトピー性皮膚炎・痒疹の痒み発
生機序の解明：IL-31産生マクロ
ファージの役割

端本 宇志 病院 皮膚科 700,000
文科省
科研費

免疫反応と皮膚生理機能異常か
らみた痒疹の病態解析と治療に
関する研究

佐藤 貴浩 皮膚科学 700,000
文科省
科研費

（様式第3）
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腰痛症の原因となる器質的疾患
の病態解明とそれに基づく新た
な治療戦略の確立

千葉 一裕 整形外科学 500,000
文科省
科研費

筋恒常性維持と筋変性のメカニ
ズム解明

堀内 圭輔 整形外科学 900,000
文科省
科研費

腎細胞癌の早期診断及び病勢を
反映するバイオマーカーの同定
と臨床応用に向けた研究

伊藤 敬一 泌尿器科学 1,000,000
文科省
科研費

ゲノム編集技術を用いた1,2-ジク
ロロプロパンの毒性機序の解明

吉岡 範幸 衛生学公衆衛生学 800,000
文科省
科研費

フッ素曝露の神経系への影響：
感受性を考慮した検討

角田 正史 衛生学公衆衛生学 800,000
文科省
科研費

軽症脳卒中患者の再発予防へ
のセルフマネジメント自己評価尺
度の開発および介入

内田 香里 看護学科 700,000
文科省
科研費

一般病院がん患者に対する看護
師が行うディグニティセラピーの
効果と紹介基準の検討

伴 佳子 看護学科 800,000
文科省
科研費

職域におけるヘルスリテラシーを
活用した生活習慣病予防教育プ
ログラムの開発

上野 美紀 看護学科 600,000
文科省
科研費

心不全の緩和ケアに関する研修
プログラムの効果検証

松井 美帆 看護学科 900,000
文科省
科研費

経口的喉頭機能温存手術後の
音声・嚥下機能評価と機能障害
予防への展開

谷合 信一 耳鼻咽喉科学 1,000,000
文科省
科研費

ハイパースペクトル光音響顕微
鏡の開発及び皮膚がん広がり診
断への応用

平沢 壮 医用工学 700,000
文科省
科研費

脳内オピオイド産生の計測制御
による過食のメカニズムの解明

太田 宏之 薬理学 800,000
文科省
科研費

新規LXR刺激物質を用いた肝臓
免疫細胞の機能解析

中島 弘幸 免疫・微生物学 1,100,000
文科省
科研費

高分解能24時間心電図による心
臓突然死予測スコアリングモデル
の樹立

橋本 賢一 総合臨床部 800,000
文科省
科研費

リポ多糖の前投与がミクログリア
を介した抑うつ症状の発症を抑
制するメカニズムの研究

古賀 農人 精神科学 1,200,000
文科省
科研費

良性成人型家族性ミオクローヌス
てんかんと慢性精神病の併発に
関する研究

吉野 相英 精神科学 600,000
文科省
科研費

川崎病血管炎における好中球サ
ブセット動態の解析と重症度予
測への応用

竹下 誠一郎 看護学科 700,000
文科省
科研費

低HDL血症に対する冠動脈疾患
克服の新戦略: 家族性高コレス
テロール血症での検討

池脇 克則 内科学 1,200,000
文科省
科研費

心不全発症進展における抗心筋
自己抗体の関与とその発生メカ
ニズム

長友 祐司 内科学 1,100,000
文科省
科研費

糖尿病性血管内皮機能障害に
おけるパルミチン酸のO-GlcNAc
を介した機序の解明

眞崎 暢之 病院 内科 1,200,000
文科省
科研費

骨髄線維症の線維化解除メカニ
ズムの解析

大澤 有紀子 内科学 1,300,000
文科省
科研費

網羅的メチル化解析で同定され
た頭蓋内高悪性度胚細胞腫治
療標的候補分子群の機能解析

富山 新太 病院 脳神経外科 1,100,000
文科省
科研費

経尿道的治療による難治性尿道
狭窄症の治癒をめざした革新的
な尿道カテーテルの開発

堀口 明男 病院 泌尿器科 1,000,000
文科省
科研費

糖尿病網膜症におけるIL-17Aを
介した炎症性VEGF産生のメカニ
ズム解析

竹内 大 眼科学 200,000
文科省
科研費

経皮吸収による健康障害防止の
ための化学防護手袋の適正使用
指針構築

岩澤 聡子 衛生学公衆衛生学 1,400,000
文科省
科研費

閉経前後における女性の血清尿
酸値と遺伝子多型の関連

中島 宏 衛生学公衆衛生学 900,000
文科省
科研費
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自死家族の子供の人格形成に
向けた新たな親子関係の構築に
資する支援策の開発

野村 佳代 看護学科 800,000
文科省
科研費

脂肪炎症とディスバイオシスの相
互修飾による認知症発症機構解
明と治療への応用

石塚 俊晶 薬理学 1,100,000
文科省
科研費

局所陰圧閉鎖療法の科学的根
拠に基づいた適正治療指針の策
定と適応拡大

東 隆一 病院 形成外科 600,000
文科省
科研費

独自の金属ナノ粒子合成技術を
利用した医療従事者用の機能性
材料の創製

中村 伸吾
防衛医学研究センター
医療工学研究部門

1,400,000
文科省
科研費

早期発見が困難な癌の二次予防
に向けた新規高感度遺伝子発現
解析による診断技術の開発

四ノ宮 成祥 分子生体制御学 2,100,000
文科省
科研費

脈管系および付属器を有する革
新的皮膚代用品の創生

宮崎 裕美
防衛医学研究センター

外傷研究部門
1,400,000

文科省
科研費

Mesothelinをターゲットとした抗
体治療の臨床応用

永生 高広 外科学 800,000
文科省
科研費

がん罹患後に離職した就労世代
のがん患者に対する支援プログ
ラムの開発

小林 成光 看護学科 900,000
文科省
科研費

細胞自律的な軸索投射メカニズ
ムの解明

東 誉人 解剖学 600,000
文科省
科研費

プロスタグランジンE3による慢性
炎症の制御機構の解明

石渡 遼 生理学 1,100,000
文科省
科研費

レーザーによる近赤外光照射の
免疫賦活化効果を用いた舌下粘
膜ワクチンへの応用

君塚 善文 内科学 1,100,000
文科省
科研費

精巣胚細胞腫瘍、特に非セミ
ノーマの腫瘍進展に関わる分子
遺伝学的因子の網羅的検索

宮居 弘輔 臨床検査医学 100,000
文科省
科研費

iPS細胞を用いたDNM1-L遺伝子
変異による心筋症発症機構の解
明と治療への応用

大澤 麻登里 小児科学 800,000
文科省
科研費

EGb761の創傷軽減・治癒促進効
果についての検討

會沢 哲士 病院 形成外科 500,000
文科省
科研費

一般病棟看護師を対象とした多
量飲酒者へのケア実践ガイドの
作成と有用性の検証

内野 小百合 看護学科 700,000
文科省
科研費

終末期がん患者の家族に焦点を
当てた退院支援プログラムの開
発

大園 康文 看護学科 200,000
文科省
科研費

依存症予備軍に対する保健師向
け行動変容面接技術教育プログ
ラム開発と評価

瀬在 泉 看護学科 900,000
文科省
科研費

科学技術と実践情報を統合した
終末期患者の予後予測指標の
開発

石川 孝子 看護学科 1,400,000
文科省
科研費

人工肛門萎縮腸管へのシンバイ
オティクス投与による腸管免疫賦
活に関する臨床応用

岡本 耕一 外科学 900,000
文科省
科研費

MIRAGE症候群の免疫異常の病
態解明と新規治療法開発への応
用

關中 悠仁 小児科学 1,000,000
文科省
科研費

左室駆出率が保たれた心不全の
進展過程に対する新規評価法な
らびに増悪因子の探索

安田 理紗子 病院 内科 1,000,000
文科省
科研費

肺血管内皮細胞指向性アデノ随
伴ウイルスを利用した肺動脈性
肺高血圧症の病態解明

白石 安永
防衛医学研究センター
特殊環境衛生研究部門

1,000,000
文科省
科研費

好酸球の多層オミクス解析に基
づく炎症病態の予測システムの
開発

宮田 純 病院 内科 1,100,000
文科省
科研費

浸潤性膵管癌のがん周囲微小
環境-特に神経・退形成性変化-
の役割の解明

岩崎 寿光 外科学 1,000,000
文科省
科研費

心臓血管外科術後出血の制御を
目的とした血小板代替物投与の
臨床応用

石田 治 病院 外科 1,000,000
文科省
科研費

難聴がうつ・認知機能に及ぼす
影響と病態の解明 ー中枢制御
による新規治療法の開発ー

栗岡 隆臣 耳鼻咽喉科学 1,300,000
文科省
科研費
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新しい光硬化性止血剤の開発と
血管吻合部への適用

土屋 壮登 病院 形成外科 1,400,000
文科省
科研費

組織的管理に活用可能な病院
看護職の疲労セルフマネジメント
のためのツール開発

星野 清香 看護学科 400,000
文科省
科研費

急性期看護学で反転授業を活用
した日本版チーム基盤型学習の
系統的導入と効果検証

村田 洋章 看護学科 1,000,000
文科省
科研費

PIP3関連分子異常による原発性
免疫不全症の病態解明と新規治
療法開発への応用

關中 佳奈子 小児科学 1,100,000
文科省
科研費

次世代シークエンサー併用
HiCEP法による腎癌の遺伝子発
現とバイオマーカーの同定

辻田 裕二郎 泌尿器科学 1,100,000
文科省
科研費

分子遺伝疫学的解析による日本
人に特徴的な尿酸関連疾患の個
人差の同定と予防法の探索

中山 昌喜 分子生体制御学 1,100,000
文科省
科研費

XR（仮想空間技術）を活用した虐
待予防教育プログラムの開発

菊原 美緒 看護学科 500,000
文科省
科研費

近赤外光生体イメージングと血管
新生シミュレーションによる創傷
治癒過程の定量的計測

大川 晋平 医用工学 1,100,000
文科省
科研費

疾患iPS細胞を用いた多発性硬
化症に対するドネペジルの有効
性と作用機序の解明

今村 宰 生化学 1,200,000
文科省
科研費

癌関連線維芽細胞で発現する
ADAM9を標的とした治療法構築
と新規標的分子の探索

望月 早月 外科学 1,300,000
文科省
科研費

光温熱効果を利用した超分子デ
バイスによる胃癌腹膜播種に対
する新規治療法

高畑 りさ 外科学 1,000,000
文科省
科研費

リンパ系腫瘍における骨髄線維
化誘導機構の解析

木村 文彦 内科学 1,200,000
文科省
科研費

発達期の脳における全身麻酔薬
の神経毒性メカニズムの解明

佐藤 泰司 生化学 1,100,000
文科省
科研費

広範囲脳梗塞に対する減圧開頭
術後の再灌流障害に対する新規
治療戦略の開発

竹内 誠 脳神経外科学 1,500,000
文科省
科研費

耳鳴に対する分子遺伝学的解析
を基盤とした新規薬物治療の開
発

水足 邦雄 病院 耳鼻咽喉科 1,300,000
文科省
科研費

喉頭機能回復を目指した反回神
経障害への新規治療戦略の開
発

荒木 幸仁 耳鼻咽喉科学 900,000
文科省
科研費

術後看護シミュレーションのデブ
リーフィングにVRを用いた学習支
援プログラムの開発

永井 菜穂子 看護学科 1,600,000
文科省
科研費

働く女性のウィメンズヘルスリテラ
シー啓発のための教育プログラ
ム開発

西岡 笑子 看護学科 1,200,000
文科省
科研費

食塩過剰摂取による腸粘膜Naイ
オン輸送異常は食塩感受性高血
圧発症に関与するか？

晝間 恵 生理学 1,300,000
文科省
科研費

セルロース素材のボトムアップナ
ノ化と高機能医用材料の創製

秦 裕樹
防衛医学研究センター
医療工学研究部門

900,000
文科省
科研費

NF155抗体陽性CCPDにおける
中枢神経病理の病態解明

本郷 悠 内科学 700,000
文科省
科研費

親の精神的問題と周産期メンタ
ルヘルスリテラシーが虐待に与え
る影響についての検討

高橋 知久 外科学 800,000
文科省
科研費

ヒトの慢性疼痛に対する水素ガス
吸入療法の開発

諸橋 徹 麻酔学 1,200,000
文科省
科研費

加齢黄斑変性の病態における酸
化ストレスとNrf2 activatorの有効
性

高山 圭 眼科学 700,000
文科省
科研費

全ゲノム解析と患者疫学情報に
よる病原体伝播経路推定法の確
立とその臨床応用

藤倉 雄二 病院 内科 1,300,000
文科省
科研費

カテコールアミンと拘束性ストレス
による心臓内microRNA変動の分
布

細谷 直 法医学 900,000
文科省
科研費



金 額研 究 課 題 名 研 究 者 氏 名 所 属 部 門
補助元又は
委託元

補

委

補 計2件

委 計 １０４件
(注) 1

2

3

「研究者氏名」欄は、1つの研究について研究者が複数いる場合には、主たる研究者の氏名を記入するこ
と。「補助元又は委託元」欄は、補助の場合は「補」に、委託の場合は「委」に、○印をつけた上で、補助元又
は委託元を記入すること。

腫瘍での光増感剤産生を指向し
た機能性分子の創成

山田 直生 生理学 1,200,000
文科省
科研費

国、地方公共団体又は公益法人から補助金の交付又は委託を受け、当該医療機関に所属する医師等が
申 請の前年度に行った研究のうち、高度の医療技術の開発及び評価に資するものと判断される主なものを
記入すること。

COVID-19に対応する看護師の
共感特性がワークエンゲージメン
トに与える影響

野口 宣人 看護学科 1,200,000
文科省
科研費



2 論文発表等の実績

(1)高度の医療技術の開発及び評価を行うことの評価対象となる論文

番
号

論文種別

1 Original Article

2 Original Article

3 Original Article

4 Original Article

計 4件

5 Original Article

Ito K, Mikami
S, Kuroda N,

et al.
泌尿器科学

Difficulty in
differential diagnosis
for renal cancer with
microscopic papillary

architecture:
overlapped

pathological features
among papillary renal
cell carcinoma (RCC),

mutinous
tubular and spindle
cell carcinoma, and
unclassified RCC.
Lessons from a

Japanese multicenter
study.

Jpn J Clin Oncol. 2020
Oct 22;50(11):1313-1320.

高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類

発表者氏名
筆頭著者の

特定機能病院における所属
題名

雑誌名・
出版年月等

Oshima N,
Imakiire T,
Kumagai H

腎臓内分泌内科

Rostral ventrolateral
medulla neuron

activity is suppressed
by Klotho and

stimulated by FGF23
in newborn Wistar

rats.

Autonomic Neuroscience
2020Mar;224:102640. p1-

10.

Matsubara H,
Kumagai H,
Oshima N.

腎臓内分泌内科

PEPITEM/Cadherin
15 Axis Inhibits T

Lymphocyte
Infiltration and

Glomerulonephritis in
a Mouse Model of
Systemic Lupus
Erythematosus.

Journal of Immunlogy
2020; 204(8): 2043-52.

Horiguchi A,
Shinchi M,
Ojima K, et

al.

泌尿器科学

Surgical and patient-
reported outcomes of
urethroplasty for

bulbar stricture due
to a straddle injury.

World J Urol. 2020
Jul;38(7):1805-1811.

Kuroda K,
Tasaki S,

Sato A, et al.
泌尿器科学

Usefulness of a high-
speed surgical air drill
in pubectomy during
delayed anastomotic
urethroplasty for
pelvic fracture
urethral injury.

Int J Urol. 2020
Nov;27(11):1002-1007.

（様式第3）
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出版年月等

6 Original Article

7 Original Article

8 Original Article

9 Original Article

計 5件

10 Original Article

11 Original Article

Sawazaki H,
Ito K, Asano
T, et al.

泌尿器科学
（非常勤医師）

Multidrug Resistance
Protein 1 and
Annexin A2 as

Predictive Factors for
Intravesical

Recurrence of
Bladder Cancer after

the Initial
Transurethral
Resection and

Immediate Single
Intravesical
Instillation of
Adriamycin.

Asian Pac J Cancer Prev.
2021 May 1;22(5):1459-

1466.

Kuroda K,
Asano T,

Horiguchi A,
et al.

泌尿器科学

Effect of increased
expression of both
ras-related C3
botulinum toxin

substrate 1 and p21-
activated kinase 1 in
patients with N0M0
upper urinary tract
urothelial carcinoma
and cancer-free
surgical margins.

Jpn J Clin Oncol. 2020
Apr 7;50(4):465-472.

Kuroda K,
Tasaki S,

Horiguchi A,
et al.

泌尿器科学

Postoperative C-
reactive protein-to-
albumin ratio predicts
poor prognosis in

patients with bladder
cancer undergoing
radial cystectomy.

Mol Clin Oncol. 2021
Mar;14(3):54.

Amako M,
Tsuda Y,
Chiba K.

病院リハビリテーション部

Comparison of
reliability, validity

and responsiveness of
the Japanese
Orthopaedic

Association Shoulder
36 Ver. 1.3 among

different diagnoses of
shoulder lesions.

J Orthop Sci. 2021
May;26(3):375-380.

Horiguchi A,
Ojima K,

Shinchi M, et
al.

泌尿器科学

Usefulness of a high-
speed surgical air drill
in pubectomy during
delayed anastomotic
urethroplasty for
pelvic fracture
urethral injury.

Int J Urol. 2020
Nov;27(11):1002-1007.

Ojima K,
Horiguchi A,
Shinchi M, et

al

泌尿器科学

Is pre-referral
management of
anterior urethral
strictures prior to
urethroplasty
appropriate?

Int J Urol. 2021
Apr;28(4):404-409.
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12 Case report

13 Original Article

14 Original Article

計 5件

15 Original Article

16 Original Article

17 Original Article

18 Original Article

Nobuyuki
Masaki, Bihua
Feng, Rosa

Bretón-
Romero, et

al.

循環器内科 集中治療部

O-GlcNAcylation
Mediates Glucose-

Induced Alterations in
Endothelial Cell

Phenotype in Human
Diabetes Mellitus

Journal of the American
Heart Association 2020
Jun 16;9(12):e014046. オ

ンライン

Takumi Toya,
Jaskanwal D
Sara, Ali

Ahmad, et al.

循環器内科 集中治療部

Incremental
Prognostic Impact of

Peripheral
Microvascular
Endothelial

Dysfunction on the
Development of
Ischemic Stroke

Journal of the American
Heart Association 2020

May 5;9(9):e015703. オン
ライン

Takumi Toya,
Michel T
Corban,
Kimitake

Imamura, et
al.

循環器内科 集中治療部

Coronary perivascular
epicardial adipose
tissue and major

adverse
cardiovascular events
after ST segment-
elevation myocardial

infarction

Atherosclerosis
. 2020 Jun;302:27-35.

Takumi Toya,
Ali Ahmad,
Zachi Attia,

Michal
Cohen-

Shelly, et al.

循環器内科 集中治療部

Vascular Aging
Detected by

Peripheral Endothelial
Dysfunction Is
Associated With
ECG-Derived

Physiological Aging

Journal of the American
Heart Association 2021
Feb 2;10(3):e018656 オン

ライン

Tsuchihara
T., Nukada
H., Nakanishi
K., et al.

整形外科学講座

Efficacy of nonviral
gene transfer of

human hepatocyte
growth factor (HGF)
against ischemic-
reperfusion nerve
injury in rats

PLoS One. 2020 Aug
11;15(8):e0237156.

Takumi Toya,
Jaskanwal D
Sara, Michel
T Corban, et

al.

循環器内科 集中治療部

Assessment of
peripheral endothelial
function predicts

future risk of solid-
tumor cancer

European journal of
preventive cardiology.

2020 Apr;27(6):608-618.

Hiroshi
Hashimoto,
Kazuyuki
Komori ,

Yuichi Ozeki

呼吸器外科

A CASE OF
POSTOPERATIVE
RECURRENCE OF
JUVENILE LUNG

CANCER
SUCCESSFULLY
TREATED WITH
ANAPLASTIC
LYMPHOMA

KINASE-TYROSINE
KINASE INHIBITOR

SEQUENTIAL
THERAPY

WORLD JOURNAL OF
PHARMACEUTICAL AND
MEDICAL RESEARCH
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19 Case report

20 Original Article

21 Original Article

計 7件

22 Original Article

23 Original Article

24 Original Article

25 Original Article

26 Original Article

Saki
Takihata,Miz
utari Kunio,
Morita Ichiro,

et al.

耳鼻咽喉科

The influence of a
noisy environment on
hearing impairment
and tinnitus: The

hearing outcomes of
50-year-old male
Japan Ground Self-

Defense Force
personnel.

Auris Nasus Larynx
16巻43号 ｐ.934-937.

2020年6月

Uno Kosuke,
Tomifuji

Msayuki,Arak
i Koji, et al.

耳鼻咽喉科

Scar contracture
prevention with local
steroid injections in

transoral
videolaryngoscopic

surgery.

Auris Nasus Larynx 47巻5
号

ｐ.856-863. 2020年10月

Niwa
Katsuki,Mizut

ari
Kunio,Matsui
Toshiyasu,

et al.

耳鼻咽喉科

Tinnitus rat model
generated by laser-
induced shock wave;

a platform for
analyzing the central
nervous system after
tinnitus generation.

Auris Nasus Larynx 48巻1
号

ｐ.82-89. 2021年2月

Hiroshi
Suzuki, Koji

Araki,
Toshiyasu

Matsui, et al.

耳鼻咽喉科

TrkA inhibitor
promotes motor

functional
regeneration of

recurrent laryngeal
nerve by suppression
of sensory nerve
regeneration.

Scientific Reports. 10巻1
号

16892 . 2020.10月

Yoshiaki
Inuzuka,
Mizutari

Kunio,Kamide
Daisuke, et

al.

耳鼻咽喉科
Risk factors of post-

tonsillectomy
hemorrhage in adults.

Laryngoscope Investigative
Otolaryngology.

5巻6号 ｐ.1056-1062.
2020年11月

Mizutari
Kunio,Saki

Takihata,Eiko
Harada, et

al.

耳鼻咽喉科

Patency of Anterior
Epitympanic Space

and Surgical
Outcomes After
Endoscopic Ear

Surgery for the Attic
Cholesteatoma

Otology & Neurotology 42
巻2号

ｐ.266-273. 2021年2月

Ishizuka T.,
Susa M., Sato
C., et al.

整形外科学講座

Desmoplastic fibroma
of bone arising in the
cortex of the proximal

femur

J Orthop Sci. 2021
Mar;26(2):306-310

Tomifuji
Msayuki,Arak
i Koji,,Uno
Kosuke, et

al.

耳鼻咽喉科

Transoral
Videolaryngoscopic
Surgery for Laryngeal
and Hypopharyngeal
Cancer - Technical
Updates and Long-

Term Results.

Auris Nasus Larynx 47巻2
号

ｐ.282-290. 2020年04月
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27 Original Article

28 Case report

計 7件

29 Case report

30 Original Article

31 Letter

32 Original Article

33 Original Article

34 Original Article

Hideyuki
Horikoshi,
Takashi

Nakanishi,
Katsumi

Tamura, et al

内科学講座、膠原病・アレル
ギー内科

18F-
fluorodeoxyglucose-
psitron emission

tomography/compute
d tomography for the

diagnosis of
polymyalgia-like

illness: a
retrospective study.

BMC Rheumatol. 2020 Apr
24;4:21.

Aizawa
Tetsushi

形成外科

Reply: Protective Ef-
fect of Extract of
Ginkgo biloba 761
against Frostbite
Injury in Rats.

Plastic and reconstruc-
tive surgery 145(4):

pp.874e-875e

Nagano
Hisato, Aoki
Shimpo,
Azuma

Ryuich, et. al

形成外科

Aesthetic
Consideration in a

Patient With
Lipomatosis

The Journal of craniofacial
surgery 32(2): pp.e189-

e190, 2021.Mar.

Nagano
Hisato,

Yamamoto
N, Yanag-
ibayashi S,

et. al

形成外科

Management of
Infected Calcific
Myonecrosis: A

Report of 2 Cases.

Plastic and reconstruc-
tive surgery. Global open
8(5):pp.e2817, 2021 May.

Aizawa
Tetsushi,
Hirayama
Takahiro,
Tojo Shota,

et. al

形成外科

A banner flap with
adjacent rotation flap
for closure of circular

skin de- fects: a
schematic compari-
son with conventional

rota- tion flap
technique.

Journal of plastic surgery
and hand surgery:

pp.1-9

Satsuki
Mochizuki,

Tadakazu Ao,
Takumi

Sugiura, et al.

外科学講座

Expression and
Function of a
Disintegrin and

Metalloproteinases in
Cancer-Associated

Fibroblasts of
Colorectal Cancer

Digestion 2020;101(1):18-
24

Eiji Shinto,
Eiji Oki,
Mototsugu
Shimokawa,

et al.

外科学講座

A Validation Study
for Recurrence Risk
Stratification of Stage

II Colon Cancer
Using the 55-Gene

Classifier

Oncology 2020 98(8):534-
541

Eiji Shinto,
Jiro Omata, Y
Hashiguchi,

et al.

外科学講座

Predictive
immunohistochemical
features for tumour

response to
chemoradiotherapy in

rectal cancer

BJS Open 2020
Apr;4(2):301-309
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35 Case report

計 7件

36 Case report

37 Original Article

38 Original Article

39 Review

40 Original Article

41 Original Article

計 6件

Toshimitsu
Iwasaki,
Masataka

Matsumoto,
Shumpei

Satoi, et al.

外科学講座

A Successful Surgical
Treatment of
Postoperative
Hepato-Venous

Fistula

International Journal of
Surgical Research and
Practice 2020 7:109

Keita Kouzu,
Einama
Takahiro,
Makoto

Nishikawa, et
al.

外科学講座

Successful surgical
drainage with
intraoperative

ultrasonography for
amebic liver abscess

refractory to
metronidazole and

percutaneous
drainage: a case

report

BMC Surgery 2020 May
24;20(1):112

Makoto
Nishikawa,

Junji
Yamamoto,
Hoshikawa
Mayumi, et

al.

外科学講座

Stapler sizes
optimized for

pancreatic thickness
can reduce pancreatic
fistula incidence after
distal pancreatectomy

Surgery Today 2020
Jun;50(6):623-631

Shinsuke
Nomura, Yuji
Morimoto,
Hironori

Tsujimoto,et
al.

外科学講座

Highly reliable,
targeted

photothermal cancer
therapy combined

with thermal
dosimetry using a
near-infrared
absorbent

Scientific Reports
2020 Jun17;10(1):9765

Hironori
Tsujimoto,
Hiroyuki
Horiguchi,
Yusuke

Matsumoto,
et al.

外科学講座

A Potential
Mechanism of Tumor
Progression during
Systemic Infections
Via the Hepatocyte
Growth Factor
(HGF)/c-Met

Signaling Pathway

Journal of Clinical
Medicine 2020 Jul

1;9(7):2074

Hideki Ueno,
Tsuyoshi
Konishi,
Yuichi

Ishikawa, et
al.

外科学講座

Primary Tumor
Histology Affects

Oncological
Outcomes

Independently of the
Anatomical Extent of
Disease in Colorectal
Liver Metastasis

JMA Journal 2020 Jul
15;3(3):240-250

Eiji Shinto,
Hideyuki Ike,
Jin-Ichi Hida,

et al.

外科学講座

Proposal of a modified
subclassification

system for stage III
colorectal cancer: A
multi‐institutional

retrospective analysis

Annals of
Gastroenterological
Surgery 2020 Jul
23;4(6):667-675
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42 Original Article

43 Original Article

44 Original Article

45 Original Article

46 Original Article

47 Original Article

48 Original Article

計 7件

Nozomi Ito,
Hironori
Tsujimoto,
Hiroyuki

Horiguchi, et
al.

外科学講座

Clinical Significance
of Programmed Death
Ligand-1 Expression

in Esophageal
Squamous Cell
Carcinoma

Journal of Surgical
Research 2020 Jul

251:321-328

Yusuke
Ishibashi,
Hironori
Tsujimoto,

Keita Kouzu,
et al.

外科学講座

Impact of Antiplatelet
and Anticoagulant

Therapies on
Platelet-related

Prognostic Markers in
Patients With

Esophageal Cancer

In Vivo Jul-Aug
2020;34(4):1941-1949

Ken Nagata,
Eiji Shinto,
Masato

Yamadera, et
al.

外科学講座

Prognostic and
predictive values of
tumour budding in
stage IV colorectal

cancer

BJS open Aug;4(4):693-
703

Takehiro
Shiraishi, Eiji
Shinto, Ines P
Nearchou, et

al.

外科学講座

Prognostic
significance of

mesothelin expression
in colorectal cancer
disclosed by area-
specific four-point
tissue microarrays

Virchows Archiv 2020
Sep;477(3):409-420

Eiji Shinto,
Yoshida
Yuichiro,
Yoshiki

Kajiwar, et al.

外科学講座

Clinical Significance
of a Gene Signature
Generated from
Tumor Budding
Grade in Colon

Cancer

Annals Surgical Oncology
2020 Oct;27(10):4044-

4054

Takehiro
Shiraishi, Eiji

Shinto,
Masato

Yamadera, et
al.

外科学講座

Significance of
mesothelin expression

in preoperative
endoscopic biopsy
specimens for

colorectal cancer
prognosis

Oncotarget 2020 Oct
27;11(43):3807-3817

Keita
Tashiro,
Naomi
Kuroki,
Takahiro

Einama, et al.

外科学講座

Prognostic
significance of

regional lymph node
metastasis according

to station in
ampullary carcinoma

Journal of Hepato-Biliary-
Pancreatic Sciences 2020

Oct;27(10):712-720
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49 Original Article

50 Original Article

51 Original Article

52 Original Article

53 Review

54 Original Article

計 6件

55 Original Article

Hiroyuki
Horiguchi,
Hironori
Tsujimoto,
Nariyoshi

Shinomiya, et
al.

外科学講座

A Potential Role of
Adhesion Molecules
on Lung Metastasis
Enhanced by Local

Inflammation

Anticancer Research 2020
Nov;40(11):6171-6178

Minako
Kobayashi,
Hironori
Tsujimoto,

Risa
Takahata, et

al.

外科学講座

Association Between
the Frequency of
Glove Change and

the Risk of Blood and
Body Fluid Exposure
in Gastrointestinal

Surgery

World Journal of Surgery
2020 Nov;44(11):3695-

3701

Takafumi
Suzuki,

Yamagishi
Yoji, Einama
Takahiro, et

al.

外科学講座

Membrane mesothelin
expression positivity
is associated with

poor clinical outcome
of luminal-type breast

cancer

Oncology Letters 2020
Nov;20(5):193

Toshimitsu
Iwasaki,
Yasuhiro
Otsuka,
Yoichi

Miyata, et al.

外科学講座

Intracholecystic
papillary neoplasm
arising in a patient

with
pancreaticobiliary
maljunction: a case

report

World Journal of Surgical
Oncology 2020 Nov

9;18(1):292

Nozomi Ito,
Hironori
Tsujimoto,

Hideki Ueno,
et al.

外科学講座

Helicobacter pylori-
Mediated Immunity

and Signaling
Transduction in
Gastric Cancer

Journal of Clinical
Medicine 2020 Nov

18;9(11):3699

Takafumi
Suzuki,
Yusuke
Ishibashi,
Hironori

Tsujimoto, et
al.

外科学講座

A Novel Systemic
Inflammatory Score
Combined With

Immunoinflammatory
Markers Accurately
Reflects Prognosis in

Patients With
Esophageal Cancer

In Vivo Nov-Dec
2020;34(6):3705-3711

Takuji Noro,
Makoto

Nishikawa,
Mayumi

Hoshikawa, et
al.

外科学講座

Prognostic Impact of
Budding Grade in
Patients With
Residual Liver
Recurrence of

Colorectal Cancer
After Initial
Hepatectomy

Annals of Surgical
Oncology 2020

Dec;27(13):5200-5207
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56 Others

57 Original Article

58 Original Article

59 Original Article

計 5件

60 Case report

61 Original Article

Yusuke
Ishibashi,
Hironori
Tsujimoto.

外科学講座

ASO Author
Reflections: Local

Periostin Expression
and Systemic

Immunoinflammatory
Measures in

Esophageal Cancer: A
Single-Center,

Retrospective Study

Annals of Surgical
Oncology 2020

Dec;27(Suppl 3):801-802

Hideki Ueno,
Megumi

Ishiguro, Eiji
Nakatani, et

al.

外科学講座

Optimal Criteria for
G3 (Poorly

Differentiated) Stage
II Colon Cancer:

Prospective
Validation in a
Randomized

Controlled Study
(SACURA Trial)

The American Journal of
Surgical Pathology 2020
Dec;44(12):1685-1698

Hiromi
Nagata,
Hironori
Tsujimoto,

Keita Kouzu,
et al.

外科学講座

Differences Between
Laparoscopic and

Open Gastrectomy on
the Impact of
Postoperative
Infectious

Complications on
Prognosis

Anticancer Research 2020
Dec;40(12):7109-7117

Shinsuke
Nomura,
Hironori
Tsujimoto,
Yusuke

Ishibashi, et
al.

外科学講座

Efficacy of artificial
pneumothorax under
two-lung ventilation
in video-assisted

thoracoscopic surgery
for esophageal cancer

Surgical Endoscopy 2020
Dec;34(12):5501-5507

Yujiro
Itazaki,
Hironori
Tsujimoto,
Hidekazu

Sugasawa, et
al.

外科学講座

Bilateral approach for
thoracoscopic

esophagectomy in a
patient with

esophageal cancer
and solitary posterior
thoracic para-aortic

lymph node
metastasis

Acta Medica Okayama
2020 Dec;74(6):521-524

Seiichiro
Fujishima,
Hironori
Tsujimoto,
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(注) 1

2

3

4

5

6 「論文種別」欄には、Original Article、Case report, Review, Letter, Othersから一つ選択すること。

当該特定機能病院に所属する医師等が前年度に発表した英語論文のうち、高度の医療技術の開発および
評価に資するものと判断されるものを七十件以上記入すること。七十件以上発表を行っている場合には、七
十件のみを記載するのではなく、合理的な範囲で可能な限り記載すること。

報告の対象とするのは、筆頭著者の所属先が当該特定機能病院である論文であり、査読のある学術雑誌
に掲載されたものに限るものであること。ただし、実態上、当該特定機能病院を附属している大学の講座等と
当該特定機能病院の診療科が同一の組織として活動を行っている場合においては、筆頭著者の所属先が大
学の当該講座等であっても、論文の数の算定対象に含めるものであること（筆頭著者が当該特定機能病院
に所属している場合に限る。）

「発表者氏名」に関しては、英文で、筆頭著者を先頭に論文に記載された順に3名までを記載し、それ以上
は、他、またはet al.とする。

「筆頭著者の所属」については、和文で、筆頭著者の特定機能病院における所属を記載すること。

「雑誌名・出版年月等」欄には、「雑誌名. 出版年月（原則雑誌掲載月とし、Epub ahead of printやin pressの
掲載月は認めない）; 巻数: 該当ページ」の形式で記載すること
（出版がオンラインのみの場合は雑誌名、出版年月（オンライン掲載月）の後に（オンライン）と明記するこ
と）。

記載例： Lancet. 2015 Dec; 386: 2367-9 / Lancet. 2015 Dec (オンライン）



(2)高度の医療技術の開発及び評価を行うことの評価対象とならない論文（任意）

番
号

論文種別

1 Original Article

2 Original Article

3 Original Article

4 Original Article

5 Original Article

6 Case report

7 Case report

計7件

(注) 1

2

発表者氏名
筆頭著者の

特定機能病院における所属
題名

雑誌名・
出版年月等

小林 龍生,
尼子 雅敏,
長尾 陽子、

ほか

病院 リハビリテーション部
急性期病院における
上腕筋周囲長・下腿
周囲長の調査結果

総合リハビリテーション49
巻1号 Page69-
73(2021.01)

小林 龍生,
尼子 雅敏,
長尾 陽子,ほ

か

病院 リハビリテーション部
急性期リハビリテー
ション患者握力と退

院帰結

運動器リハビリテーション
(2187-8420)31巻2号
Page105-110(2020.10)

長尾 陽子,
小林 龍生,
尼子 雅敏,ほ

か

病院 リハビリテーション部
運動器リハビリテー
ションにおける身体
計測値の活用法

運動器リハビリテーション
31巻2号 Page100-

104(2020.10)

小林 龍生,
尼子 雅敏

病院 リハビリテーション部
Honda歩行アシストに

ついて

脊椎脊髄ジャーナル33巻
8号 Page777-
782(2020.08)

尼子 雅敏,
伊佐治 雅,
山田 真央

病院 リハビリテーション部
鏡視下腱板修復術
後の外旋筋力の到達

目標の設定

肩関節44巻1号 Page81-
84(2020.09)

小森和幸、橋
本博史、尾関

雄一
呼吸器外科

大腸癌切除後20年
目の肺転移再発に対
し外科的切除を施行

した1例

日本呼吸器外科学会雑誌

当該医療機関に所属する医師等が前年度に発表したもののうち、高度の医療技術の開発および評価に
資するものと判断される主なものを記入すること。

記載方法は、前項の「高度の医療技術の開発及び評価を行うことの評価対象となる論文」の記載方法に
準じること。

Kazuma Doi,
Naoki Otani,
Daichi Hagita

et al.

防衛医科大学校 脳神経外
科

A Case of
Meningioma

Originating from the
Oculomotor Nerve.

World Neurosurgery



(様式第 3)

高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類

3 高度の医療技術の開発及び評価の実施体制

(1)倫理審査委員会の開催状況

① 倫理審査委員会の設置状況 有・無

② 倫理審査委員会の手順書の整備状況 有・無

・ 手順書の主な内容

申請手続、委員会審査及び分科会審査手続、審査結果の通知

③ 倫理審査委員会の開催状況 年8回

（注） 1 倫理審査委員会については、「臨床研究に関する倫理指針」に定める構成である場合に

「有」に○印を付けること。

2 前年度の実績を記載すること。

(2)利益相反を管理するための措置

① 利益相反を審査し、適当な管理措置について検討するための委員

会の設置状況

有・無

② 利益相反の管理に関する規定の整備状況 有・無

・ 規定の主な内容

利益相反の審議をするための委員会（委員の任期、決議方法）、申請手続、判定結果の通知

要領及び守秘義務等

③ 利益相反を審査し、適当な管理措置について検討するための委員

会の開催状況

年０回

事前確認によって明らかに

利益相反が認められないと

判定されたため

(注）前年度の実績を記載すること。

(3)臨床研究の倫理に関する講習等の実施

① 臨床研究の倫理に関する講習等の実施状況 年１回以上

・研修の主な内容

日本学術振興会「研究倫理eラーニング」

(注）前年度の実績を記載すること。



(様式第 4)

高度の医療に関する研修を行わせる能力を有することを証する書類

1 研修の内容

医師である幹部自衛官（医官）に対して、国際貢献や災害時活動など国家的緊急事態におけ
る突発的な疾病・傷害に対する幅広い初期診療能力を習得させることを目標としている。災害
初期診療における重症外傷患者に対して系統的な理論に基づいた診断と初期治療を迅速かつ的
確に行う能力を身につけるとともに大量傷者発生に対応できる基本的能力を獲得させる。また
専門領域以外の領域における初期診療に必要な基本的な知識を修得させ、積極的に救急医療及
び災害医療の研修機会を持たせる。

（注）上記の研修内容は医師法及び歯科医師法の規定による臨床研修を終了した医師及び歯科医師

に対する専門的な研修について記載すること。

2 研修の実績

上記研修を受けた医師数 ６２人

（注）前年度の研修を受けた医師の実績を記入すること。

3 研修統括者

研修統括者氏名 診 療 科 役 職 等 臨床経験年数 特 記 事 項

足立 健 内科 教授 ３２年

熊谷 裕生 内科 教授 ３９年

穂刈 量太 内科 教授 ３０年

川名 明彦 内科 教授 ３７年

木村 文彦 内科 教授 ３７年

池脇 克則 内科 教授 ３７年

上野 秀樹 外科 教授 ３１年

田口 眞一 外科 教授 ３７年

吉野 相英 精神科 教授 ３７年

野々山 恵章 小児科 教授 ３８年

千葉 一裕 整形外科 教授 ３８年

和田 孝太郎 脳神経外科 教授 ３４年

佐藤 貴浩 皮膚科 教授 ３６年

伊藤 敬一 泌尿器科 教授 ４０年

髙野 政志 産科婦人科 教授 ２９年

竹内 大 眼科 教授 ３２年

塩谷 彰浩 耳鼻咽喉科 教授 ３４年

新本 弘 放射線科 教授 ４２年

池田 健彦 麻酔科 教授 ３２年

斎藤 大蔵 救急部 教授 ３８年

清澤 智晴 形成外科 教授 ３９年

松熊 晋 検査部 教授 ３５年

田中 祐司 総合臨床部 教授 ３７年

熊谷 裕生 輸血・血液浄化療法部 教授 ３９年

(注) 1 医療法施行規則第六条の四第一項又は第四項の規定により、標榜を行うこととされている

診療科については、必ず記載すること。

(注) 2 内科について、サブスペシャルティ領域ごとに研修統括者を配置している場合には、すべ

てのサブスペシャルティ領域について研修統括者を記載すること。

(注) 3 外科について、サブスペシャルティ領域ごとに研修統括者を配置している場合には、すべ

てのサブスペシャルティ領域について研修統括者を記載すること。



(様式第 5)
診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類

計画・現状の別 １．計画 ○2 ．現状
管理責任者氏名 病院長 塩谷 彰浩
管理担当者氏名 運営企画課長 五十嵐 昭善 運営支援課長 河邊 和広

材料部長 伊藤 敬一 医療情報部長 清澤 智晴 薬剤部長 小杉 隆祥
医療安全推進室長 髙畑 りさ 感染対策室長 藤倉 雄二

保 管 場 所 管 理 方 法
診療に関
する諸記
録

規
則
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項

に
掲
げ
る
事
項

病院日誌 運営企画課 カルテ等の病歴資料は、
医療情報部で一括管理
している。外来カルテは
診療科毎、入院カルテは
入院期間毎に作成され、
電算機に登録されてお
り、保存期間は10年であ
る。医療記録利用規則に
より院外への貸し出し
は禁止している。

各科診療日誌 医療情報部
処方せん
手術記録
看護記録
検査所見記録
エックス線写真
紹介状
退院した患者に係る入院期間中
の診療経過の要約及び入院診療
計画書

病院の管
理及び運
営に関す
る諸記録

規
則
第
二
十
二
条
の
三
第

三
項
に
掲
げ
る
事
項

従業者数を明らかにする帳簿 運営支援課 文書管理規則等に基づ
き、各担当課において作
成文書・分類番号・保存
期間を入力し、管理して
いる。

高度の医療の提供の実績
高度の医療技術の開発及び評価
の実績
高度の医療の研修の実績
閲覧実績 運営支援課
紹介患者に対する医療提供の実
績
入院患者数、外来患者及び調剤
の数を明らかにする帳簿

運営支援課、薬剤部

規
則
第
一
条
の
十
一
第

一
項
に
掲
げ
る
事
項

医療に係る安全管理のための指
針の整備状況

医療安全推進室 文書管理規則等に基づ
き、各担当課において作
成文書・分類番号・保存
期間を入力し、管理して
いる。

医療に係る安全管理のための委
員会の開催状況
医療に係る安全管理のための職
員研修の実施状況
医療機関内における事故報告等
の医療に係る安全の確保を目的
とした改善のための方策の状況



保 管 場 所 管 理 方 法
病院の管
理及び運
営に関す
る諸記録

規
則
第
一
条
の
十
一
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

院内感染対策のための指針の策
定状況

感染対策室 文書管理規則等に基づ
き、各担当課において作
成文書・分類番号・保存
期間を入力し、管理して
いる。

院内感染対策のための委員会の
開催状況
従業者に対する院内感染対策の
ための研修の実施状況
感染症の発生状況の報告その他
の院内感染対策の推進を目的と
した改善のための方策の実施状
況
医薬品安全管理責任者の配置状
況

薬剤部

従業者に対する医薬品の安全使
用のための研修の実施状況
医薬品の安全使用のための業務
に関する手順書の作成及び当該
手順書に基づく業務の実施状況

医薬品の安全使用のために必要
となる未承認等の医薬品の使用
の情報その他の情報の収集その
他の医薬品の安全使用を目的と
した改善のための方策の実施状
況
医療機器安全管理責任者の配置
状況

材料部

従業者に対する医療機器の安全
使用のための研修の実施状況
医療機器の保守点検に関する計
画の策定及び保守点検の実施状
況
医療機器の安全使用のために必
要となる情報の収集その他の医
療機器の安全使用を目的とした
改善のための方策の実施状況



保 管 場 所 管 理 方 法
病院の管理
及び運営に
関する諸記
録

規
則
第
九
条
の
二
十
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
事
項

医療安全管理責任者の配置状
況

医療安全推進室 文書管理規則等に基づ
き、各担当課において作
成文書・分類番号・保存
期間を入力し、管理して
いる。

専任の院内感染対策を行う者
の配置状況

感染対策室

医薬品安全管理責任者の業務
実施状況

薬剤部

医療を受ける者に対する説明
に関する責任者の配置状況

医療安全推進室

診療録等の管理に関する責任
者の選任状況
医療安全管理部門の設置状況
高難度新規医療技術の提供の
適否等を決定する部門の状況
未承認新規医薬品等の使用条
件を定め、使用の適否等を決
定する部門の状況

薬剤部

監査委員会の設置状況 医療安全推進室
入院患者が死亡した場合等の
医療安全管理部門への報告状
況
他の特定機能病院の管理者と
連携した相互立入り及び技術
的助言の実施状況
当該病院内に患者からの安全
管理に係る相談に適切に応じ
る体制の確保状況

運営支援課
医療安全推進室

医療安全管理の適正な実施に
疑義が生じた場合等の情報提
供を受け付けるための窓口の
状況

医療安全推進室

職員研修の実施状況
管理者、医療安全管理責任者
、医薬品安全管理責任者及び
医療機器安全管理責任者のた
めの研修の実施状況
管理者が有する権限に関する
状況

運営企画課

管理者の業務が法令に適合す
ることを確保するための体制
の整備状況
開設者又は理事会等による病
院の業務の監督に係る体制の
整備状況

(注)「診療に関する諸記録」欄には、個々の記録について記入する必要はなく、全体としての管理
方法の概略を記入すること。また、診療録を病院外に持ち出す際に係る取扱いについても記載する
こと。



(様式第 6)

病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類

○病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法

計画・現状の別 １．計画 ○2 ．現状

閲 覧 責 任 者 氏 名 病院長 塩谷 彰浩

閲 覧 担 当 者 氏 名 各診療科部長･運営支援課長･運営企画課長･材料部長･薬剤部長

閲覧の求めに応じる場所 病院第３会議室

閲覧の手続の概要

閲覧者の閲覧希望の内容に応じて、該当する各閲覧担当者は諸記録を所定の閲覧場所へ集積し

て、閲覧に供する。

(注)既に医療法施行規則第 9 条の 20 第 5 号の規定に合致する方法により記録を閲覧させている病院

は現状について、その他の病院は計画について記載することとし、「計画・現状の別」欄の該当

する番号に〇印を付けること。

〇病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧の実績

前 年 度 の 総 閲 覧 件 数 延 ０件

閲 覧 者 別 医 師 延 ０件

歯 科 医 師 延 ０件

国 延 ０件

地 方 公 共 団 体 延 ０件

(注)特定機能病院の名称の承認申請の場合には、必ずしも記入する必要はないこと。



規則第１条の 11 第１項各号に掲げる医療に係る安全管理のための体制の確保に係る措置

① 医療に係る安全管理のための指針の整備状況 ○有・無

・ 指針の主な内容：
（１）安全管理システムの構築
（２）医療従事者の研鑽
（３）インシデント・アクシデントレポートの推進
（４）安全管理組織の充実
（５）職員教育・研修の充実
（６）医療事故発生時の対応方針
（７）患者相談窓口の設置
（８）高難度新規医療技術等に関する事項
（９）未承認新規医薬品等に関する事項
（10）医療安全管理マニュアルの改訂

② 医療に係る安全管理のための委員会の設置及び業務の状況

・ 設置の有無（ ○有・無 ）

・ 開催状況：年 12回
・ 活動の主な内容：

（１）病院内における安全管理のための指針の整備に関すること
（２）病院内における安全管理のための医療事故の報告要領に関すること
（３）インシデント報告及びアクシデント報告に基づく医療事故防止に必要な方策

の策定に関すること
（４）医療事故発生時の対応要領に関すること
（５）安全管理体制確保のために必要な職員の教育研修制度に関すること

③ 医療に係る安全管理のための職員研修の実施状況 年 30回

・ 研修の内容（すべて）：
（１） 新着任者、中途採用者に対する当院の医療安全管理体制についてのオリエンテーション（全職種）

30回／年
（２） 新入職者（看護師）に対するオリエンテーション 12回／年
（３） 産児休業後復帰者に対するオリエンテーション 6回／年
（４） 当院におけるリスクマネージメントについて（初任実務研修医、専門研修医、研究科）計4回／年
（５） 看護管理者のための安全管理教育 1回／年
（６） 看護部研修生に対するオリエンテーション 1回／年
（７） KYT、インシデントレポート入力講習 1回／年
（８） 看護学生に対する医療安全管理体制についての卒前教育 １回／年
（９） 全職員対象医療安全・感染対策講習 ２回／年
（10） コメディカル対象のBLS講習会 1回／年

④ 医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策の実施
状況

・ 医療機関内における事故報告等の整備 （ ○有・無 ）

・ その他の改善のための方策の主な内容：
（１） 院内全死亡例の報告および死亡例カンファレンス実施の義務化
（２） オカレンス（合併症等）事例に係わる報告の義務化
（３） 院内における暴言・暴力に係わる報告制度
（４） 安全対策プロジェクトチームにおけるインシデント事例の再発防止策の検討及び検証のための院

内ラウンドの実施
（５） 上記１）～４）の安全管理委員会、部長会での情報の共有と周知の実施

(注）前年度の実績を記入すること。



規則第１条の 11 第２項第１号に掲げる院内感染対策のための体制の確保に係る措置

① 院内感染対策のための指針の策定状況 ○有・無

・ 指針の主な内容：
院内感染の未然防止、発生時の迅速適切な対処を定めた基本方針、感染対策委員会、感染対

策室及び感染管理チームの設置、各診療科等の感染対策管理のための責任者の配置、感染対策
マニュアルの整備、院内感染発生時の対処、各種報告の義務、職員研修の実施及び患者等との
情報共有

② 院内感染対策のための委員会の開催状況 年 12回

・ 活動の主な内容：
(1) 院内感染対策に関すること
(2) 院内感染管理体制に関すること
(3) 集団発生するおそれのある感染症の対策に関すること

③ 従業者に対する院内感染対策のための研修の実施状況 年 12回

・ 研修の内容（すべて）：
(1) 感染対策研修の実施
(2) 周術期抗菌薬適正使用への取り組み

（3） 院外講師を招聘し、医療関連感染対策講習会を開催
（4） 採用時オリエンテーション
（5） 手指衛生と個人防護具着脱について部署別研修

④ 感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の状況

・ 病院における発生状況の報告等の整備 （ ○有・無 ）

・ その他の改善のための方策の主な内容：
(1) 携帯版の感染対策マニュアルを作成し全職員に配布、携帯を義務付
(2) イベント発生に即応した薬剤耐性菌やインフルエンザ等に関する職員教育の実施
(3) ＡＴＰ拭き取り検査器等を使用した実地指導の実施
(4) 反復したラウンドを実施し遵守状況を数値可視化
(5) 部署毎に手指衛生使用量を計測し、1入院患者1日あたりの手指衛生回数をフィードバック

（6） 蓄尿の届け出、許可制を導入
（7） 携帯用手指衛生剤の導入
(8) 抗菌薬使用状況の把握、抗菌薬適正使用の推進

（9） 血液培養サーベイランスの実施

(注）前年度の実績を記入すること。



規則第１条の 11 第２項第２号に掲げる医薬品に係る安全管理のための体制の確保に係る

措置

① 医薬品安全管理責任者の配置状況 ○有・無

② 従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施状況 年７回

・ 研修の主な内容：
（１）看護職員初任者研修：薬剤の取り扱い（２回）
（２）研修医オリエンテーション（２回）:オーダリングシステム教育～医療事故を起こさないた

めに～
（３）精神科病棟における薬剤師の役割～精神科用剤の処方について～
（５）専門研修医師オリエンテーション：オーダリングシステム教育～医療事故を起こさないた

めに～
（６）新型コロナウイルス感染症の治療薬について

③ 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施状況

・ 手順書の作成 （ ○有・無 ）
・ 手順書の内訳に基づく業務の主な内容：

(1) 医薬品の選定
(2) 医薬品管理
(3) 調剤
(4) 薬剤管理指導業務
(5) 医薬品情報
(6) 地域薬剤師会との連携

④ 医薬品の安全使用のために必要となる未承認等の医薬品の使用の情報その他の情報の収集その
他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策の実施状況

・ 医薬品に係る情報の収集の整備 （ ○有・無 ）
・ 未承認等の医薬品の具体的な使用事例（あれば）：

【収集方法】
① 製薬会社医薬品情報担当者からの情報収集

② 医薬品安全対策情報（DSU）からの情報収集

③ PMDA、日本医療機能評価機構のHPからの情報収集 等

【周知方法】
① 院内メール、文書による配布、医療用端末における「掲示板」への掲示、薬剤部DIニュース

【その他の改善のための方策の主な内容】
② オーダリングおよび薬剤部門システムを利用した薬用量チェックの設定

③ 薬剤部薬品棚の表示および調剤手順の見直し

④ 採用医薬品の見直し

【未承認等の事例】

【適応外】軟骨肉腫に対するパゾパニブ(ヴォトリエント錠)の投与 他

【禁忌】カルバペネム系抗菌薬とバルプロ酸Naの併用

・ その他の改善のための方策の主な内容：

(注）前年度の実績を記入すること。



規則第１条の 11 第２項第３号に掲げる医療機器に係る安全管理のための体制の確保に係

る措置

① 医療機器安全管理責任者の配置状況 ○有・無

② 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施状況 年３０回

・ 研修の主な内容：
（１）新着任医師、看護師に対する各機器操作と安全管理
（２）使用者に対する機器操作と安全管理
（３）機器導入時の操作法と安全管理
（４）使用現場巡回安全管理指導

③ 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の実施状況

・ 医療機器に係る計画の策定 （ ○有・無 ）

・ 機器ごとの保守点検の主な内容：
人工心肺装置及び補助循環装置、人工呼吸器、血液浄化装置、除細動装置、閉鎖式保育器、診療用

高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置をはじめとする機器について、日常点検、定
期点検を院内各部で分担又は部外委託で実施

④ 医療機器の安全使用のために必要となる未承認等の医療機器の使用の状況その他の情報の収集
その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施状況

・ 医療機器に係る情報の収集の整備 （ ○有・無 ）

・ 未承認等の医療機器の具体的な使用事例（あれば）：
使用事例なし

・ その他の改善のための方策の主な内容：
医療端末掲示板から閲覧できる形の安全管理ガイドラインを作成し方針を示しているほか、リンク
形式で添付文、マニュアル、研修内容、点検計画等の閲覧ができるようにしている。
また、院内メールを用いて随時安全情報を発信している。

(注）前年度の実績を記入すること。



規則第９条の２０の２第１項第１号から第１３号のニに掲げる事項の実施状況

① 医療安全管理責任者の配置状況 ○有・無

・責任者の資格（医師・歯科医師）
・医療安全管理責任者による医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者及び
医療機器安全管理責任者の統括状況

医療安全管理責任者が医療安全管理部門の管理を行うとともに、1回／週管理者に対して医療安全管
理部門とともに安全に関する報告を実施している。また、安全管理委員会委員長として、委員会を
開催し、各責任者からの報告を受け指導を行うとともに病院部長会において、委員会の報告を実施
している。

② 専任の院内感染対策を行う者の配置状況 ○有（３名）・無

③ 医薬品安全管理責任者の業務実施状況
・医薬品に関する情報の整理・周知に関する業務の状況

医薬品安全管理責任者は医薬品情報室を活用し、製薬会社医薬品情報担当者、医薬品安全対策情報
（DSU）、医薬品・医療機器等安全性情報、PMDA、日本医療機能評価機構等の HPから情報の収集と整理
の報告を受ける。また DI ニュース等を毎月定期的に薬剤師が病棟へ重要点を説明して文書配布、さ
らに医療従事者全員にメール配信、医療端末掲示板への掲示し、院内周知を図る。イエローレター、
ブルーレター等は、患者の投薬歴を調査し、関連診療科へ迅速かつ直接、情報提供を行う。また、医
療情報提供会社と契約し、毎日医薬品関連ニュースが配布、配信され、それをもとに情報確認して医
療従事者へ情報提供する。

・未承認等の医薬品の使用に係る必要な業務の実施状況
医薬品安全管理責任者は未承認等医薬品の取り扱いに関して事務局を治験管理室に設置して薬剤

部各部署および診療科からの適応外・禁忌に使用する情報を収集し報告を受ける。未承認等医薬品
の使用について審議が必要となった場合は、未承認医薬品等評価委員会委員長に報告し、委員会を
開催し使用の適否を審議する。また承認された事例は薬事委員会、安全管理委員会へ報告、医療端
末掲示板に掲示し院内周知を図るとともに承認後の臨床使用成績についても情報を収集する。また
必要に応じ手順の見直しを行っている。

・担当者の指名の有無（○有・無）
・担当者の所属・職種：
（所属：薬剤部 ，職種 薬剤師 ） （所属： ，職種 ）
（所属： ，職種 ） （所属： ，職種 ）
（所属： ，職種 ） （所属： ，職種 ）
（所属： ，職種 ） （所属： ，職種 ）

④ 医療を受ける者に対する説明に関する責任者の配置状況 ○有・無

・医療の担い手が説明を行う際の同席者、標準的な説明内容その他説明の実施に必要な方法に関す
る規程の作成の有無 （ ○有・無 ）

・説明等の実施に必要な方法に関する規程に定められた事項の遵守状況の確認、及び指導の主な内
容：

IC・診療録管理責任者を長としカルテ委員会を設置。各診療科カルテ委員が定期的にカルテ監査
を実施し、ICについて規定された事項につき監査を実施、適宜不足事項に関する指導を実施してい
る。



⑤ 診療録等の管理に関する責任者の選任状況 ○有・無

・診療録等の記載内容の確認、及び指導の主な内容：
IC・診療録記録責任者を長としカルテ委員会を設置。各診療科カルテ委員が定期的にカルテ監査を

実施し、各々の規定された項目につき監査を実施、監査状況に応じて指導を行っている。
また、初任実務研修医に対しては、新着任者教育の際に診療録記載マニュアルを用いて教育を実

施している。

⑥ 医療安全管理部門の設置状況 ○有・無

・所属職員：専従（１）名、専任（2）名、兼任（2）名
うち医師：専従（１）名、専任（１）名、兼任（2）名
うち薬剤師：専従（１）名、専任（ ）名、兼任（ ）名
うち看護師：専従（２）名、専任（ ）名、兼任（ ）名

（注）報告書を提出する年度の 10月１日現在の員数を記入すること
・活動の主な内容：
（１） 事故等に関する診療録や看護記録への記載が正確かつ十分になされていることの確認を行うと

ともに、必要な指導を行うこと。
（２） 患者や家族への説明等事故発生時の対応状況について確認を行うとともに、必要な指導を行

うこと。
（３） 事故時の原因究明が適切に実施されていることを確認するとともに、必要な指導を行うこと。
（４） 医療安全に係る連絡調整に関すること。
（５） 医療安全に資する診療内容のモニタリング及び職員の医療安全の認識の状況の確認
（６） 医療の安全に係る教育・研修の企画及び運営に関すること。
（７） 医療安全に係るマニュアル類の整備に関すること。
（８） 医療安全文化の醸成に関すること。
（９） 前各号に掲げるものの他、医療安全対策の推進に関すること。

※ 平成二八年改正省令附則第四条第一項及び第二項の規定の適用を受ける場合には、専任の医療
に係る安全管理を行う者が基準を満たしていることについて説明すること。

※ 医療安全管理委員会において定める医療安全に資する診療内容及び従事者の医療安全の認識に
ついての平時からのモニタリングの具体例についても記載すること。

⑦ 高難度新規医療技術の提供の適否等を決定する部門の状況

・前年度の高難度新規医療技術を用いた医療の申請件数（６件）、及び許可件数（３件）
・高難度新規医療技術の提供の適否等を決定する部門の設置の有無（ ○有・無 ）
・高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合に、従業者が遵守すべき事項及び高難度新規医
療技術の提供の適否等を決定する部門が確認すべき事項等を定めた規程の作成の有無（ ○有・
無 ）
・活動の主な内容：
（１）高難度新規医療技術の提供の申し出の受領
（２）高難度新規医療技術評価委員会の開催
（３）高難度新規医療技術承認後の実施事例のモニタリング

・規程に定められた事項の遵守状況の確認の有無（ ○有・無 ）
・高難度新規医療技術評価委員会の設置の有無（ ○有・無 ）



⑧ 未承認新規医薬品等の使用条件を定め、使用の適否等を決定する部門の状況

・前年度の未承認新規医薬品等を用いた医療の申請件数（ ２３件）、及び許可件数（ ２３件）

・未承認新規医薬品等の使用条件を定め、使用の適否等を決定する部門の設置の有無（ ○有・

無 ）

・未承認新規医薬品等を用いた医療を提供する場合に、従業者が遵守すべき事項及び未承認新規医

薬品等の使用条件を定め使用の適否等を決定する部門が確認すべき事項等を定めた規程の作成の

有無（ ○有・無 ）

・活動の主な内容：

（１）未承認新規医薬品等の提供の申し出の受領

（２）未承認新規医薬品等評価委員会の開催

（３）未承認新規医薬品等評価委員会における審議結果報告、記録の作成・保管

（４）未承認新規医薬品等評価委員会の実施事例のモニタリング

・規程に定められた事項の遵守状況の確認の有無（ ○有・無 ）

・未承認新規医薬品等評価委員会の設置の有無 （ ○有・無 ）

⑨ 入院患者が死亡した場合などの医療安全管理部門への報告状況

・入院患者が死亡した場合の医療安全管理部門への報告状況：年 233 件
・上記に掲げる場合以外の場合であって、通常の経過では必要がない処置又は治療が必要になった

ものとして特定機能病院の管理者が定める水準以上の事象が発生したとき当該事象の発生の事実
及び発生前の状況に関する医療安全管理部門への報告状況：年 23 件

・上記に関する医療安全管理委員会の活動の主な内容
安全管理委員会において全死亡症例の報告を実施。全死亡例における死亡例カンファレンス実施

状況の各診療科別の報告、病理解剖実施率、Ａｉ実施率について報告。全死亡症例の概要について
も報告を行い、安全推進室にて検討を実施した事例について報告を行い、必要に応じて審議を行っ
ている。

⑩ 他の特定機能病院等の管理者と連携した相互立入り及び技術的助言の実施状況

・他の特定機能病院等への立入り（ ○有（病院名：東京大学医学部附属病院）・無）
・他の特定機能病院等からの立入り受入れ（ ○有（病院名：群馬大学医学部附属病院）・無）
・技術的助言の実施状況

コロナ禍により、調査票による確認のみを実施

⑪ 当該病院内に患者からの安全管理に係る相談に適切に応じる体制の確保状況

・体制の確保状況
事務部運営支援課に「患者相談窓口」を設置



⑫ 職員研修の実施状況

・研修の実施状況
医療安全・感染対策講習会を 2 回／年実施。
第 1回目は、人数制限体制で講習会開催及びその他職員は、WEB 講習と学習履歴により全職員の受

講を確認。
第２回目は、非常事態宣言下により全職員 WEB 講習と学習履歴により全職員の受講を確認。

【令和２年度実績】
第 1回 令和 2年 9月 11 日 第 2回 令和 3年 1月 28 日

（注）前年度の実績を記載すること（⑥の医師等の所属職員の配置状況については提出年度の10月1

日の員数を記入すること）

⑬ 管理者、医療安全管理責任者、医薬品安全管理責任者及び医療機器安全管理責任者のための研修

の実施状況

・研修の実施状況

公益財団法人 日本医療機能評価機構開催 2020 年度特定機能病院管理者研修受講

・管理者（2020/11/2 東京）

・医療安全管理責任者（2020/11/25 東京）

・医薬品安全管理責任者（2021/1/20 東京）

・医療機器安全管理責任者（2021/2/4 東京）

（注）前年度の実績を記載すること

⑭医療機関内における事故の発生の防止に係る第三者による評価の受審状況、当該評価に基づき改

善のために講ずべき措置の内容の公表状況、当該評価を踏まえ講じた措置の状況

・第三者による評価の受審状況

令和３年度（2022 年 1月）に病院機能評価を受審予定

・評価に基づき改善のために講ずべき措置の内容の公表状況

・評価を踏まえ講じた措置

（注）記載時点の状況を記載すること



規則第７条の２第１項各号に掲げる管理者の資質及び能力に関する基準

管理者に必要な資質及び能力に関する基準

・ 基準の主な内容

１ 医師免許を有している者

２ 医療安全確保のために必要な資質・能力を有している者

高度かつ先端的な医療を提供する特定機能病院の管理者として、人格が高潔で学識が優れ

必要な医療安全管理業務に従事した経験、医療安全を第一に考える姿勢及び指導力を有する

こと。

３ 病院の管理運営上必要な資質・能力を有している者

防衛医科大学校病院又は同病院に準じる規模の病院での組織管理経験及び高度な医療を司

る特定機能病院の管理運営上必要な資質・能力を有すること。

４ 防衛医科大学校の任務等を果たすために必要な資質・能力

防衛医科大学校の任務や役割を理解し、職務遂行にあっては、同校の方針にしたがい、目

標を達成しようとする強い意思とこれらを継続的かつ確実に推進する強力なリーダーシップ

を有すること

・ 基準に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ）

・ 公表の方法
防衛医科大学校病院ホームページ

規則第７条の３第１項各号に掲げる管理者の選任を行う委員会の設置及び運営状況

前年度における管理者の選考の実施の有無 有・無

・ 選考を実施した場合、委員会の設置の有無（ 有・無 ）

・ 選考を実施した場合、委員名簿、委員の経歴及び選定理由の公表の有無（ 有・無 ）

・ 選考を実施した場合、管理者の選考結果、選考過程及び選考理由の公表の有無（ 有・無 ）

・ 公表の方法

管理者の選任を行う委員会の委員名簿及び選定理由

氏名 所属 委員長

（○を付

す）

選定理由 特別の関

係

有・無

有・無

有・無

有・無



規則第９条の２３第１項及び第２項に掲げる病院の管理及び運営を行うための合議体の設

置及び運営状況

合議体の設置の有無 有・無

・合議体の主要な審議内容

(1)病院の管理運営に関すること。

(2)病院の医療安全管理及び訴訟に関すること。

(3)臨床教育に関すること。

(4)病院の手術及び医療材料に関すること。

(5)病院における諸施策の評価に関すること。

・審議の概要の従業者への周知状況

議事録の回覧

・合議体に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ）

・公表の方法

防衛医科大学校病院運営会に関する規則（平成17年防医大病院規則第2号）として規定し、防

衛医科大学校法規類集に掲載するとともにインターネットでも閲覧可能としている

・外部有識者からの意見聴取の有無（ 有・無 ）

合議体の委員名簿

氏名 委員長

（○を付す）

職種 役職

塩谷 彰浩 ○ 医師 病院長

木村 文彦 医師 副院長

辻本 広紀 医師 副院長

酒井 行信 事務 事務部長

小杉 隆祥 薬剤師 薬剤部長

平 尚美 看護師 看護部長

穂刈 量太 医師 病院長補佐

伊藤 敬一 医師 病院長補佐

齋藤 大蔵 医師 病院長補佐

池田 健彦 医師 病院長補佐



規則第１５条の４第１項第１号に掲げる管理者が有する権限に関する状況

管理者が有する病院の管理及び運営に必要な権限

・ 管理者が有する権限に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ）
・ 公表の方法

防衛医科大学校の編制等に関する省令（昭和48年総理府令第65号）として公表しており、イ
ンターネットで閲覧可能である。

・ 規程の主な内容
防衛医科大学校の編制等に関する省令（昭和48年総理府令第65号）第13条第5項において、「

病院長は、学校長の命を受け、院務を掌理する。」と規定されており、病院に係る業務のすべ
てを統括し責任を有している。

・ 管理者をサポートする体制（副院長、院長補佐、企画スタッフ等）及び当該職員の役割
防衛医科大学校病院においては、管理運営担当と医療安全担当の2名の副院長及び4名の院長

補佐を任命し管理者たる病院長をサポートするとともに、病院事務部に運営企画課を設け、病
院に係る各種企画業務等の補佐を実施している。

・ 病院のマネジメントを担う人員についての人事・研修の状況
防衛医科大学校病院の副院長、院長補佐、各部長等に対し、可能な範囲で、人事院や防衛省

本省で実施する管理者研修等を受講させている。



規則第１５条の４第１項第２号に掲げる医療の安全の確保に関する監査委員会に関する状

況

監査委員会の設置状況 有・無

・監査委員会の開催状況：年２回
・活動の主な内容：

下記の項目について監査を実施、状況に応じて実地での確認を行う
１）医療安全部門の業務に関すること。
２）全死亡例報告に関すること。
３）インシデント・アクシデントの発生の事実、発生前状況に関すること。
４）医療安全管理に関すること。
５）インフォームド・コンセントの適切な実施状況に関すること。
６）医療機器安全管理に関すること。
７）高難度新規医療技術に関すること。
８）診療録記載内容に関すること。
９）その他医療安全に関すること。
監査委員は、上記の項目を口頭で説明を受け実地（医療等の現場）での確認を行う。

・監査委員会の業務実施結果の公表の有無（ 有・無 ）
・委員名簿の公表の有無（ 有・無 ）
・委員の選定理由の公表の有無（ 有・無 ）
・監査委員会に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ）
・公表の方法：

防衛医科大学校病院ホームページ

監査委員会の委員名簿及び選定理由（注）

氏名 所属 委員長

（○を付す）

選定理由 利害関係 委員の要件

該当状況

斉藤 祐次 所沢市薬剤師
会顧問

○ 医療に関する
見識を有する
者

有・無 １

大舘 千歳 国立障害者リ
ハビリテーシ
ョンセンター
病院 看護部
長

医療に関する
見識を有する
者

有・無 １

島戸 圭輔 二番町法律事
務所（弁護
士）

法律に関する
見識を有する
者

有・無 １

奈良 信和 自治体職員 医療を受ける
者

有・無 ２

根本 孝一 永仁会入間ハ
ート病院

医療に関する
見識を有する
者

有・無 １

（注） 「委員の要件該当状況」の欄は、次の1～3のいずれかを記載すること。

1. 医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者

2. 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者（1.に掲げる者を除く。）

3. その他



規則第１５条の４第１項第３号イに掲げる管理者の業務の執行が法令に適合することを確

保するための体制の整備に係る措置

管理者の業務が法令に適合することを確保するための体制の整備状況

・体制の整備状況及び活動内容
防衛省組織令第39条第4号において、防衛省本省内部部局に置かれる衛生官の職務として「防衛

医科大学校の管理及び運営一般に関すること。」と規定され、管理者（病院長）の業務が法令に
適合することの確保及び開設者（防衛大臣）による病院業務の監督に係る体制の整備は、既に講
じられている。

・ 専門部署の設置の有無（ 有・無 ）

・ 内部規程の整備の有無（ 有・無 ）

・ 内部規程の公表の有無（ 有・無 ）

・ 公表の方法
防衛医科大学校病院ホームページ



規則第１５条の４第１項第３号ロに掲げる開設者による業務の監督に係る体制の整備に係

る措置

開設者又は理事会等による病院の業務の監督に係る体制の状況

・ 病院の管理運営状況を監督する会議体の体制及び運営状況
防衛省組織令第39条第4号において、防衛省本省内部部局に置かれる衛生官の職務として「防

衛医科大学校の管理及び運営一般に関すること」と規定され、管理者（病院長）の業務が法令に
適合することの確保及び開設者（防衛大臣）による病院業務の監督に係る体制の整備は、既に講
じられていることから、別途会議体を設けることは要しない。

・ 会議体の実施状況（ 年０回 ）

・ 会議体への管理者の参画の有無および回数（ 有・無 ）（ 年０回 ）

・ 会議体に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ）

・ 公表の方法
法令として整備されており、インターネットでも閲覧可能。

病院の管理運営状況を監督する会議体の名称：

会議体の委員名簿

氏名 所属 委員長

（○を付す）

利害関係

有・無

有・無

有・無

有・無

（注） 会議体の名称及び委員名簿は理事会等とは別に会議体を設置した場合に記載すること。



規則第１５条の４第１項第４号に掲げる医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等

の情報提供を受け付ける窓口の状況

窓口の状況

・情報提供を受け付けるための窓口の設置の有無（ 有・無 ）

・通報件数（年２件）

・窓口に提供する情報の範囲、情報提供を行った個人を識別することができないようにするための

方策その他窓口の設置に関する必要な定めの有無（ 有・無 ）

・窓口及びその使用方法についての従業者への周知の有無（ 有・無 ）

・周知の方法

病院安全管理委員会より、リスクマネージャー全体会議及び病院部長会を通じて周知



(様式第 8-3)

防人衛第１７７８０号

令和３年１０月２２日

厚生労働大臣 殿

開設者名 防衛大臣 岸 信 夫

（公 印 省 略）

防衛医科大学校病院の第三者による評価を受審する計画について

標記について、次のとおり提出します。

記

1 受審予定である第三者評価

○1 公益財団法人日本医療機能評価機構が実施する病院機能評価のうち、一般病院３による評価

2 Joint Commission Internationalが実施する、ＪＣＩ認証による評価

3 ISO 規格に基づく、ISO 9001 認証による評価

（注）上記のいずれかを選択し、番号に○を付けること。

2 第三者評価を受けるための予定措置

令和３年度（2022年1月）に受審予定

機能種別：一般病院３を受審


