
(様式第 10) 

慈本管(30)第187号  

平成 30 年 10 月 2 日  

  厚生労働大臣        殿 

                                開設者名 学校法人 慈恵大学 

                                             理事長 栗原 敏(印) 

東京慈恵会医科大学附属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、平成 29 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 〒105-8461 東京都港区西新橋3-25-8 

 氏   名 学校法人 慈恵大学 理事長 栗原 敏 

(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 

 東京慈恵会医科大学附属病院 

 

3 所在の場所 

〒105-8471 東京都港区西新橋3-19-18                           

電話( 03 ) 3433 － 1111    

 

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 

 

 

 

(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リハビリテーション科 2病理診断科 3形成外科   4肝臓外科   5歯科口腔外科 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  

49床 床 床 床 1026床 1075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      647人 69人 667.6人  看 護 補 助 者           85人 診療エックス線

技師 

    0人 

 歯 科 医 師      8人 2人 8.7人  理 学 療 法 士            20人 臨床 

 

検査 

臨床検査技

師 

107人 

 薬 剤 師          66人     1人   66.7人  作 業 療 法 士             7人 衛生検査技

師 

    0人 

 保 健 師          0人    0人      0人  視 能 訓 練 士            18人 そ の 他           0人 

 助 産 師         29人    0人     29人  義 肢 装 具 士             0人 あん摩マッサージ指圧師     0人 

 看 護 師       1,000人     9人  1,005.7人  臨 床 工 学 士   23人 医療社会事業従

事者 

   13人 

 准 看 護 師          0人   0人      0人  栄  養  士            13人 その他の技術員           58人 

 歯科衛生士      4人    0人      4人  歯 科 技 工 士            0人 事 務 職 員        210人 

 管理栄養士     26人     3人   28.7人  診療放射線技師     73人 その他の職員          101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 26 人 眼 科 専 門 医 13 人  

外 科 専 門 医 51 人 耳鼻咽喉科専門医 22 人 

精 神 科 専 門 医 10 人 放射線科専門医 27 人 

小 児 科 専 門 医 22 人 脳神経外科専門医 21 人 

皮 膚 科 専 門 医 10 人 整形外科専門医 20 人 

泌尿器科専門医 12 人 麻 酔 科 専 門 医 20 人 

産婦人科専門医 26 人 救 急 科 専 門 医 10 人 

  合 計 290 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（ 丸毛 啓史 ） 任命年月日 平成 25 年 4 月 1 日 

平成25年4月から 

東京慈恵会医科大学セーフティーマネージメント委員会に出席等、病院長(病院管理者)として安全管

理を行う。 

 

 

 

  



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       874.5人              2.5人           877.0人 

 １日当たり平均外来患者数             2694.9人              48.6人           2743.5人 

 １日当たり平均調剤数             入院1126剤、外来591剤 計1717剤 

必要医師数 245人  

必要歯科医師数 1人  

必要薬剤師数 30人  

必要（准）看護師数 530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 

 

 

 

889.62m 2 

 

 

SRC構造 

 

   病 床 数 39床  心  電  計   有 

   人工呼吸装置   有  心細動除去装置   有 

   その他の救急蘇生装置   有  ペースメーカー   有 

無菌病室等 

 

［固定式の場合］床面積17㎡/1床、床面積12.6㎡/1床計病床数9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］ 

［共用室の場合］共用する室名薬剤部 99.58 m2 

化学検査室 217.75m2 SRC 構造 （主な設備）ベッド等 

細菌検査室 547.76m2 SRC 構造 （主な設備）クリーンベンチ、インキュベータ等 

病理検査室 442.32m2 SRC 構造 （主な設備）電子顕微鏡、自動免疫測定装置等 

病理解剖室 79.83m2 SRC 構造 （主な設備）電子顕微鏡、自動免疫測定装置等 

研 究 室 153.71m2 SRC 構造 （主な設備）机、PC、冷蔵庫等 

講 義 室 210.18m2 SRC 構造 室数室 10室 収容定員 5～20人 

図 書 室 1633.23m2 RC、S構造 室数室  7室 蔵書数  27万冊程度 

(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 71.9％ 逆 紹 介 率  50.2％ 

算

出

根

拠 

Ａ：紹 介 患 者 の 数                                                       25,247人 

Ｂ：他の病院又は診療所に紹介した患者の数                                    20,673人 

Ｃ：救急用自動車によって搬入された患者の数                                     4,320人 

Ｄ：初 診 の 患 者 の 数                                                       41,104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 

 

 

橋本 廸生 

公益財団法人

日本医療機能

評価機構理事

・横浜市立大学 

名誉教授 

 

 

○ 

医療に係る安全管

理又は法律に関す

る見識を有する者

その他の学術経験

を有する者 

 

 

有・無 

 

 

1 

 

棚瀬 慎治 

弁護士法人棚瀬

法律事務所 

  

弁護士など法律家 

 

 

有・無 

 

1 

 

岩本 裕 

ＮＨＫラジオセ

ンター 

 医療を受ける者そ

の他の医療従事者

以外の者 

 

有・無 

 

2 

 

落合 和徳 

東京慈恵会医科

大学附属病院 

 医療に係る安全管

理に関する見識を

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 

病院ホームページに掲載 

 

 

 



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

135人　

167人　

4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   

多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術

前眼部三次元画像解析

CYP2D6遺伝子多型検査

（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

0人　

3人　

0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   

パクリタキセル静脈内投与（一週間に一回投与するものに限る。）及びカルボプラチン腹腔内投与（三週間
に一回投与するものに限る。）の併用療法　上皮性卵巣がん、卵管がん又は原発性腹膜がん

腹腔鏡下センチネルリンパ節生検　早期胃がん

アルテプラーゼ静脈内投与による血栓溶解療法
急性脳梗塞（当該疾病の症状の発症時刻が明らかでない場合に限る。）

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 アルテプラーゼ静脈内投与による血栓溶解療法急性脳梗塞（当該疾病の症状の発症時刻が明らかでない場合に限る） 取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名 神経超音波検査を用いた急性期脳梗塞診療 取扱患者数 200人

当該医療技術の概要

医療技術名 集学的診療に基づく虚血性脳卒中に対する再還流療法 取扱患者数 57人　

当該医療技術の概要

医療技術名 若年性脳梗塞患者におけるFabry病の診断 取扱患者数 40人　

当該医療技術の概要

医療技術名 神経免疫疾患に対する血液浄化療法や大量γグロブリン療法 取扱患者数 10人　

当該医療技術の概要

医療技術名 脳梗塞超急性期における血管内治療単独療法 取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名 坑CD20抗体（Rituximab）を用いたABO血液型不適合腎移植 取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名 超音波パワードップラー法(PDUS)を用いた炎症性筋疾患の診断技術の開発 取扱患者数 10人　

当該医療技術の概要

当科の臨床研究により皮膚筋炎や抗合成酵素症候群では筋膜炎が発症早期から認められることを示した．

PDUSは侵襲がなく，筋膜炎や筋炎の検出に有用なため，炎症性筋疾患の鑑別や病態評価に応用している．

医療技術名 MRIガイド下筋膜・筋生検(en bloc biopsy)による炎症性筋疾患の早期診断の開発　 取扱患者数 8人　

当該医療技術の概要

炎症性筋疾患，特に皮膚筋炎や抗合成酵素症候群では発症早期から筋膜炎を認める．そこで，MRIをガイドとして

筋膜と筋組織を連続的に生検する方法により炎症を早期に検出し，筋膜・筋組織の発現分子に関して検討している．

医療技術名 関節リウマチ患者における慢性疼痛の治療法の開発 取扱患者数 100人　

当該医療技術の概要

関節リウマチ患者において関節腫脹が改善しても疼痛が残存し自覚的改善が得られない場合がある．

関節リウマチ患者において慢性疼痛を引き起こす因子を質問票を用いて検討している．

医療技術名 HLA半合致血縁者間造血幹細胞移植 取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

HLA一致のドナーを見いだせない難治性造血器悪性腫瘍の患者に対して、HLA半合致血縁ドナーから

同種造血幹細胞移植を行う。

多発性硬化症，視神経脊髄炎，重症筋無力症などの神経免疫疾患に対し、従来のステロイド治療の他、重症例では血液浄
化療法や大量γグロブリン療法が選択可能である。

脳梗塞超急性期の主幹動脈閉塞症例においてアルテプラーゼ静注療法を行わずに血管内治療単独の治療を行い、その
有効性と安全性を評価する。

ABO血液型不適合腎移植では、坑血液型抗体が関与した拒絶反応を予防するため、従来、従前後に脾臓摘出術（脾摘）が行われてき
た。脾摘に伴う侵襲および長期安全性に関する懸念があり、脾摘を行わない新たな治療法としてRituximab術前投与が行われるようにな
り、当院でも実施している。

高度の医療の提供の実績

睡眠中発症および発症時刻不明の急性期脳梗塞患者を対象とし、アルテプラーゼ0.6 mg/kgを用いた静注血栓溶解療法
の安全性と有効性を、標準内科治療群との多施設共同非盲検群間比較法を用いて評価する。

急性期脳梗塞、TIAに対して頸部血管エコー、経頭蓋超音波検査、経食道心臓超音波検査を駆使し病態を把握、適切な
病型診断に基づく治療戦略を立てる。

救急部、放射線診断部、脳血管内治療部、集中治療部、神経内科、リハビリテーション科が協力し、超急性期脳梗塞例に
対し経静脈的線溶療法を実施、早期社会復帰を目指す。

若年性脳梗塞患者の原因検索として血中α-galactosidase 酵素活性を測定し未治療のFabry病の診断を行う。

（様式第2）（様式第2）（様式第2）
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医療技術名 濾胞性リンパ腫に対するbendamustineを併用した前処置による同種移植 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

治療抵抗性濾胞性リンパ腫に対して、fludarabine, cyclophosphamide, bendamustineを併用した前処置の

安全性と有効性を検討する第1/2相試験。

医療技術名 FLT3-ITD 陽性急性骨髄性白血病のquizartinib単剤療法第II 相臨床試験 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名 静注ブスルファン製剤(ivBu)を用いた移植前処置でのivBuの薬物動態 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

フルダラビンもしくはシクロフォスファミドと静注ブスルファン(ivBu)を併用した移植前処置を使用した

同種造血細胞移植を対象に、ivBuの薬物動態を解析する。

医療技術名 各用量での有効性および安全性の特性を明らかにするポナチニブ第II相試験取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

治療抵抗性の慢性骨髄性白血病患者に対して、3種類の開始用量 (1日45mg, 30mgおよび15mg) で投与される

ポナチニブの有効性の特性を明らかにする。

医療技術名 CYP2D6遺伝子多型検査 取扱患者数 6人　

当該医療技術の概要

医療技術名 人工膝関節置換術におけるカスタムカッティングディバイスの研究開発 取扱患者数 5人　

当該医療技術の概要：人工膝関節置換術において、患者個々の膝関節および骨の状態をCTならびにMRI撮像し、専用の

ソフトを用いて3次元的な術前計画を立て、理想的な骨と人工膝関節の設置位置に製造されたディバイスが、手術計画に

合致した位置に装着できるか、正確性、有効性、適合性を検証し、さらに開発を行う。

医療技術名 人工膝関節置換術におけるカスタム・ペイシェント・インストゥルメント の臨床評価 取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要：人工膝関節置換術において、患者個々に構築された3次元骨モデルに合致する手術器械を

オーダーメードで製造し、患者の関節に装着して骨切りを行うことにより、その適合性および関節面との安定性について

評価する。術後は単純X線像を用いて検証する。

医療技術名 術中CT、および術中CT画像を用いた脊椎ナビゲーション手術 取扱患者数 12人　

当該医療技術の概要：側弯症などの脊柱変形手術では術中（全身麻酔下、手術体位）に手術室内に装備された

多軸型CT装置を用いて３次元のCT画像を撮像し、それをもとにナビゲーション手術を行っている。

医療技術名 同種骨移植を用いた脊椎固定術 取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要：一般に脊椎固定術における骨移植には自家骨（局所骨や腸骨）が使用されるが、再手術例や

高度変形により骨盤までの固定が必要な症例では、自家骨を使用出来ない。そのような症例では、同種骨を用いた

脊椎固定術を行っている。

医療技術名 同種骨移植を併用した人工股関節再置換術 取扱患者数 6人　

当該医療技術の概要：人工股関節再置換術では、既存のインプラント抜去後にしばしば高度の骨欠損を合併し再建が

困難となる。そこで、このような骨欠損を伴う骨盤あるいは大腿骨を、同種骨移植を用いて補強または再建しながら新たな

人工関節コンポーネントを設置して人工股関節再置換術を行う技術である。

医療技術名 高位脱臼型股関節症に対する大腿骨短縮骨切り術を併用した人工股関節置換術 取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要：高位脱臼型股関節症に対して通常の方法で人工股関節置換術を行うと、下肢長が延長しすぎて

神経麻痺などの合併症を生じてしまう。そこで、大腿骨転子下部を2～5cmにわたって切除する短縮骨切り術を併用しながら

人工股関節置換術を実施する技術である。

ゴーシェ病の経口治療薬であるエリグルスタット酒石酸塩が2015年5月に承認された。本薬剤は、体内でチト
クロームP450 2D6（CYP2D6）によって分解・代謝されるが、このCYP2D6の働きには個人差が存在することが
知られている。CYP2D6遺伝子多型を調べることにより、その働きの個人差を推測することが可能である。そ
の結果により、投与の可否や量の調整を行うことで副作用のリスクを軽減することができる。

FLT3-ITD 陽性の再発又は治療抵抗性急性骨髄性白血病日本人患者を対象としたquizartinib（AC220）単剤療法の
非盲検単群第II 相臨床試験でAC220の単剤の有効性を評価する。
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医療技術名
小児や成人の重度股関節障害に対する骨盤骨切り術（または臼蓋形成術）
と大腿骨切り術の同時併用法

取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要：小児では先天性股関節脱臼後に生じた高度変形や重症ペルテス病など、成人では変形が

高度な二次性変形性股関節症が対象となる。通常は骨盤側あるいは大腿骨側どちらか一方の手術が行われるが、

重症変形症例では両方の手術の同時併用法が必要となる。

医療技術名 感染人工関節に対する関節運動機能を付与した抗菌薬含有セメントスペーサー法 取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要：股、膝などの人工関節置換術後に深部感染を生じた症例には、一期的に病巣掻爬と

インプラント（一部または全部）の抜去、二期的に関節再建を行う治療法が行われるが、両手術間の待機期間中に

関節運動機能を付与した特殊な抗菌薬含有セメントスペーサーを応用する治療技術である。

医療技術名 悪性神経膠腫に対する腫瘍細胞並びに腫瘍形成細胞と樹状細胞との融合細胞を用いた免疫療法取扱患者数 22人　

当該医療技術の概要

神経膠腫は外科切除と放射線、化学療法を加えてもなお悪性で予後不良の疾患である。

当科では腫瘍形成細胞と樹状細胞を用いた活性型グリオーマワクチンの開発を行い臨床応用している。

医療技術名 術中DynaＣＴによる再構成ナビゲーション下脳腫瘍摘出術 取扱患者数 38人　

当該医療技術の概要

手術室でDynaCTを術中に撮影し、再構成した画像を利用してナビゲーション下で腫瘍を摘出する。

開頭術の術中に脳が偏位した際でも、リアルタイムな画像を元に低侵襲で確実に全摘出することができる。

医療技術名 Onyx液体塞栓物質LDを用いた脳動静脈奇形塞栓術 取扱患者数 9人　

当該医療技術の概要

国内でも施設限定で使用可能な液体塞栓物質を用いて、脳動静脈奇形のより安全な治療を施行している。

医療技術名 頭蓋内ステントを用いた脳動脈瘤塞栓術 取扱患者数 60人　

当該医療技術の概要

国内使用が認可されて間もない頭蓋内血管に使用可能なステントを用いて、広頚な脳動脈瘤の塞栓術を施行している。

医療技術名 虚血性脳卒中の血管内治療：　機械的血栓除去術 取扱患者数 16人　

当該医療技術の概要

急性期脳梗塞の治療としてｔPA適応外や内頚、中大脳動脈主幹部の閉塞症例に対し、機械的血栓除去術を行っている。

カテーテルを利用して閉塞部に到達し、吸引もしくは機械的摘出を行うことにより再開通を試みる治療法である。

医療技術名 大型未破裂脳動脈瘤に対する、整流効果を持つフロダーイバータスステントを使用した治療 取扱患者数 6人　

当該医療技術の概要

国内で施設限定にて行われている、大型未破裂脳動脈瘤に対するフローダイバイータステントを使用した脳血管内手術

医療技術名 センチネルリンパ節生検 取扱患者数 約20人　

当該医療技術の概要

医療技術名 前立腺癌に対する凍結治療 取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

前立腺癌の放射線治療後の再発に対し、凍結治療を行っている

医療技術名 JGOG3020 取扱患者数 9人　

当該医療技術の概要  

 ステージング手術が行われた上皮性卵巣癌Ⅰ期における補助化学療法の必要性に関するランダム化第Ⅲ相比較試験

転移のリスクのある皮膚癌において所属リンパ節のセンチネルリンパ節生検を行っています．その転移の有無により，リンパ
節郭清施行の必要性を判断することにより，各症例事の転移のリスクに応じた手術を行うことが可能になります．
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医療技術名 JGOG1203 取扱患者数 11人　

当該医療技術の概要

医療技術名 JGOG1412 取扱患者数 11人　

当該医療技術の概要

医療技術名 JGOG3023 取扱患者数 6人　

当該医療技術の概要

医療技術名 JGOG1079 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名 多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術 取扱患者数 120人　

当該医療技術の概要

白内障手術時に多焦点眼内レンズを挿入することにより、術後の名視域を拡大することができる。

医療技術名 角膜、結膜の扁平上皮内癌に対する5-フルオロウラシルの点眼治療 取扱患者数 3人　

当該医療技術の概要

角結膜の扁平上皮癌に対する低侵襲の抗癌剤点眼治療が近年海外で注目されている。5-FUによるパルス点眼療法を

我が国では当院で初めて使用を開始した。副作用もなく良好な結果を得ている。

医療技術名 非動脈炎性前部虚血性視神経症に対するウノプロストン点眼治療 取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名 培養鼻腔粘膜上皮細胞シート移植による中耳粘膜再生治療 取扱患者数 5人

当該医療技術の概要

医療技術名 上肢麻痺に対する経頭蓋磁気刺激療法と集中的リハビリテーション 取扱患者数 38人

当該医療技術の概要

脳卒中・脳梗塞後遺症片麻痺患者に対し、経頭蓋磁気刺激の施行と集中的リハビリテーションを併用した世界初の手法。

医療技術名 失語症に対するFMRIを用いた経頭蓋磁気刺激療法と集中的リハビリテーション取扱患者数 27人

当該医療技術の概要

失語症患者に対し、脳画像を撮影し活動箇所を把握し、経頭蓋磁気刺激と集中的リハビリテーションを併用した世界初の手法。

真珠腫性中耳炎や癒着性中耳炎の患者に対して術後の再発防止を目的として中耳粘膜を再生させる、世界に先駆けての新規治療法
である。外来で採取した鼻腔粘膜の細胞を培養し細胞シートを作成し、手術の際に細胞シートを中耳に移植する治療法であり、再生医療
新法における承認のもと臨床研究として実施している。

上皮性卵巣癌の妊孕性温存治療の対象拡大のための非ランダム化検証的試験

リンパ節転移のリスクを有する子宮体癌に対する傍大動脈リンパ節廓清の治療的意義に関するランダム化第III相試験

ベバシズマブ既治療のプラチナ製剤抵抗性再発の上皮性卵巣がん、卵管がん、原発性腹膜がんにおける
化学療法単剤に対する 化学療法+ベバシズマブ併用のランダム化第II相比較試験

進行・ 再発子宮頸癌に対するPaclitaxel/Carboplatin/bacizumab併用療法の有効性に関する第Ⅱ相試験

非動脈炎性前部虚血性視神経症は現在有効な標準的治療法がない。本症に対して強力な血管収縮物質であるエンドセリン-1の抑制効
果を持つウノプロストンの点眼治療を開始した。当院が中央機関となり、他施設共同ランダム化並行群間比較試験として立ち上げ、現在、
副作用もなく進行中である。
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医療技術名 SPECT統計画像解析に基づいた高次脳機能障害のリハビリテーション 取扱患者数 9人

当該医療技術の概要

上記、手法にて外来にてリハビリを施行している。

医療技術名 機能改善を主眼に置いたボツリヌス毒素の投与とリハビリテーション 取扱患者数 856人

当該医療技術の概要

重度麻痺でも機能改善するように麻痺側中枢からボツリヌスを注射しリハビリと組み合わせる世界でも類を見ない手法

医療技術名 足のスポーツ傷害に対する関節鏡視下手術 取扱患者数 15 人　

当該医療技術の概要

足のスポーツ傷害に対して足関節、距骨下関節鏡を併用することにより、低侵襲手術が可能となり、

早期スポーツ復帰を実現している。

医療技術名 多血小板血漿（PRP)による難治性腱炎、腱症に対する治療 取扱患者数 5人　

当該医療技術の概要

難治性のアキレス腱、膝蓋腱のそれぞれ腱炎、腱症、さらに、上腕骨外側上顆炎に対してPRP療法を用いることで、

高い効果が認められている。

医療技術名 粘膜下腫瘍に対する共焦点内視鏡下組織採取 取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

医療技術名 過敏性腸症候群患者に対するサラシア健康食品を用いた腸内細菌叢の改善 取扱患者数 3人　

当該医療技術の概要

医療技術名 人工知能技術を用いた大腸内視鏡検査における病変検出・診断支援プログラム 取扱患者数 3249人　

当該医療技術の概要

内視鏡観察時に人工知能による診断支援により、ヒューマンエラーによる病変の見落としや、

良性疾患と悪性腫瘍の鑑別診断、病期診断などにおける誤診を予防する

医療技術名 胆道・膵臓疾患に対する第2世代超音波造影剤を用いた造影超音波内視鏡検査 取扱患者数 18人　

当該医療技術の概要

通常の超音波内視鏡観察のみでは診断困難な早期膵臓癌や胆嚢癌などの診断を

新規超音波用造影剤を使用することで精度改善する

医療技術名 アカラシアに対するPer-Oral Endoscopic Myotomy 取扱患者数 11人　

当該医療技術の概要

医療技術名 膵臓癌治療におけるメシル酸ナファモスタット動注療法と塩酸ゲムシタビン、及びTS-1併用療
法

取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

医療技術名 切除不能胆道癌における塩酸ゲムシタビン、シスプラチン、及びTS-1　併用療法 取扱患者数 2 人　

当該医療技術の概要

食道アカラシア症例の下部食道括約筋の病的肥厚部を内視鏡的に粘膜下層内部から切開することで手術と同等以上の診
療成績が得られる

メシル酸ナファモスタットによる薬剤誘導性のNF-kBを抑制することで膵臓癌に対する標準治療薬である塩酸ゲムシタビンの
感受性を改善し、またTS-1を併用することでさらなる治療効果を期待する方法である。生存期間の延長とclinical benefit
responseの改善がend pointである。これまでの累積施行総数は51例である。

切除不能胆道癌における標準治療である塩酸ゲムシタビン＋シスプラチンの併用療法にTS-1を併用することでさらなる治
療効果を期待する方法である。生存期間の延長とclinical benefit responseの改善がend pointである。第２相臨床試験が終
了し第３相試験実施中。これまでの累積施行総数は5例である。

サラシア健康食品の摂取によって腸内細菌叢の環境を改善し過敏性腸症候群を改善する

本検討では、共焦点内視鏡を、腫瘍表層粘膜に加えた小切開から上皮下に挿入し、腫瘍細胞の露出を確認した後,通常生検鉗子を用
いたボーリング生検を行うことで、低侵襲、かつ、確実な粘膜下腫瘍の組織診断法を確立できるか検討している。
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医療技術名 生体肝移植 取扱患者数 2 人　

当該医療技術の概要

医療技術名 腹腔鏡下センチネルリンパ節生検を用いた　早期胃癌に対する縮小手術 取扱患者数 5人　

当該医療技術の概要

医療技術名 胃切除障害の実態調査と評価法の確立 取扱患者数 20人　

当該医療技術の概要

呼気試験を用いた胃吸収・排泄機能の評価法

医療技術名 逆流性食道炎、NERD患者に対するHigh-resolution manometryによる病態把握取扱患者数 20人　

当該医療技術の概要

High-resolution manometry、PHモニターを用いた病態の解析と術式の検討

医療技術名 食道癌手術における再建臓器の血流（ICG法との整合性）評価 取扱患者数 25人　

当該医療技術の概要

サーモカメラを用いた再建臓器の血流評価

医療技術名 進行胃癌に対するパクリタキセル＋ナファモスタットメシル酸塩腹腔内投与の有用性の検討 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

胃癌再発形式で最も多い腹膜再発に対する抗がん剤腹腔内投与に関する新しい治療法

医療技術名 各種消化管癌に対する鏡視下手術 取扱患者数 335人

当該医療技術の概要

食道・胃・大腸悪性腫瘍に対する鏡視下手術を、根治性を損なうことなく安全取り入れるための工夫と対策

医療技術名 胸腹部大動脈瘤に対する枝付きステントグラフト内挿術 取扱患者数 116人　

当該医療技術の概要

医療技術名 弓部大動脈瘤に対しるRIBS（Retrograde in situ stentgrafting)変法によるステントグラフト内挿
術

取扱患者数 42人　

当該医療技術の概要

医療技術名 傍腎動脈型腹部大動脈瘤に対するSnorkel法によるステントグラフト内挿術 取扱患者数 50人　

当該医療技術の概要

医療技術名 頸動脈狭窄症に対する慈大式頸動脈内膜剥離術（慈大式CEA） 取扱患者数 150人　

当該医療技術の概要

医療技術名 腹部大動脈瘤治療施術Nellixシステムの臨床研究 取扱患者数 8人　

当該医療技術の概要

従来型のステントグラフトでは完全な予防ができなかったエンドリークの発生を予防するEVASシステムを用いた、新たな腹部
大動脈瘤治療の臨床研究

従来では開胸・開腹により人工血管置換術による治療しか手立てがなかった胸腹部大動脈瘤に対し、腹部内臓分枝にカ
バードステントやステントによる枝をつけステントグラフト内挿術による瘤の空置を行う手術法

従来では胸骨正中切開し脳循環を維持しながら循環停止による人工血管置換術が一般的で、適応が限られていた弓部大
動脈瘤に対し、RIBSの手技を応用し、循環停止することなく、ステントグラフト内挿術による瘤の空置を行う方法。

従来では開腹による人工血管置換術による治療しかなかった傍腎動脈型腹部大動脈瘤に対し、腎動脈や他の腹部内臓分
枝にカバードステントやステントによる枝をたてるSnorkel法を応用し、ステントグラフト内挿術による瘤の空置を行う方法。

従来、頸動脈狭窄症に対する内膜剥離術は10-15cm程度の皮膚切開をおき内膜を取る方法が主流であったが、手技を工
夫することで約3cmの切開で治療可能となった。また術中に造影を行うことで追加でステントを挿入するなどハイブリッド治療
も可能である。

胃癌センチネルリンパ節転移の有無を赤外線内視鏡を用いて術中検索し、転移陰性であれば縮小手術を行い胃を温存する。

肝移植以外に治療法のない進行性不可逆性肝疾患患者に対して、根治を目的としてその健康な三親等内の血縁者あるいは配偶者から
肝臓の一部の提供を受けて、生体肝移植を行う。血液型不適合症例にも対応している。これまでの累積施行総数は22例である。
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医療技術名  Iliac Branch Endoprosthesisを用いた内腸骨動脈再建腹部大動脈ステントグラフト
術

取扱患者数 20人　

当該医療技術の概要

医療技術名 浅大腿動脈領域における治験デバイスによる血管内治療 取扱患者数 62人　

当該医療技術の概要

医療技術名 完全胸腔鏡下肺癌切除術　 取扱患者数 100人　

医療技術名 完全胸腔鏡下胸腺切除 取扱患者数 15人　

当該医療技術の概要

従来の縦隔腫瘍であれば胸骨正中切開で行われていたが、側胸部に数か所の創のみから行う手術手技。

術創が小さく、創が目立たず、社会復帰が早い

医療技術名 難治性気胸根治術 取扱患者数 20人　

医療技術名 単孔式胸腔鏡手術 取扱患者数 1人　

医療技術名 実体胸腔モデルによる手術支援 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

胸部手術では生命に直接影響することが多く、初心者には手術の機会が得られない。本モデルを使用することにより

安全に手術の疑似体験が行える。実際の手術にあたっても客観的な解剖が理解でき手術支援となる。

医療技術名 麻酔中の肺エコー診断 取扱患者数 120人　

当該医療技術の概要

周術期、特に麻酔中、麻酔直前、直後において、気道・肺などに超音波診断装置を適応し、術中発症の合併症に対する

鑑別診断などを行う。

医療技術名 経皮的気管切開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 取扱患者数 20人　

当該医療技術の概要

気管支鏡および頚部エコーを併用し安全かつ迅速に経皮的気管切開を施行する。

医療技術名 クエン酸持続血液浄化療法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 取扱患者数 30人　

当該医療技術の概要

クエン酸を抗凝固薬とし、透析液の組成も調整しながら、易出血性の患者にも安全に持続血液浄化を行うことができる。

肺癌の根治手術が従来大きな開胸下に行われていたのに対し、小さな切開創から入れたカメラによる画像と、同じく小さな
創から入れた機械により同等の手術が行える。また術後の疼痛が著しく軽減し、術後の合併症が少なく、社会復帰が早く、
術後成績も優良である。

当該医療技術の概要

高度の慢性肺気腫や肺機能低下のため開胸手術が行えなかった自然気胸、続発性気胸に対して胸腔鏡を用いて行う手術
や気管支充填剤を用いて、気管支鏡下で行う手技。術後早期に退院することができ、退院後も良好な経過を取ることができ
る

当該医療技術の概要

これまでの胸腔鏡手術は複数の小切開創を用いて手術器具を使用してきた。単孔式胸腔鏡手術においては、手術機器と
手術手技を工夫することにより1個のみの創から手術を行うため、患者の負担が一層軽い

既存のステントグラフトでは再建困難であった、内腸骨動脈再建可能なDeviceを使用した新型のステントグラフトによる腹部
大動脈瘤ステントグラフト術

浅大腿動脈領域におけるステントは本邦では限られたものしか使用できない。しかしながら治験を行うことで新しいデバイス
を使用することが可能で、新しい薬事承認がとれるよう多施設共同治験を行っている。

当該医療技術の概要
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医療技術名 IVRチームとの連携によるCTガイド下腹腔神経叢ブロック 取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名 骨転移体動時痛を持つ患者への放射線治療時のケタミン＋ドルミカム療法 取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名 造血幹細胞移植時の難治性口内炎痛に対するケタミンburst療法 取扱患者数 10人　

当該医療技術の概要

骨転移体動時を持つ患者の放射線治療時には、シミュレーションや照射時に硬いベッドの上での20－30分安静に保つことは難しい。こ
のような体動時痛に対してオピオイドは効果がほとんどないが、少量のケタミン10mgにドルミカム1mgを間欠的に投与することにより、受け
答えが可能な状態で、呼吸抑制、舌根沈下などがほとんどない、比較的安全性の高い鎮痛、鎮静を図ることができる。

造血幹細胞移植時には、前処置、GVHDによる激痛を伴う重篤な口内炎が発症することが多い。主科への協力として、
オピオイドが投与されることが多いが、それだけでは不十分なことが多い。Burstケタミン療法を行うことにより、炎症による慢
性疼痛への移行が予防され、移植時の限定された期間の痛みを有効に軽減することができるため、患者のQOLを高めるこ
とができる。

（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）。

膵癌による痛みを持つがん患者に対し、IVRチームと連携し、real time CTガイド下にて腹腔神経叢ブロックを行うことにより、
操作時間を著しく短縮し、より安全な神経破壊薬を使用したブロックが行える。
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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 13 56 ベーチェット病 449
2 筋萎縮性側索硬化症 49 57 特発性拡張型心筋症 147
3 脊髄性筋萎縮症 8 58 肥大型心筋症 410
4 原発性側索硬化症 3 59 拘束型心筋症 0
5 進行性核上性麻痺 31 60 再生不良性貧血 163
6 パーキンソン病 57 61 自己免疫性溶血性貧血 82
7 大脳皮質基底核変性症 6 62 発作性夜間ヘモグロビン尿症 42
8 ハンチントン病 0 63 特発性血小板減少性紫斑病 386
9 神経有棘赤血球症 0 64 血栓性血小板減少性紫斑病 15
10 シャルコー・マリー・トゥース病 19 65 原発性免疫不全症候群 12
11 重症筋無力症 730 66 IgＡ 腎症 1000
12 先天性筋無力症候群 0 67 多発性嚢胞腎 254
13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 358 68 黄色靱帯骨化症 50

14
慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運

動ニューロパチー
35 69 後縦靱帯骨化症 173

15 封入体筋炎 3 70 広範脊柱管狭窄症 15
16 クロウ・深瀬症候群 0 71 特発性大腿骨頭壊死症 98
17 多系統萎縮症 38 72 下垂体性ADH分泌異常症 0
18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 84 73 下垂体性TSH分泌亢進症 2
19 ライソゾーム病 0 74 下垂体性PRL分泌亢進症 0
20 副腎白質ジストロフィー 10 75 クッシング病 768
21 ミトコンドリア病 12 76 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 0
22 もやもや病 118 77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 0
23 プリオン病 0 78 下垂体前葉機能低下症 0
24 亜急性硬化性全脳炎 0 79 家族性高コレステロール血症（ホモ接合体） 0
25 進行性多巣性白質脳症 0 80 甲状腺ホルモン不応症 1
26 HTLV-1関連脊髄症 13 81 先天性副腎皮質酵素欠損症 0
27 特発性基底核石灰化症 1 82 先天性副腎低形成症 0
28 全身性アミロイドーシス 2 83 アジソン病 28
29 ウルリッヒ病 0 84 サルコイドーシス 830
30 遠位型ミオパチー 0 85 特発性間質性肺炎 56
31 ベスレムミオパチー 1 86 肺動脈性肺高血圧症 68
32 自己貪食空胞性ミオパチー 0 87 肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症 6
33 シュワルツ・ヤンペル症候群 0 88 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 4
34 神経線維腫症 723 89 リンパ脈管筋腫症 11
35 天疱瘡 23 90 網膜色素変性症 400
36 表皮水疱症 6 91 バッド・キアリ症候群 12
37 膿疱性乾癬（汎発型） 8 92 特発性門脈圧亢進症 14
38 スティーヴンス・ジョンソン症候群 23 93 原発性胆汁性肝硬変 1208
39 中毒性表皮壊死症 4 94 原発性硬化性胆管炎 45
40 高安動脈炎 11 95 自己免疫性肝炎 1178
41 巨細胞性動脈炎 33 96 クローン病 332
42 結節性多発動脈炎 69 97 潰瘍性大腸炎 809
43 顕微鏡的多発血管炎 170 98 好酸球性消化管疾患 0
44 多発血管炎性肉芽腫症 984 99 慢性特発性偽性腸閉塞症 0
45 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 98 100 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 0
46 悪性関節リウマチ 29 101 腸管神経節細胞僅少症 0
47 バージャー病 15 102 ルビンシュタイン・テイビ症候群 0
48 原発性抗リン脂質抗体症候群 9 103 CFC症候群 0
49 全身性エリテマトーデス 3303 104 コステロ症候群 2
50 皮膚筋炎／多発性筋炎 875 105 チャージ症候群 0
51 全身性強皮症 222 106 クリオピリン関連周期熱症候群 0
52 混合性結合組織病 172 107 全身型若年性特発性関節炎 2
53 シェーグレン症候群 3142 108 TNF受容体関連周期性症候群 0
54 成人スチル病 50 109 非典型溶血性尿毒症症候群 2
55 再発性多発軟骨炎 12 110 ブラウ症候群 0

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）（様式第2）
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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）（様式第2）

疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数
111 先天性ミオパチー 5 161 家族性良性慢性天疱瘡 6
112 マリネスコ・シェーグレン症候群 2 162 類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。） 33
113 筋ジストロフィー 2 163 特発性後天性全身性無汗症 1
114 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 0 164 眼皮膚白皮症 2
115 遺伝性周期性四肢麻痺 6 165 肥厚性皮膚骨膜症 0
116 アトピー性脊髄炎 2 166 弾性線維性仮性黄色腫 0
117 脊髄空洞症 0 167 マルファン症候群 41
118 脊髄髄膜瘤 0 168 エーラス・ダンロス症候群 0
119 アイザックス症候群 4 169 メンケス病 0
120 遺伝性ジストニア 0 170 オクシピタル・ホーン症候群 0
121 神経フェリチン症 0 171 ウィルソン病 0
122 脳表ヘモジデリン沈着症 3 172 低ホスファターゼ症 1

123
禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性

白質脳症
1 173 VATER症候群 1

124
皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優

性脳動脈症
2 174 那須・ハコラ病 0

125
神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性び

まん性白質脳症
0 175 ウィーバー症候群 0

126 ペリー症候群 0 176 コフィン・ローリー症候群 0
127 前頭側頭葉変性症 3 177 有馬症候群 0
128 ビッカースタッフ脳幹脳炎 0 178 モワット・ウィルソン症候群 2
129 痙攣重積型（二相性）急性脳症 2 179 ウィリアムズ症候群 5
130 先天性無痛無汗症 1 180 ＡＴＲ－Ｘ症候群 0
131 アレキサンダー病 0 181 クルーゾン症候群 9
132 先天性核上性球麻痺 0 182 アペール症候群 21
133 メビウス症候群 0 183 ファイファー症候群 4
134 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 0 184 アントレー・ビクスラー症候群 0
135 アイカルディ症候群 2 185 コフィン・シリス症候群 0
136 片側巨脳症 2 186 ロスムンド・トムソン症候群 0
137 限局性皮質異形成 0 187 歌舞伎症候群 4
138 神経細胞移動異常症 0 188 多脾症候群 8
139 先天性大脳白質形成不全症 0 189 無脾症候群 16
140 ドラベ症候群 0 190 鰓耳腎症候群 0
141 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん 0 191 ウェルナー症候群 1
142 ミオクロニー欠神てんかん 2 192 コケイン症候群 0
143 ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん 2 193 プラダー・ウィリ症候群 2
144 レノックス・ガストー症候群 10 194 ソトス症候群 5
145 ウエスト症候群 0 195 ヌーナン症候群 11
146 大田原症候群 0 196 ヤング・シンプソン症候群 0
147 早期ミオクロニー脳症 0 197 １p36欠失症候群 0
148 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん 0 198 ４p欠失症候群 1
149 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 1 199 ５p欠失症候群 0
150 環状20番染色体症候群 0 200 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 0
151 ラスムッセン脳炎 0 201 アンジェルマン症候群 1
152 ＰＣＤＨ19関連症候群 0 202 スミス・マギニス症候群 0
153 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 0 203 22q11.2欠失症候群 5

154
徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん

性脳症
0 204 エマヌエル症候群 0

155 ランドウ・クレフナー症候群 0 205 脆弱Ｘ症候群関連疾患 0
156 レット症候群 1 206 脆弱X症候群 0
157 スタージ・ウェーバー症候群 10 207 総動脈幹遺残症 0
158 結節性硬化症 34 208 修正大血管転位症 23
159 色素性乾皮症 2 209 完全大血管転位症 66
160 先天性魚鱗癬 0 210 単心室症 46
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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）（様式第2）

疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数

211 左心低形成症候群 7 259
レシチンコレステロールアシルトランスフェ

ラーゼ欠損症
0

212 三尖弁閉鎖症 28 260 シトステロール血症 0
213 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 1 261 タンジール病 0
214 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 3 262 原発性高カイロミクロン血症 1
215 ファロー四徴症 207 263 脳腱黄色腫症 0
216 両大血管右室起始症 73 264 無βリポタンパク血症 0
217 エプスタイン病 0 265 脂肪萎縮症 1
218 アルポート症候群 11 266 家族性地中海熱 5
219 ギャロウェイ・モワト症候群 0 267 高ＩｇＤ症候群 0
220 急速進行性糸球体腎炎 1032 268 中條・西村症候群 0

221 抗糸球体基底膜腎炎 4 269
化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アク

ネ症候群
0

222 一次性ネフローゼ症候群 1190 270 慢性再発性多発性骨髄炎 0
223 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 13 271 強直性脊椎炎 53
224 紫斑病性腎炎 23 272 進行性骨化性線維異形成症 1
225 先天性腎性尿崩症 1 273 肋骨異常を伴う先天性側弯症 0
226 間質性膀胱炎（ハンナ型） 96 274 骨形成不全症 25
227 オスラー病 8 275 タナトフォリック骨異形成症 1
228 閉塞性細気管支炎 4 276 軟骨無形成症 11
229 肺胞蛋白症（自己免疫性又は先天性） 1 277 リンパ管腫症/ゴーハム病 4
230 肺胞低換気症候群 0 278 巨大リンパ管奇形（頚部顔面病変） 0

231 α1－アンチトリプシン欠乏症 0 279
巨大静脈奇形（頚部口腔咽頭びまん性病

変）
0

232 カーニー複合 0 280 巨大動静脈奇形（頚部顔面又は四肢病変） 0
233 ウォルフラム症候群 0 281 クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 6

234
ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロ

フィーを除く。）
0 282 先天性赤血球形成異常性貧血 0

235 副甲状腺機能低下症 265 283 後天性赤芽球癆 0
236 偽性副甲状腺機能低下症 3 284 ダイアモンド・ブラックファン貧血 0
237 副腎皮質刺激ホルモン不応症 0 285 ファンコニ貧血 0
238 ビタミンＤ抵抗性くる病/骨軟化症 27 286 遺伝性鉄芽球性貧血 0
239 ビタミンＤ依存性くる病/骨軟化症 24 287 エプスタイン症候群 0
240 フェニルケトン尿症 3 288 自己免疫性出血病XIII 3
241 高チロシン血症1型 0 289 クロンカイト・カナダ症候群 0
242 高チロシン血症2型 0 290 非特異性多発性小腸潰瘍症 5
243 高チロシン血症3型 0 291 ヒルシュスプルング病（全結腸型又は小腸 26
244 メープルシロップ尿症 0 292 総排泄腔外反症 0
245 プロピオン酸血症 3 293 総排泄腔遺残 0
246 メチルマロン酸血症 5 294 先天性横隔膜ヘルニア 20
247 イソ吉草酸血症 0 295 乳幼児肝巨大血管腫 0
248 グルコーストランスポーター1欠損症 0 296 胆道閉鎖症 7
249 グルタル酸血症1型 0 297 アラジール症候群 0
250 グルタル酸血症2型 0 298 遺伝性膵炎 0
251 尿素サイクル異常症 0 299 嚢胞性線維症 2
252 リジン尿性蛋白不耐症 1 300 ＩｇＧ４関連疾患 166
253 先天性葉酸吸収不全 0 301 黄斑ジストロフィー 76
254 ポルフィリン症 0 302 レーベル遺伝性視神経症 8
255 複合カルボキシラーゼ欠損症 0 303 アッシャー症候群 0
256 筋型糖原病 0 304 若年発症型両側性感音難聴 0
257 肝型糖原病 0 305 遅発性内リンパ水腫 7

258
ガラクトース－１－リン酸ウリジルトランス

フェラーゼ欠損症
0 306 好酸球性副鼻腔炎 88
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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）（様式第2）

疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数
307 カナバン病 0 319 セピアプテリン還元酵素（ＳＲ）欠損症 0

308 進行性白質脳症 0 320
先天性グリコシルホスファチジルイノシトー

ル（GPI）欠損症
0

309 進行性ミオクローヌスてんかん 0 321 非ケトーシス型高グリシン血症 0
310 先天異常症候群 0 322 β―ケトチオラーゼ欠損症 0
311 先天性三尖弁狭窄症 1 323 芳香族L－アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 0
312 先天性僧帽弁狭窄症 4 324 メチルグルタコン酸尿症 0
313 先天性肺静脈狭窄症 0 325 遺伝性自己炎症疾患 0
314 左肺動脈右肺動脈起始症 0 326 大理石骨病 2

315
ネイルパテラ症候群（爪膝蓋骨症候群）／Ｌ

ＭＸ１Ｂ関連腎症
0 327

特発性血栓症（遺伝性血栓性素因によるも
のに限る。）

0

316 カルニチン回路異常症 0 328 前眼部形成異常 0
317 三頭酵素欠損症 0 329 無虹彩症 1
318 シトリン欠損症 3 330 先天性気管狭窄症 6

（注）　「患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。

14/19



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）

・精神疾患診療体制加算

・特定集中治療室管理料1・3

・脳卒中ケアユニット入院医療管理料

・新生児特定集中治療室管理料1

・入院時支援加算

・地域連携診療計画加算

・認知症ケア加算1

・歯科初診料の注１に掲げる施設基準

・歯科外来診療環境体制加算

・特定機能病院入院基本料（一般病棟7対1）

・特定機能病院入院基本料（精神病棟13対1）

・臨床研修病院入院診療加算（医科、歯科）

・超急性期脳卒中加算

・妊産婦救急搬送入院診療加算

・救急医療管理加算

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

・患者サポート体制充実加算

・褥瘡ハイリスク患者ケア加算

・精神科リエゾンチーム加算

・がん拠点病院加算

・栄養サポートチーム加算

・医療安全対策加算1

・診療録管理体制加算1

・医師事務作業補助体制加算1(25対1)

・急性期看護補助体制加算（一般病棟50対1）

・看護職員夜間配置加算（看護職員夜間16対1配置加算1）

　・

・療養環境加算

・看護補助加算2（精神病棟50対1）

・重症者等療養環境特別加算

・無菌治療室管理加算1・2

・緩和ケア診療加算

・精神科身体合併症管理加算

・抗菌薬適正使用支援加算

・ハイリスク妊娠管理加算

・ハイリスク分娩管理加算

・病棟薬剤業務実施加算1・2

・データ提出加算2

・入退院支援加算１

　・

　・

　・

・感染防止対策加算1

・新生児治療回復室入院医療管理料

・小児入院医療管理料2

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

（様式第2）
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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）

・在宅血液透析指導管理料

・排尿自立指導料

・ハイリスク妊産婦連携指導料１・２

・薬剤管理指導料

・医療機器安全管理料1

・医療機器安全管理料2

・歯科治療総合医療管理料（1）（2）

・外来リハビリテーション診療料

・外来放射線照射診療料

・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

・がん治療連携計画策定料

・がん治療連携管理料

・肝炎インターフェロン治療計画料

・移植後患者指導管理料（造血細胞移植後）

・糖尿病透析予防指導管理料

・在宅経肛門的自己洗腸指導管理料

・院内トリアージ実施料

・夜間休日救急搬送医学管理料

・夜間休日救急搬送医学管理料の注３に掲げる救急搬送看護体制加算

・植込型除細動器移行期加算

・高度難聴指導管理料

・慢性維持透析患者外来医学管理料の腎代替療法実績加算

・糖尿病合併症管理料

・がん性疼痛緩和指導管理料

・がん患者指導管理料イ・ロ・ハ

高度の医療の提供の実績

・抗悪性腫瘍剤処方管理加算

・外来化学療法加算1

・皮下連続式グルコース測定

・長期継続頭蓋内脳波検査

・神経学的検査

・補聴器適合検査

・無菌製剤処理料

・内服・点滴誘発試験

・画像診断管理加算1

・遠隔画像診断

・ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影

・冠動脈ＣＴ撮影加算

・心臓ＭＲＩ撮影加算

・時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト

・ヘッドアップティルト試験

・外来緩和ケア管理料

施　設　基　準　の　種　類

・持続血糖測定器加算

・造血器腫瘍遺伝子検査

・遺伝学的検査

・HPV核酸検出、及びHPV核酸検出（簡易ジェノタイプ判定）

・植込型心電図加算

・検体検査管理加算（1）

・検体検査管理加算（4）

・心大血管疾患リハビリテーション料（1）

・胎児心エコー法

施　設　基　準　の　種　類

・ロービジョン検査判断料

・小児食物アレルギー負荷検査

（様式第2）
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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）

・組織拡張器による乳房再建手術（乳房（再建手術）の場合に限る。）

・骨移植術（軟骨移植術を含む）同種骨移植（非生体）同種骨移植（特殊なものに限る）

・骨移植術（軟骨移植術を含む。自家培養軟骨移植術に限る。）

・後縦靱帯骨化症手術（前方導入によるもの）

・頭蓋骨形成手術（骨移動を伴うものに限る)

・緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術）

・導入加算２及び腎代替療法実施加算

・透析液水質確保加算2

・下肢末端動脈疾患指導管理加算

・慢性維持透析濾過加算

・一酸化窒素吸入療法

・皮膚悪性腫瘍切除術（悪性黒色腫センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。）

・大動脈バルーンパンピング法（ＩＡＢＰ法）

・補助人工心臓

・ペースメーカー移植術、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）

・植込型心電図記録計移植術・植込型心電図記録計摘出術

・両心室ペースメーカー移植術、両心室ペースメーカー交換術

・植込型除細動器移植術及び植込型除細動器交換術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及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術

高度の医療の提供の実績

・呼吸器リハビリテーション料（1）

・廃用症候群リハビリテーション料（1） ・脳刺激装置植込術（頭蓋内電極植込術を含む。）及び脳刺激装置交換術

・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

・がん患者リハビリテーション料 ・人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術、及び植込型骨導保障器交換術

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

・脳血管疾患等リハビリテーション料（1） ・人工中耳植込術

・リンパ浮腫複合的治療料

・集団コミュニケーション療法料

・内視鏡化鼻・副鼻腔手術V型（拡大副鼻腔手術）

・上顎骨形成術・下顎骨形成術（骨移動を伴う場合）

・障害児（者）リハビリテーション料 ・羊膜移植術

・運動器リハビリテーション料（1）

・歯科口腔リハビリテーション料2 ・乳がんセンチネルリンパ節加算1、2及びセンチネルリンパ節生検（併用法・単独法）

・児童思春期精神科専門管理加算

・医療保護入院等診療料

・乳腺悪性腫瘍手術（乳頭乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴わないもの）
及び乳頭乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴うもの））

・ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）

・経カテーテル大動脈弁置換術

・経皮的中隔心筋焼灼術

・硬膜外自家血注入

・エタノールの局所注入（副甲状腺） ・経皮的冠動脈形成術

・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）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） 腔腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）

・人工腎臓 ・内視鏡下筋層切開術

・経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの）

・経皮的冠動脈ステント留置術

（様式第2）
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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）

・貯血式自己血輸血管理体制加算

・人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算

・広範囲顎骨支持型装置埋込手術

・麻酔管理料（1）（2）

・腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに限る。）

・医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6（歯科点数表第2章第9部の通則4を含む） に掲げる手術

・輸血管理料1

・輸血適正使用加算

・腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術

・腹腔鏡下仙骨膣固定術

・膀胱水圧拡張術

・腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術

・人工尿道括約筋植込・置換術

・クラウン・ブリッジ維持管理料

・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）

・生体腎移植術 ・悪性腫瘍病理組織標本加算

・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

・定位放射線治療

・定位放射線治療呼吸性移動対策加算

・画像誘導密封小線源治療加算

・病理診断管理加算2

・胆管悪性腫瘍手術（膵頭十二指腸切除及び肝切除（葉以上）を伴うものに限る）

・腹腔鏡下肝切除術

・生体部分肝移植術

・腹腔鏡下膵腫瘍摘出術

・バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 ・一回線量増加加算高エネルギー放射線治療

・一回線量増加加算強度変調放射線治療(IMRT)

・強度変調放射線治療（IMRT）

・画像誘導放射線治療加算（IGRT）

・体外照射呼吸性移動対策加算

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

・経皮的大動脈遮断術

・ダメージコントロール手術

・腹腔鏡下胃縮小術（スリーブ状切除によるもの） ・高エネルギー放射線治療

・放射線治療専任加算

・外来放射線治療加算

（様式第2）
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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

　・前眼部三次元画像解析 　・

　・

　・

　・

　・ 　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・ 　・

(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

CPC 6回、カンファレンス 84回

剖　検　の　状　況

　・

　・

剖検症例数　24　例　　　／　　剖検率　5.8　%

（様式第2）



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

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

新規脳梗塞霊長類モデルの開
発と再生研究

頸部貼付型プローブを用いた
新しい微小栓子診断法の研究

（学術研究助成基
金助成金）基盤C三村　秀毅 神経内科 500,000

（学術研究助成基
金助成金）若手研
究（B）

小松　鉄平 神経内科 700,000

胎生臓器ニッチ法を用いた自
己腎臓前駆細胞由来腎臓再生
法の開発

横尾　隆 腎臓・高血圧内科 3,640,000
文部科学省科研
費　基盤研究（B）

ミネラル代謝と糖代謝連関に関
する検討

日本人の総ネフロン数の推算と
腎・心血管病罹患に関する人
種間比較

坪井　伸夫 腎臓・高血圧内科 1,100,000
文部科学省科研
費　基盤研究（C）

霊長類を用いた再生腎臓によ
る実践的前臨床試験

横尾　隆 腎臓・高血圧内科 8,970,000
国立研究開発法
人国際医療研究
開発機構（AMED）

自己脂肪由来間葉系幹細胞を
用いた包括的腎不全治療法の
開発発

横手　伸也 腎臓・高血圧内科 900,000
文部科学省科研
費　若手研究（B）

横山　啓太郎 腎臓・高血圧内科 4,420,000
文部科学省科研
費　基盤研究（C）

慢性腎臓病に伴う骨ミネラル代
謝異常におけるエピゲノムの網
羅解析

内山　威人 腎臓・高血圧内科 1,200,000
公益財団法人日
本腎臓財団腎不
全病態研究助成

臓器ニッチを用いたヒトiPS細胞
から腎への分化誘導法の開発

松本　啓 腎臓・高血圧内科 1,300,000
文部科学省科研
費　基盤研究（C）

日本人における単一ネフロン
糸球体濾過率の推算と臨床応
用

坪井　伸夫 腎臓・高血圧内科 500,000
公益財団法人　石
橋由紀子記念基
金

薬剤誘導細胞除去システムを
用いた新たな腎再生技術の開
発とiPS細胞への応用

山中　修一郎 腎臓・高血圧内科 2,080,000
文部科学省科研
費　若手研究（B）

腎移植における高尿酸血症の
組織病理学的影響

中田　泰之 腎臓・高血圧内科 500,000
公益財団法人　石
橋由紀子記念基
金

インスリン抵抗性が腎不全患者
のCKD-MBDにもたらす影響に
ついて

中島　章雄 腎臓・高血圧内科 2,000,000
公益財団法人日
本腎臓財団腎不
全病態研究助成

ナチュラルキラーT細胞活性化を
介した移植免疫寛容誘導におけ
る胸腺内制御性T細胞増殖機構
に関する検証

勝俣　陽貴 腎臓・高血圧内科 500,000
公益財団法人　石
橋由紀子記念基
金

ラット腎移植モデルにおけるカ
ベオリン1の意義について

山本　泉 腎臓・高血圧内科 500,000
公益財団法人　石
橋由紀子記念基
金

腎前駆細胞置換法による腎臓
再生

山中　修一郎 腎臓・高血圧内科 500,000
公益財団法人　石
橋由紀子記念基
金

近赤外光を利用したがんの蛍
光分子診断と光線免疫療法の
確立

光永　眞人 消化器・肝臓内科 4,420,000
文部科学省科学
研究費　若手研究
（A)

原発性肝癌の進展・転移にお
けるDYRKファミリーによる癌幹
細胞制御機構の解明

光永　眞人 消化器・肝臓内科 1,690,000
文部科学省科学
研究費　基盤研究
（C)

GISTにおける目根記チェックポ
イント機構を介した抗腫瘍免疫
誘導に関する検討

込田　英夫 消化器・肝臓内科 2,080,000
文部科学省科学
研究費　基盤研究
（C)

（様式第3）
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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

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

基盤C

基盤C

基盤C

基盤C

基盤C

基盤C

基盤C

厚労科研

文部科学省科学
研究費基盤研究C

皮膚筋炎の新たな標的臓器で
ある筋膜組織における網羅的
遺伝子解析

吉田　健 リウマチ・膠原病内科 1,430,000
文部科学省科研
費基盤研究（C）

関節リウマチ患者における
Prokineticin2-receptor系の解
析

野田　健太郎 リウマチ・膠原病内科 1,950,000
文部科学省科研
費若手研究（B）

100,000円

厚生労働科学研
究費

ＲＯＣＫ２によるポドサイト機能
調節機構と糖尿病腎症への関
与

宇都宮一典 糖尿病・代謝・内分泌内科 700,000

新潟県の中学生における脂肪
肝指数とインスリン抵抗性に関
する地域研究

西村理明 糖尿病・代謝・内分泌内科 1,950,000

膵α細胞におけるPKCδ依存
性グルカゴン分泌機序の解明

藤本啓 糖尿病・代謝・内分泌内科 1,170,000

糖尿病における圧受容器機能
低下が心筋細胞へ与える影響
の解明

坂本昌也 糖尿病・代謝・内分泌内科 130,000

mDia1による血管内皮機能調
節機構の解明

川浪大治 糖尿病・代謝・内分泌内科 910,000

糖尿病腎症における糸球体メ
サンギウム細胞ROCK1の意義

的場圭一郎 糖尿病・代謝・内分泌内科 1,690,000

糖尿病黄斑浮腫におけるミネラ
ルコルチコイド受容体の役割の
解明と新規治療の確立

林毅 糖尿病・代謝・内分泌内科 1,690,000

吉村　道博 循環器内科 1,430,000

特発性心筋症に関する調査研
究

吉村　道博 循環器内科 350,000

200,000
日本医療研究開
発機構研究費

急性冠症候群における心臓エ
ネルギー代謝に関する研究

名越　智古 循環器内科 1,430,000
文部科学省科学
研究費基盤研究C

矢野真吾 腫瘍・血液内科

鉄代謝依存性新規プログラム
　細胞死(フェロトーシス)の
COPD病態での役割

皆川俊介 呼吸器内科

キャッスルマン病、TAFROの調
査研究

拡張相肥大型心筋症を対象と
した多施設登録観察研究

吉村　道博 循環器内科

ナトリウム利尿ペプチド低反応
性とインスリン抵抗性および虚
血性心疾患との関連

1,400,000
文部科学省
科学研究費補助金
基盤研究（Ｃ）

老化関連肺疾患における
エクソゾーム中microRNAに
よる細胞間情報伝達

桑野和善 呼吸器内科 1,300,000
文部科学省
科学研究費補助金
基盤研究（Ｃ）

LaminB1が制御する細胞老化
と
慢性閉塞性疾患

荒屋　潤 呼吸器内科 1,200,000
文部科学省
科学研究費補助金
基盤研究（Ｃ）

炎症性閉塞性呼吸器疾患に
おける難治化メカニズムに
関する研究

中山勝敏 呼吸器内科 1,100,000
文部科学省
科学研究費補助金
基盤研究（Ｃ）

肺微小環境PGE2産生を反映
する尿中PGE-MUMのIPFに
おける有用性の検討

原　弘道 呼吸器内科 1,100,000
文部科学省
科学研究費補助金
基盤研究（Ｃ）

シャペロン介在性オートファ
ジーによるCOPD病態の制御

沼田尊功 呼吸器内科 1,100,000
文部科学省
科学研究費補助金
基盤研究（Ｃ）

突発性肺線維症病態における
老化細胞除去機構の役割

栁澤治彦 呼吸器内科 1,100,000
文部科学省
科学研究費補助金
基盤研究（Ｃ）
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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

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

文部科学省科研
費
若手研究（Ｂ）

文部科学省

イヌリンを用いた重症心身障害
児の糸球体濾過量測定の標準
化

若手研究(B)

抗精神病薬による脳内ドーパミ
ンD2/3受容体を介した顕現性
回路の制御機構の解明研究

小高　文聰 精神医学講座 3,640,000
文部科学省科学
研究費補助金

食行動関連障害のあるレビー
小体型認知症高齢者の在宅ケ
アモデルの検討（分担）

200,000
科学研究費補助
金

急性期病院に入院する認知症
高齢者ケースに対応した退院
支援モデルの開発と妥当性検
証（分担）

品川　俊一郎 精神医学講座 100,000
文部科学省科学
研究費補助金

DNAメチル化を用いたアルツ
ハイマー病患者の行動・心理
症状の病態解明（代表）

品川　俊一郎 精神医学講座 1,500,000
科学研究費補助
金

認知症者等へのニーズ調査に
基づいた「予防からはじまる原
因疾患別のBPSD包括的・実践
的治療指針」の作成と検証研

品川　俊一郎 精神医学講座 500,000
日本医療研究開
発機構（AMDE）

ギャンブル障害の疫学調査、
生物学的評価、医療・福祉・社
会的支援のありかたについて
の研究

宮田　久嗣 精神医学講座 1,600,000

長寿・障害総合研
究事業　障害者対
策総合研究開発
事業（Amed）

DNAメチル化量を用いたアル
ツハイマー病患者の行動・心理
症状（BPSD）の出現および治
療反応性の予測

品川　俊一郎 精神医学講座 1,000,000
三井生命厚生財
団第49回医学研
究助成

多様な嗜癖行動（薬物と薬物
によらない依存）の脳内機序と
新規治療薬開発に関する研究

宮田　久嗣 精神医学講座 800,000
文部科学省科学
研究費補助金

医薬品開発時の薬物依存性の
評価のための薬理学的アプ
ローチに関する研究

宮田　久嗣 精神医学講座 800,000
医療研究開発推
進事業補助金
（AMED）

ランダム化比較試験による認知
機症等を有する高齢者に対す
るロボットパロの効果（分担）

繁田　雅弘 精神医学講座 390,000
科学研究費助成
事業　基盤研究B

認知症早期発見時代のネオ・
ジェントロジー：当事者の視点
を活かす臨床構築に向けて
（分担）

繁田　雅弘 精神医学講座 650,000
科学研究費助成
事業　基盤研究C

平野大志 小児科 1,100,000

品川　俊一郎 精神医学講座

円筒形チタン細繊維を用いた
腱・骨接合部の再生-ミニブタ
を用いた膝ACL再建-

丸毛　啓史 整形外科 1,300,000
文部科学省　科学
研究費　　基盤研
究（Ｃ）

生活習慣病が人工関節用ポリ
エチレンの酸化劣化に及ぼす
影響

斎藤　充 整形外科 2,080,000
文部科学省　科学
研究費　　基盤研
究（Ｃ）

変形性膝関節症の運動時痛に
関連する機械刺激応答分子機
構の意義の解明

池田　亮 整形外科 2,600,000
文部科学省　科学
研究費　　基盤研
究（Ｃ）

腱における運動応答性遺伝子
Mohawkによるコラーゲン成熟メ
カニズムの解析

嘉山　智大 整形外科 2,470,000
文部科学省　科学
研究費　　基盤研
究（Ｃ）

尿中PGE-MUMの肺癌バイオ
マーカーとしての有用性の検
討

内海裕文 呼吸器内科 1,100,000
文部科学省
科学研究費補助金
基盤研究（Ｃ）

樹状細胞内オートファジーが規
定
する慢性閉塞性肺疾患病態

橋本典生 呼吸器内科 1,100,000
文部科学省
科学研究費補助金
基盤研究（Ｃ）

問題基盤型学習を用いたプラ
イマリケア医・家庭医への意識
変容の検証

大野岩男

関　正康

総合診療部

総合診療部

25,800,000

1,300,000

卒前から生涯学習に亘る総合
診療能力開発－地域における
臨床研究の推進を目指して－
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金   額研 究 課 題 名 研 究 者 氏 名 所  属  部  門
補助元又は委託
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補

委

補

委

補

委

文部科学省基盤
研究（Ｃ）

文部科学省基盤
研究（Ｃ）

生体構造に適した、実空間に
表示可能な四次元画像表示装
置の開発とその臨床応用

岡本　愛光 産婦人科 260,000
科学研究費事業
 基盤研究（A)

卵巣癌の早期診断・予後予測
・分子治療を目指した
包括的癌関連microRNA解析

矢内原　臨 産婦人科 1,560,000 基盤研究（C)

羊水由来iPS細胞を用いた新し
い胎児治療モデルの創成

梶原　一紘 産婦人科 3,900,000
科学研究費助成
事業(若手)

日本損害保険協
会

出生前検査における過剰マー
カー染色体の由来と表現型の
関係

佐村　修 産婦人科 1,400,000 基盤研究（C)

母体血中胎児細胞を用いた非
侵襲的な新しい胎児機能評価
法の確立

岡本　愛光 産婦人科 1,500,000
日本産婦人科医
会おぎゃー献金

好酸球性副鼻腔炎における自
然免疫と獲得免疫の制御機構
の解明

文部科学省科研
費　　若手研究(B)杉本　直基 耳鼻咽喉科 780,000

細胞シート移植を用いた中耳
粘膜再生医療の実現

文部科学省科研
費　　基盤研究(Ｃ)山本　和央 耳鼻咽喉科 1,560,000

スギ花粉症緩和米による免疫
療法確立を目的とした経口免
疫寛容誘導機構の解明

文部科学省科研
費　　若手研究(B)遠藤　朝則 耳鼻咽喉科 1,040,000

培養鼻腔粘膜上皮細胞シート
移植による中耳粘膜再生治療
の実現

ＡＭＥＤ

細胞シート技術を用いた難治
性中耳疾患に対する粘膜再生
治療の開発

文部科学省科研
費　　基盤研究(Ｃ)

中耳真珠腫発症機序へのメカ
ノトランスダクション誘導性YAP
関与の解明と治療応用

文部科学省科研
費　　基盤研究(Ｃ)福田　智美 耳鼻咽喉科 1,430,000

平成29年度橋渡
し研究戦略的推
進プログラムシー
ズＡ

間質性膀胱炎に対する新規治
療の開発

古田昭 泌尿器科

成人眼科検診の有用性、実施
可能性に関する研究

中野匡

妊娠子宮に対する自動車運転時
のシートベルト装着による物理的
刺激が子宮および胎児胎盤に与
える影響

佐村　修 産婦人科 1,000,000

間質性膀胱炎におけるハン
ナー病変の病態解明と新規バ
イオマーカーの探究

古田昭 泌尿器科 4,810,000

 前立腺癌骨転移と骨髄内感覚
ニューロンとの分子学的相互メ
カニズムの解析

木村高弘 泌尿器科 4,550,000

神経線維腫症患者(NF-1)の骨
代謝に関する　研究

舟﨑　裕記 整形外科 900,000

厚生労働科学研
究費補助金　難治
性疾患克服研究
事業

腱・靱帯をモデルとした細胞
内・外メカノ・シグナルの解明と
その応用

斎藤　充 整形外科 1,690,000
日本医療研究開
発機構　　　　　研
究費(AMED)

眼科 500,000
厚生労働科学研究費
補助金循環器疾患・
糖尿病等生活習慣病
対策総合研究事業

次世代眼科医療を目指す、
ICT/人工知能を活用した画像
等データベースの基盤構築

中野匡 眼科 1,300,000
日本医療研究開
発機構研究費

眼科腫瘍の全国症例登録シス
テムの構築に関する研究

敷島敬悟 眼科 650,000
日本医療研究開
発機構研究費

平成２９年度厚生労働科
学研究費補助金（難治性
疾患等政策研究事業（難
治性疾患政策研究事
業））

乾癬性関節炎の不可逆的関節
破壊進行阻止のための早期発
見と治療を目指した診療ガイド
ライン策定に関する研究

朝比奈昭彦 皮膚科 1,700,000

2,500,000

小島博己 耳鼻咽喉科 47,700,000

小島博己 耳鼻咽喉科 1,560,000
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鼻粘膜における創傷治癒促進
因子の解明および細胞シート
による新しい治療法の確立

文部科学省科研
費　　若手研究(B)大村　和弘 耳鼻咽喉科 650,000

ナビゲーション情報を利用した
内視鏡下鼻副鼻腔手術におけ
る手術技術定量評価法の開発

文部科学省科研
費　　基盤研究(Ｃ)
	
	

鴻　信義 耳鼻咽喉科 1,430,000

汎用性のある内耳特異的ノック
アウトマウス作製法の開発

文部科学省科研
費　　基盤研究(Ｃ)
	

櫻井　結華 耳鼻咽喉科 1,170,000

小児嗅覚検査の開発
文部科学省科研
費　　若手研究(B)森　恵莉 耳鼻咽喉科 1,430,000

舟崎裕記 整形外科 900,000

厚生労働科学研
究費補助金

難治性疾患克服
研究事業

神経線維腫症患者(NF-1）の骨
代謝に関する研究

蘇生後脳症における脳保護戦
略

上園　晶一 麻酔部 650,000

文部科学省科学
研究費助成事業
（学術研究助成基
金助成金）
基盤研究（C）

共焦点内視鏡によるヒルシュス
プルング病の腸管神経可視化
システムの確立と臨床応用

科学研究費助成
事業（基盤研究
（C））

炭山和毅 内視鏡科 100,000

人工知能技術を用いた大腸内
視鏡検査における病変検出・
診断支援技術の開発

日本医療研究開
発機構研究費炭山和毅 内視鏡科 30,000,000

パーキンソン病に対する、ｒＴＭ
Ｓ深部刺激と集中的リハ併用の
臨床的意義の検討

安保　雅博 リハビリテーション科 650,000
文部科学省

脳外傷者の自動車運転能力に
関する脳科学的評価法の確立

渡邉修 リハビリテーション科 390,000
文部科学省

高次脳機能障害に対する反復
性経頭蓋磁気刺激(rTMS)と脳
血流量変化

佐々木信幸 リハビリテーション科 1,560,000
文部科学省

脳卒中患者に対する経頭蓋的
磁気刺激療法の画像的治療戦
略アプローチの検討

原貴敏 リハビリテーション科 650,000
文部科学省

脳損傷患者へのアトモキセチン
内服および磁気刺激とリハビリ
テーション併用療法の検討

山田尚基 リハビリテーション科 650,000
文部科学省

rTMSの脳卒中後うつ改善効果
と神経可塑性関連物質との関
係性の調査

新見昌央 リハビリテーション科 1,170,000
文部科学省

上肢麻痺に対するfNIRSに基づ
く反復経頭蓋磁気刺激療法の
開発

木下翔司 リハビリテーション科 780,000
文部科学省

肝虚血再灌流傷害におけるマ
イトファジー機構の解明と新規
予防法の開発

矢永勝彦 肝胆膵外科 1,100,000
文部科学省科学
研究費基盤研究
（Ｃ）

多施設共同研究による肝移植
後肝炎ウィルス新規治療の確
立と標準化

矢永勝彦 肝胆膵外科 250,000
日本医療研究開
発機構研究費
(AMED)

膵臓癌におけるDYRK2の癌抑
制機構解明および治療法開発

春木  孝一郎 肝胆膵外科 2,000,000
上原記念生命科
学財団研究奨励
金

抗癌剤耐性におけるライソゾー
ム酵素の機能解明と新規治療
法の開発

白井祥睦 肝胆膵外科 1,950,000
文部科学省科学
研究費若手研究
（B）

早期胃癌に対する画期的な個
別的・超低侵襲手術法の開発
と検証

矢永勝彦 上部消化管外科 1,200,000
日本医療研究開
発機構研究費
(AMED)

食道アカラシア患者の胸痛を
ゼロにする術式の開発

矢野文章 上部消化管外科 500,000
沖中記念成人病
研究所研究助成
金

5/20



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

委

補

委

補

委

補

委

補

委

補

委 　計109件

ラット摘出灌流心臓における
心筋収縮動態の高速高精度解
析

照井　貴子 麻酔部 1,300,000

文部科学省科学
研究費助成事業
（学術研究助成基
金助成金）
若手研究（B）

二酸化炭素吸入を用いた蘇生
後
の新たな治療戦略

木田　康太郎 麻酔部 1,690,000

文部科学省科学
研究費助成事業
（学術研究助成基
金助成金）
若手研究（B）

蘇生後脳障害に対する新規ミト
コンドリア標的型治療薬の開発
と治療効果の検証

池田　浩平 麻酔部 1,820,000

文部科学省科学
研究費助成事業
（学術研究助成基
金助成金）
基盤研究（C）

ミトコンドリア障害が関与する対
称性遠位末梢神経障害の治療
法の検討

下山　恵美 緩和ケア診療部 1,040,000

文部科学省科学
研究費助成事業
（学術研究助成基
金助成金）
基盤研究（C）

慢性の痛み診療・教育の基盤
となるシステム構築に関する研
究

八反丸　善康 ペインクリニック 200,000

厚生労働行政推
進調査事業費
補助金（慢性の痛
み政策研究事業）

慢性疼痛診療体制構築モデル
事業

上園　晶一
（分担）

麻酔部 700,000

厚生労働省平成
29年度慢性疼痛
診療体制構築モ
デル事業

慢性の痛みに関する教育プロ
グラムの構築

上園　晶一
（分担）

麻酔部 870,000
文部科学省平成29年度大学教

育再生戦略推進費「課題解決型

高度医療人材養成プログラム」

（慢性の痛みGP事業）

１．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。

２．「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。

３．「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。
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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 Case report

3 Original Article

4 Original Article

5 Letter

6 Original Article

7 Letter

8 Original Article

9 Original Article

10 Original Article

11 Original Article

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

Omoto S, Utsumi
T, Matsuno H,
et al.

神経内科

Thrombotic Microangiopathy
Presenting with Intestinal
Involvement Following Long-term
Interferon-beta1b Treatment for
Multiple Sclerosis.

Intern Med 2018；57：741-
744.

Sakuta K, Iguchi
Y, Sato T, et al. 神経内科

Chronic kidney disease is
independently associated with
acute recurrent cerebral infarct in
patients with atrial fibrillation.

J Clin Neurosci. 2017
;40:97-101.

Sato T, Terasawa
Y, Mitsumura H,
et al.

神経内科

Venous Stasis and
Cerebrovascular Complications in
Cerebral Venous Sinus
Thrombosis.

European Neurology.
2017;78:154-160.

Sato T, Sakuta
K, Komatsu T,
et al.

神経内科
Yield of combined MRI sequences
in isolated cortical vein
thrombosis diagnosis.

J Neurol Sci
2017;381:328-330.

Komatsu T,
Terasawa Y, Arai
A,

神経内科
Transcranial color-coded
sonography of vertebral artery for
diagnosis of right-to-left shunts.

J Neurol Sci 2017;376:
97-101.

Sato T，Umehara
T，Nakahara A,
et al.

神経内科
Relative adrenal insufficiency in
adult-onset cerebral X-linked
adrenoleukodystrophy

Neurology: Clinical
Practice. 2017;7:198-200

Umehara T,
Nakahara A,
Matsuno H, et
al.

神経内科
Body weight and dysautonomia in
early Parkinson's disease.

Acta Neurol Scand
2017;135:560-567.

Yamanaka S,
Tajiri S,
Fujimoto T, et
al.

腎臓・高血圧内科

Generation of interspecies limited
chimeric nephrons using a
conditional nephron progenitor
cell replacement system.

Nat Commun. 2017 Nov;
8(1):1719

Takane K,
Hasegawa Y, Lin
B, et al.

腎臓・高血圧内科

Detrimental Effects of Centrally
Administered Angiotensin II are
Enhanced in a Mouse Model of
Alzheimer Disease Independently
of Blood Pressure.

J Am Heart Assoc. 2017
Apr; 6(4):e004897

Yokote S,
Katsuoka Y,
Yamada A, et al.

腎臓・高血圧内科

Effect of adipose-derived
mesenchymal stem cell
transplantation on vascular
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98 Original Article

99 Original Article

100 Original Article

101 Original Article

102 Review

103 Original Article

104 Review

105 Original Article

106 Original Article

107 Original Article

108 Original Article

Takahashi K,
Wada S, et al. 産婦人科

The outcomes of 31 cases of
trisomy 13 diagnosed in utero
with various management options.

Am J Med Genet A 2017;
173(4): 966-971

Okamoto A,
Yanagida S,
Yanaihara N, et
al.

産婦人科
Genomic consequences of
aberrant DNA repair mechanisms
stratify ovarian cancer histotypes.

Nat Genet 2017; 49(6):
856-865

Hatano T, Inaba
H, Endo K et al 泌尿器科

Intermittent everolimus
administration for renal
angiomyolipoma associated with
tuberous sclerosis complex.

International Journal of
urology  2017
Nov;24(11):780-785.

Urabe F, Kosaka
N, Yoshioka Y,
et al

泌尿器科

The small vesicular culprits: the
investigation of extracellular
vesicles as new targets for cancer
treatment.

Clinical and Translational
Medicine 2017 Dec
13;6(1):45

Mori K, Kimura
T, Onuma H, et
al

泌尿器科

Lactate dehydrogenase predicts
combined progression-free
survival after sequential therapy
with abiraterone and enzalutamide
for patients with castration-
resistant prostate cancer.

Prostate. 2017
Jul;77(10):1144-1150

Kimura T, Egawa
S, Uemura H. 泌尿器科

Personalized peptide vaccines and
their relation to other therapies in
urological cancer.

Nature Reviews Urology
2017 Aug;14(8):501-510

Urabe F, Kimura
T, Miki J, et al 泌尿器科

Estimated glomerular filtration
rate on postoperative day 1 is
associated with renal functional
outcome after percutaneous renal
cryoablation for renal tumors.

International Journal of
urology 2017
Jul;24(7):553-554

Honda M,
Yogosawa S,
Kamada M, et al

泌尿器科

A Novel Near-infrared
Fluorescent Protein, iRFP720,
Facilitates Transcriptional
Profiling of Prostate Cancer Bone
Metastasis in Mice.

Anticancer Resarch 2017
Jun;37(6):3009-3013.

Urabe F, Kimura
T, Shimomura T,
et al

泌尿器科

Prospective comparison of the
efficacy of caudal versus
periprostatic nerve block, both
with intrarectal local anesthesia,
during transrectal
ultrasonography-guided prostatic
needle biopsy.

Scandinavian Journal of
urology2017
Aug;51(4):245-250

Miki J,
Yanagisawa T,
Tsuzuki S,et al

泌尿器科

Improved technique for
intracorporeal neobladder-
urethral anastomosis in
laparoscopic radical cystectomy.

International Journal of
urology 2017
Apr;24(4):330-331

Itoh Y,
Nakamoto K,
Horiguchi H, et
al.

眼科

Twenty-four-hour variation of
intraocular pressure in primary
open-angle glaucoma treated with
triple eye drops

J Ophthalmol 2017; 2017:
4398494.

Nakano T,
Hayashi T,
Nakagawa T,
et al.

眼科

Increased incidence of visual field
abnormalities as determined by
frequency doubling technology
perimetry in high computer users
among Japanese workers: a
retrospective cohort study.

J Epidemiol 2018; 28(4):
214-9. Epub 2017 Nov 25.
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109 Original Article

110 Original Article

111 Original Article

112 Original Article

113 Original Article

114 Case report

115 Original Article

116 Original Article

117 Original Article

118 Original Article

119 Original Article

120 Original Article

121 Original Article

Hirose S,
Tanabe H,
Nagayoshi Y,
et al.

産婦人科
Retrospective analysis of sites of
recurrence in stage I epithelial
ovarian cancer.

 J Gynecol Oncol 2018;
29-37.

Okamoto A,
et al. 産婦人科

Gene aberration profile of tumors
of adolescent and young adult
females.

Oncotarget 2017; 9(5):
6228-6237.

Haino T,
Okamoto A,
et al.

産婦人科
Determination of Follicular
Localization in Human Ovarian
Cortex for Vitrification.

J Adolesc Young Adult
Oncol 2018; 7(1): 46-53.

 Okamoto A,
Yanaihara N,
et al.

産婦人科

Harmonising clinical trials within
the Gynecologic Cancer
InterGroup: consensus and unmet
needs from the Fifth Ovarian
Cancer Consensus Conference.

 Ann Oncol 2017;
28(suppl_8): viii30-viii35-

Yokomizo R,
 Yamada K,
Iida Y,
et al.

産婦人科
Dedifferentiated endometrial
carcinoma: A report of three
cases and review of the literature.

Mol Clin Oncol 2017; 7(6):
1008-1012.

Yanaihara N, et
al. 産婦人科

 Update on rare epithelial ovarian
cancers: based on the Rare
Ovarian Tumors Young
Investigator Conference.

J Gynecol Oncol 2017;
28(4): e54

Kawabata A,
Yanaihara N
et al.

産婦人科
Prognostic impact of interleukin-6
expression in stage I ovarian clear
cell carcinoma.

 Gynecol Oncol 2017;
146(3): 609-614-.

Kajiwara K,
Tanemoto T,
Wada S, et al.

産婦人科

Fetal Therapy Model of
Myelomeningocele with Three-
Dimensional Skin Using Amniotic
Fluid Cell-Derived Induced
Pluripotent Stem Cells.

Stem Cell Reports 2017;
8(6): 1701-1713

Yanagida S 産婦人科

Clinical and genetic analysis of
recurrent adult-type granulosa
cell tumor of the ovary:
Persistent preservation of
heterozygous c.402C>G FOXL2
mutation.

PLoS One 2017; 12(6):
e0178989

Shimura E, Hama
T, Suda T, et al. 耳鼻咽喉科

The Presence of HPV DNA in
Neck Lymph Node Metastasis
Correlates with Improved Overall
Survival of Patients with
Oropharyngeal Cancer
Undergoing Surgical Treatment.

Oncology. 2017;92(2):87-
93.

Nakayama T,
Okada N,
Yoshikawa M et
al.

耳鼻咽喉科
Assessment of suitable reference
genes for RT-qPCR studies in
chronic rhinosinusitis.

Scientific Reports.　2018
Jan 25;8(1):1568

Takaishi S,
Asaka D,
Nakayama T, et
al.

耳鼻咽喉科
Features of sinonasal
hemangioma: A retrospective
study of 31 cases.

Auris Nasus Larynx. 2017
Dec;44(6):719-723

Sasaki N, Hara
T, Yamada N. リハビリテーション科

The Efficacy of High-Frequency
Repetitive Transcranial Magnetic
Stimulation for Improving Apathy
in Chronic Stroke Patients.

European Neurology 2017;
78: 28-32.
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133 Original Article

Funasaki H
スポーツ・ウェルネスクリニッ

ク

Bone Quality in Female Ballet
Dancers: A Possible Determinant
of Bone Health.

Open Journal of
Orthopedics 2017; 7: 285-
294.

Chiba M, Imazu
H, Kato M,et al. 内視鏡科

Novel quantitative analysis of the
S100P protein combined with
endoscopic ultrasound-guided fine
needle aspiration cytology in the
diagnosis of pancreatic
adenocarcinoma.

Oncol Rep. 2017
Apr;37(4):1943-52.

Kobayashi M,
Sumiyama K,
Shimojima N ,et
al.

内視鏡科

 Technical Feasibility of
Visualizing Myenteric Plexus
Using Confocal Laser
Endomicroscopy. J

 J Gastroenterol Hepatol.
2017 Sep;32(9):1604-10.

Ono S, Yano F,
Hoshino M, et
al.

内視鏡科

Endoscopic pyloroplasty for adult
hypertrophic pyloric stenosis
associated with esophageal
achalasia.

VideoGIE. 2018 Jan; 3(1):
17-9.

Takahashi N,
Nimura H, Fujita
T, et al.

Department of Surgery, Jikei
University School of Medicine

Laparoscopic sentinel node
navigation surgery for early
gastric cancer: a prospective
multicenter trial.

Langenbecks Arch Surg.
2017;402:27-32.

Yano F, Omura
N, Tsuboi K, et
al.

Department of Surgery, Jikei
University School of Medicine

Standard values of 24-h
multichannel intraluminal
impedance-pH monitoring for the
Japanese.

Esophagus 2017; 14: 91-
6.

Yano F, Omura
N, Tsuboi K, et
al.

Department of Surgery, Jikei
University School of Medicine

Learning curve for laparoscopic
Heller myotomy and Dor
fundoplication for achalasia.

PLoS One 2017; 12:
e0180515.

Tsuboi K, Omura
N, Yano F, et al.

Department of Surgery, Jikei
University School of Medicine

Impact of esophageal flexion level
on the surgical outcome in
patients with sigmoid esophageal
achalasia.

Surg Today 2017; 47:
1339-46.

Hoshino M,
Omura N, Yano
F, et al.

Department of Surgery, Jikei
University School of Medicine

Comparison of the multichannel
intraluminal impedance pH and
conventional pH for measuring
esophageal acid exposure: a
propensity score-matched
analysis.

Surg Endosc
2017;31(12):5241-5247.

Akimoto S,
Singhal S,
Masuda T, et al.

Department of Surgery, Jikei
University School of Medicine

Classification for esophagogastric
junction (EGJ) complex based on
physiology.

Diseases of Esophagus
2017; 30: 1-6.

Kosuge M, Eto
K, Hashizume R,
et al.

Department of Surgery, Jikei
University School of Medicine

Which Is the Safer Anastomotic
Method for Colon Surgery? -
Ten-year Results.

In Vivo. 2017 Jul-
Aug;31(4):683-687.

Neki K, Eto K,
Kosuge M, et al.

Department of Surgery, Jikei
University School of Medicine

Comparison of Postoperative
Outcomes Between Laparoscopic
and Open Surgery for Colorectal
Cancer.

Anticancer Res. 2017
Sep;37(9):5173-5177
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Eto K, Kosuge
M, Ohkuma M,
et al.

Department of Surgery, Jikei
University School of Medicine

Defunctioning Ileostomy Is a Key
Risk Factor for Small Bowel
Obstruction After Colorectal
Cancer Resection.

Anticancer Res. 2018
Mar;38(3):1789-1795.

Shiba H,
Horiuchi T,
Sakamoto T, et
al.

Department of Surgery, Jikei
University School of Medicine

Glasgow prognostic score predicts
therapeutic outcome after hepatic
resection for hepatocellular
carcinoma.

Oncol Lett 2017; 14(1):
293-8.

Furukawa K,
Shiba H,
Horiuchi T, et
al.

Department of Surgery, Jikei
University School of Medicine

Survival benefit of hepatic
resection for hepatocellular
carcinoma beyond the Barcelona
Clinic Liver Cancer classification.

J Hepatobiliary Pancreat
Sci 2017; 24(4): 199-205.

Haruki K, Shiba
H, Horiuchi T,
et al.

Department of Surgery, Jikei
University School of Medicine

Impact of the C-reactive protein
to albumin ratio on long-term
outcomes after hepatic resection
for colorectal liver metastases.

Am J Surg 2017; 214(4):
752-6.

Shirai Y,
Uwagawa T,
Shiba H, et al.

Department of Surgery, Jikei
University School of Medicine

Recombinant thrombomodulin
suppresses tumor growth of
pancreatic cancer by blocking
thrombin-induced PAR1 and NF-
κB activation.

Surgery 2017; 161(6):
1675-82.

Saito N, Shirai
Y, Horiuchi T, et
al.

Department of Surgery, Jikei
University School of Medicine

Preoperative platelet to albumin
ratio predicts outcome of patients
with cholangiocarcinoma.

Anticancer Res 2018; 38:
987-92.

Baba T 外科

 Clinical outcomes of spinal cord
ischemia after fenestrated and
branched　endovascular stent
grafting during total endovascular
aortic repair for thoracoabdominal
aortic aneurysms

Ann Vasc Surg. 2017 May
5. pii: S0890-
5096(16)31311-5.

Ohki T 外科

Outcomes of the Japanese
multicenter Viabahn trial of
endovascular stent grafting for
superficial femoral artery lesions

J Vasc Surg. 2017 Apr 8.
pii: S0741-5214(17)30383

Baba T 外科

 Utility of the Ginza forceps for
superficial phlebectomy during
endovenous laser ablation of the
great saphenous vein

Surg Today. 2017 Apr 7.
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1528-4

Murakami Y 外科
Ascending aorta-common hepatic
artery bypass for mesenteric
revascularization

Int J Surg Case Rep.
2017;32:51-53. doi:
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2

Ohta H 外科
 Pitfalls of invasive blood pressure
monitoring using the caudal
ventral artery in rats

 Sci Rep. 2017 Feb
13;7:41907. doi:
10.1038/srep41907

Morikawa T,
Yamashita M,
Odaka M, et al

外科

A step-by-step development of
real-size chest model for
simulation of thoracoscopic
surgery.

Interact Cardiovasc
Thorac Surg. 1;25(2):173-
176, 2017
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Kondo I,
Kobayashi H,
Suga Y, et al.

麻酔科

Effect of availability of video
laryngoscopy on the use of
fiberoptic intubation in school-
aged children with microtia.

Paediatr Anaesth 2017;
27(11): 1115-9.

Sato T, 
Morikawa T. 外科

Video-assisted thoracoscopic
surgery training with a polyvinyl-
alcohol hydrogel model mimicking
real tissue.

Interact Cardiovasc
Thorac Surg. 1;25(1):103-
108, 2017

Odaka M,
Tsukamoto Y,
Shibasaki T, et al

外科

Thoracoscopic thymectomy is a
feasible and less invasive
alternative for the surgical
treatment of large thymomas.

Interact Cardiovasc
Thorac Surg. 1;25(1):103-
108, 2017

Odaka M,
Tsukamoto Y,
Shibasaki T, et al

外科
Surgical and oncological outcomes
of thoracoscopic thymectomy for
thymoma.

J Vis Surg. 10;3:54, 2017

Mori S, Motoi N,
Ninomiya H, et
al

外科

High expression of programmed
cell death 1 ligand 1 in lung
adenocarcinoma is a poor
prognostic factor particularly in
smokers and wild-type epidermal
growth-factor receptor cases.

Pathol Int. 67(1):37-44,
2017

Nakada T, Akiba
T, Yabe M, et al 外科

Clinicopathological Features of
Thymoma with Ring Calcification:
Case Reports.

Ann Thorac Cardiovasc
Surg. 20;23(5):256-261,
2017

Takeyama H,
Shimada T,
Kinoshita S, et al

外科

Usefulness of CTC and DTC-BM
Detection for Adjuvant Therapy
Effects and Prognosis Prediction
in Early Breast Carcinoma:
Results of 8-11 Years of Follow-
up Evaluation.

Ann Surg Oncol 2017; 24:
1227-33.

Primary ectopic breast cancer of
the vulva, treated with local
excision of the vulva and sentinel
lymph node biopsy: a case report.

Surgical Case Reports
2017; 3: 69.

Kinoshita S,
Miyake R,
Shimada N, et al

外科

Initial experience with contrast-
enhanced ultrasonography in
follow-up assessment of small
breast cancer treated by
cryoablation.
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Nogi H, Uchida
K, Mimoto R, et
al

外科

Long-term follow-up of node-
negative breast cancer patients
evaluated via sentinel node biopsy
after neoadjuvant chemotherapy.

Clin Breast Cancer 2017;
17: 644-9.

Ishigaki T,
Kinoshita S,
Shimada N, et al

外科
Breast metastasis nine years after
nephrectomy for renal cell
carcinoma: A case report.
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Nogi H, Kazama
T, Mimoto R, et
al

外科

The omission of axillary lymph
node dissection in sentinel node-
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158 Review

159 Original Article

160 Case report

161 Case report 　計161件

(注) 1

2

3

4

5

6

(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

(注) 1

2

題名

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

発表者氏名

　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。

　「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）

雑誌名・
出版年月等

　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
  「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。

　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。

　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。

筆頭著者の
特定機能病院における所属

Yamaguchi T,
Uchino S, Kaku
S, et al.

麻酔科
Delayed airway obstruction after
craniotomy in the park-bench
position: two case reports.

Journal of Anesthesia &
Pain Medicine 2017; 2(2)

Kobayashi H,
Uchino S,
Takinami M, et
al.

麻酔科

The impact of ventilator-
associated events in critically ill
subjects with prolonged
mechanical ventilation.

Respir Care 2017; 62(11):
1379-86.

Hamaguchi T,
Suzuki N, Kondo
I.

麻酔科
A case of anesthesia mumps that
required postoperative re-
intubation.

JA Clin Rep 2018; 4: 22.

Kubo Y, Kiyama
S, Suzuki A, et
al.

麻酔科
Use of supraglottic airway devices
in the prone position.

J Anesth Clin Res 2017;
8(12): 797.
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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 

② 倫理審査委員会の手順書の整備状況 有 

・ 手順書の主な内容 

別紙「倫理委員会業務手順書」を参照 

③ 倫理審査委員会の開催状況 年22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 

② 利益相反の管理に関する規定の整備状況 有 

・ 規定の主な内容 

別紙「東京慈恵会医科大学利益相反管理規程」を参照 

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11回 

(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24回 

 ・研修の主な内容 

人を対象とした医学系研究に関する倫理並びに研究実施に必要な知識及び技術に関すること 

(注）前年度の実績を記載すること。 



 

倫理委員会業務手順書 
 
更新履歴 

ver 版承認日 委員会名 内容 

1.1 平成 21 年 2 月 2 日 倫理委員会  

1.2 平成 21 年 9 月 7 日 倫理委員会 7.付議不要の項目を追加 

1.3 平成 21 年 10 月 5 日 倫理委員会 6.2 項、9.1 3)項に利益相反に関する事項追記 

1.4 平成 21 年 3 月 1 日 倫理委員会 
6.2 項、9.1 3)項に利益相反に関する事項削除 

6.1 1)項、6.1 5)項に利益相反 

1.5 平成 25 年 1 月 7 日 倫理委員会 4.1 項 ヒト幹細胞を用いた臨床研究に関する事項を追記 

1.6 平成 25 年 10 月 7 日 倫理委員会 4.1 項、6.1.5) 項に利益相反に関する事項追記 

1.7 平成 26 年 7 月 7 日 倫理委員会 

2項 倫理委員会の構成として第1倫理委員会と第 2倫理委

員会等を追記 

4.3 項 倫理委員会の構成変更に伴い審査区分を見直し 

8.1 項 迅速審査に委ねる事が可能な事項を具体的に追記 

9.4 項 倫理委員会規定に準じた記載へ変更  

11.4 項 本手順書の施行及び改訂に関して追記 

その他 実務内容に準じて一部修正及び誤記修正 

1.8 平成 26 年 9 月 1 日 倫理委員会 
8.1 項 迅速審査に委ねる事が可能な事項に関して追記 

11.4 項 守秘義務に関して追記 

1.9 平成 26 年 12 月 1 日 倫理委員会 

6 項 倫理審査申請システム導入に伴う委員会審査手順の

変更 

9 項 倫理審査申請システム導入に伴う倫理委員会承認後

の手続きの変更 

2.0 平成 27 年 3 月 2 日 倫理委員会 
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針の施行に伴 

う改訂 

2.1 平成 29 年 7 月 3 日 倫理委員会 

4.3 項審査区分の変更 

9 項 倫理委員会事務局の設置および業務 

10.記録の保存・期間 

11.情報の公開および守秘義務に関する追記 
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1. 目的 
本手順書は、東京慈恵会医科大学（以下、本学）における倫理委員会の設置・運営・審査に関

する手順及び記録の保存方法を定めるものである。 

本手順書における治験とは、薬事法に定める所の医薬品及び医療機器の臨床試験のことである。 

 

2. 倫理委員会の設置 
学長は、倫理委員会規定に則り、倫理委員会を設置し、第1倫理委員会と第2倫理委員会から 

構成される。なお、倫理委員会細則第2条第3項に従い、第1倫理委員会の中に、ヒトゲノム・遺伝

子解析研究を専門的に審査するため、ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査会を置くことができる。 

学校法人慈恵大学事務業務分掌規程に則り、倫理委員会に関する事務は臨床研究支援センターの事務

が担う。 

 

3. 倫理委員会の開催 
3.1開催 
倫理委員会は、本学倫理委員会規定第4条、細則第2条に則り、原則として月1回（8月は除く）

第１月曜日に開催する。 

開催はあらかじめ委員長から臨床研究支援センターを通じて各委員に電子メールで通知さ 

れる。 

3.2成立要件 
1) 倫理委員会の成立要件は、細則第2条2項に定めるものとする。 

 

4. 倫理委員会の審査 
4.1 審査事項 
倫理委員会は、学長から研究の実施の適否等について意見を求められたときは、「ヘルシンキ

宣言」、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に

関する倫理指針」等に基づき、倫理的観点および科学的観点から研究機関及び研究者等の利益

相反に関する情報も含めて中立的かつ公正に審査を行い、文書により意見を述べる。 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究はヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査会内規に従う。 

4.2 審査資料の入手 
倫理委員会は、学長から臨床研究支援センターを通して、審査資料として以下の文書を入手 

する。 

1) 申請書（様式１） 

2) 研究計画書 

3) 同意説明書 

4) 同意書 

5) その他委員会が必要とした資料 

＊研究内容により薬剤効能書、調査票、契約書もしくは覚書 

4.3 審査区分 

倫理委員会の審査区分は以下のとおりとする。なお、GCP準拠で行われる治験は治験審査委員

会で審査され、再生医療等の安全性の確保等に関する法律で行われる治療又は研究(第３種)

は、認定再生医療等委員会で審査される。 

1) 人を対象とする医学系研究 
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2) 人を対象とする医学系研究 但し、試料・情報の収集・分譲を目的としたもの 

3) ヒトゲノム・遺伝子解析研究 

4) 研究のための未承認治療法・適応外使用 

5) 看護研究 

6) その他 

 

4.4 審査区分と関連委員会 
原則として、第１倫理委員会では、介入研究で侵襲性を有する研究を中心に審査する。 

       第 2 倫理委員会では、上記以外の研究を中心に審査する。 

 

審査区

分 
人を対象とする医学系研究 

ヒトゲノム遺

伝子解析研究 

研究のた

めの未承

認 治 療

法・適応

外使用 

看護研究 その他 

侵襲の

有無 有 軽微 有 無 軽微 無 
    

介入の

有無 有 有 無 有 無 無 
    

審査会 

第

1

倫

理

委

員

会 

＊ 

第

2

倫

理

委

員

会 

ヒトゲノム・遺

伝子解析研究審

査会 

 

第１倫理委

員会 

第 2 倫理委

員会 ＊ 

 
＊第 1 倫理委員長および第 2 倫理委員長の協議のもと各委員会で審査を行う。 

申請された研究が「侵襲」を伴うか否か、また「侵襲」を伴う場合において当該「侵襲」を「軽微な

侵襲」とみなすことができるか否かについては、研究計画書の作成に際して研究者が判断し、その妥

当性を含めて倫理委員会で判断する。 

4.5 利益相反管理委員会との連携 
新規申請又は研究者の追加申請された研究について、当該研究を倫理審査する前に、利益相反管理

委員会から倫理委員会に審査結果が利益相反自己申告審査報告書として報告される。 

倫理委員会は、当報告書をもとに審査を行う。 

4.6 代理審査 
本学との共同研究において共同研究先の機関に倫理委員会がない場合は、共同の機関長から学

長宛の依頼書を以って本学の倫理委員会で代理審査を行うことができる。 

倫理委員会への申請書類は、4.2の通りとする。 

ただし、本学に籍を有しない者が含まれる場合は、所属機関において利益相反の申告の手続き
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を行い、審査を受ける。 

 

5. 審査の手順 

5.1 書類の受付から審査結果までの流れ（別添業務フロー） 

1) 申請書類受付・〆切（研究担当者） 

研究担当者は、新たに研究を行う場合、4.2における審査資料を、倫理審査申請システム(以下、

申請システム)を利用して、電子申請する。 

委員会の申請の〆切日は本学イントラネットで随時公表する。 

審査資料は本学イントラネットに掲載されている書式を使用する。 

また、利益相反管理委員会に利益相反自己申告書を提出する。 

2) 提出書類の確認作業（臨床研究支援センター） 

臨床研究支援センターは、申請された書類について指針に適合しているか否かを事務的に確認

する。不備や修正すべき事項は、申請システムにより研究担当者に通知される。 

3) 審査用資料の不備への対応(研究担当者) 

研究担当者は、2）により通知を受けた場合、不備・修正すべき事項について対応を行う。 

4）申請書類受理（倫理委員会事務局） 

倫理委員会事務局は、3）のより対応された申請書類について、受理し、受付番号ならびに通

算番号を付与する。 

5）委員の事前確認（倫理委員） 

4)により受理された申請は、委員長が指名した倫理委員により事前確認が開始される。 

倫理委員は、申請システムのチェックシートを使用し、当該研究についての質問意見を述べる。

不備や修正すべき事項は、申請システムにより研究担当者に通知される。 

また、人を対象とする医学研究に関する倫理指針第4章.3迅速審査の要件に該当する場合は、

迅速審査を行うことができる。 

6）事前確認後の本審査用資料の対応（研究担当者） 

研究担当者は、5）通知を受け、申請システム上で回答を行うとともに資料を修正し、審査用

資料として最新版の資料を申請システムに掲載する。 

7）委員会当日の諮問の有無の連絡（倫理委員会事務局） 

研究担当者が6）において対応した後、各委員長が諮問の有無について判断し、倫理委員会事

務局は、倫理委員会当日に諮問するか否かを事前に連絡する。諮問がある場合は、研究者は諮

問に応じなければならない。 

8）倫理委員会での審議（倫理委員会） 

申請書類は委員会の開催前に各委員のタブレット端末に、遅くとも開催4日前迄に事前配信 

する。 

委員会は最新版の書類・利益相反管理委員会からの結果をもとに審議する。 

なお、利益相反管理委員会への手続きを行っていない場合は、審議しない。 

審議事項、審議結果をまとめ議事録を作成し、次回の倫理委員会に報告し承認を得る。 

9）結果通知書の交付（倫理委員会） 

委員会での審査結果は、規定第3条第2項により通知される。 

5.2 結果通知書配布後 
各附属病院で行う研究は臨床研究（保険適応外診療を含む）審査委員会規程に則り、申請を行な

ければならない。 
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6. 審査結果 
審査結果の判定は、細則第3条基づき次の各号のいずれかとし、細則第4条により申請者へ通知

される。 

1． 承認 

2． 認めない 

3． 申請を要しない 

4． 修正を要する 

 

1)判定が『承認』の場合 

承認（条件付き）の場合は、申請者は倫理委員会の指示通り修正する。 

また委員会は申請者が委員会の指示通り修正したことの確認を委員長決裁とするかを決定す 

る。 

なお、倫理委員会からの「承認」通知後、申請者は当該申請研究開始にあたり関連委員会（東

京慈恵会医科大学における研究開始の申請フローチャート参照）の申請を行うことができる。 

2）判定が『認めない』の場合 

  申請した研究計画を実施することができない。 

3）判定が『申請を要しない』の場合 

申請課題が審査対象に該当しないという意味である。 

4）判定が『修正を要する』の場合 

申請者が倫理委員会の指摘通りに修正し、訂正版の書類を以って次の委員会にて審議を行う。 

また、審査結果に異議がある場合には、回答書により意見を述べることができる。 
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7.  迅速審査 
7.1  適応範囲  
申請者は、理由書を以って申請し、委員長ならびに委員長が指名した数名の委員により、研究

計画の軽微な変更、共同研究であって既に主たる研究機関において倫理審査委員会の承認を受

けた研究計画の審査、被験者に対して最小限の危険を超える危険を含まない研究計画の審査、

緊急性を要すると判断された場合に適応される。  

7.2  迅速審査の手順  
迅速審査により審査を行う場合、以下の手順に従う。  

1) 委員長は、必要に応じて数名の委員を招集し、定例委員会の開催を待たずに審査および 

判定を行う。  

2) 審査結果の判定は、原則として、次の各号のいずれかによる。  

１．承認 

２．認めない  

３．申請を要しない  

４．修正を要する  

3) 委員長は、迅速審査結果を次回の倫理委員会で報告する。  

 

8. 倫理委員会承認後について 
委員会承認後、研究者は以下の手続き、報告を行う。 

8.1 報告・手続き 
1)研究内容に従い、関連する委員会に申請を行う。（別紙研究開始のフォローチャートならび

に先進医療技術並びに症例確保、臨床研究、保険適用外診療の申請・承認・実施体制フォロー

チャート 参照） 

また、各附属病院を研究の実施場所とする場合は、必ず臨床研究審査委員会の議を経て実施医

療機関の長（病院長）の許可を得る。 

2)承認された研究計画の研究代表者は、申請システム上で年に1回倫理委員会に実施状況を必

要に応じて報告する。 

8.2 有害事象 
重篤な有害事象に関する手順書に則り報告する。 

8.3 研究計画の変更・延長 
研究途中に研究計画の変更、研究者の変更・追加もしくは研究期間の延長等があった場合、申

請システムにより「申請内容変更申請書」を申請し、倫理委員会の議を経る。また実施する附

属病院の臨床研究審査委員会の議を経る。 

なお、研究期間は最長2年間である。 

8.4 研究中断もしくは中止・終了 
1) 中断もしくは中止 

下記の事項が判明した場合は、ただちに研究を一旦中断もしくは中止し、遅延なく学長及び病

院長へ報告する(倫理委員会規定第5条4項、臨床研究実施規程第9条(3)) 

・ 重篤な有害事象(研究との因果関係が否定できず、転帰が死亡等の場合) 
・ 研究計画からの大幅な逸脱 (中止基準、投与量の逸脱等) 

・ 安全体制の不備 

・ 研究・治療成果が見込まれない 
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・ 研究の倫理的妥当性もしくは科学的合理性を損なう事実が判明した場合 

2) 終了 

研究終了した場合、申請システムより研究終了報告書を電子申請する。 

 

9. 倫理委員会事務局の設置および業務 
倫理委員会事務局を設置し、臨床研究支援センターがその任を担当する。 

倫理委員会事務局は、次の業務を行うものとする。 

（1） 委員会の開催準備 

（2） 委員会の会議の記録及びその概要の作成 

（3） 審査結果通知書の作成 

（4） 申請書類の受付および事前審査の依頼 

（5） 倫理委員会で審査された資料、会議の記録及びその概要、倫理委員会事務局が作成する試料

等の保存・管理 

（6） その他、倫理委員会に関する業務の円滑化を図るために必要な事務及び支援 

 

10 記録の保存・期間 
倫理委員会における審査に関する記録（文書を含む）の保管は学長管理下のもと、倫理委員会事務局

とする。 

2.倫理委員会において保存する保存資料等は以下のものである。 

（1） 倫理委員会に係る規程および手順書 

（2） 倫理委員会委員名簿 

（3） 審査された資料等 

（4） 倫理委員会の審査記録等 

（5） その他臨床研究の実施に関する重要な事項に係る必要と認めたもの 

3.2 の保存資料等は、臨床研究支援センター内に設置された施錠可能はキャビネットに保管される。 

倫理審査申請システム導入以降は、上記(3)の資料については電子媒体でも保管する。 

4.保管期間は、規程第 3 条第 5 項による。 

 

11 倫理委員等の役割・責務等 
11.1 倫理委員等の教育、研修の確保 
倫理指針（人を対象とする医学系研究に関する倫理指針）に則り、倫理委員会委員ならびにそ

の事務に従事する者は、審査および関連する業務に先立ち、倫理的観点及び科学的観点からの

審査等に必要な知識を習得するための教育・研修を受ける。 

11.2 情報公開 
当手順書、委員名簿、年間申請件数および会議記録の概要はホームページ上に公開される。 

また、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針第5章.第12.4に定められた研究に該当する 

場合、当該研究の情報がホームページ上に公開される。 

11.3 守秘義務 
倫理委員および倫理委員会事務局は、その業務上知り得た情報を正当な理由なく漏洩しては 

ならない。またその業務に従事しなくなった後も同様とする。学長宛に誓約書を提出するもの

とする。 

11.4 機関の長への報告 
倫理委員およびその事務に従事する者は、審査を行った研究に関連する情報の漏えい等、研 

究対象者等の人権を尊重する観点並びに当該研究の実施上の観点及び審査の中立性もしく 
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は公正性の観点から重大な懸念が生じた場合には、速やかに学長に報告する。 

 

12 その他 
12.1 研究者への倫理教育、研修会の確保 
倫理指針（人を対象とする医学系研究に関する倫理指針）に則り、学長は、研究に関する倫理

ならびに研究の実施に必要な知識及び技術に関する教育・研修を当該研究機関の研究者等が受

けることを確保するための措置を講じる。 

12.2 本手順書の施行及び改訂 
本手順書は平成29年5月30日から施行する。また、本手順書は、必要に応じ、検討を加えた上 

で、見直しを行うものとする。 



東京慈恵会医科大学利益相反管理規程 

 

制定 平成 21年 6月 25日 

改定 平成 24年 3月 1日 

第 1章 総則 

(目的) 

第 1条 この規程は、東京慈恵会医科大学利益相反マネジメント・ポリ

シーに基づき、東京慈恵会医科大学(以下「本学」という。)の教

職員等の利益相反を適切に管理し、かつ、教職員等の利益相反に

よる不利益の防止を図ることを目的とする。 

 

(適用範囲) 

第 2条 この規程は、次の各号に掲げる者について適用する。 

(1)本学の役員 

(2)本学に常勤・非常勤を問わず雇用されている教職員 

(3)本学の大学院生、学生で、産官学連携活動に参加することが明記されてい

る者 

(4)その他第４条に規定する委員会が指定する者 

 

(利益相反管理の対象) 

第 3条 この規程に基づく利益相反の管理は、前条各号に規定する者が次

の各号に掲げる活動を行う場合を対象として行うものとする。な

お、前条各号に規定する者と生計を一にする配偶者および一親等

についても利益相反が想定される場合には利益相反管理の対象

となる。 

(1)学外に対して産官学連携活動を含む社会貢献活動(企業等へ兼

業、共同研究、受託研究等)を行う場合 

(2)企業等から一定額以上の金銭(給与、謝金、原稿料等)若しくは

便益(物品、設備、人員等)の供与又は株式等の経済的利益(公的

機関から受けたものは除く。)を得る場合 

(3)企業等から一定額以上の物品、サービス等を購入する場合 

(4)その他次条に規定する委員会が対象とすることを認める場合 

 

第 2章 利益相反管理委員会 

(設置) 

第 4条 利益相反を適正に管理するため、利益相反管理委員会を置く。 

 

(審議事項) 

第 5条 利益相反管理委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。 

(1)利益相反による弊害を防止するための施策の策定に関すること。 



(2)利益相反に関して個々のケースが本学として許容できるか否か

に関すること。 

(3)利益相反管理のための調査に関すること。 

(4)利益相反に関する社会への情報公開に関すること。 

(5)その他本学の利益相反に関する重要事項 

 

(利益相反管理のための調査) 

第 6条 前条第 3号に規定する調査は、次の各号に掲げる方法により実施

する。 

(1)利益相反自己申告書の請求 

(2)事情聴取 

(3)助言指導等 

(4)状況観察 

(5)その他利益相反管理のための調査に必要と認める方法 

2 前項各号に掲げる調査の実施手続は、利益相反管理委員会が決

定する。 

 

(審査、勧告、決定等の手続) 

第 7条 利益相反管理委員会は、前条の規定により実施した調査に基づき、

利益相反状況を審査し、第２条に規定する者の利益相反に関して大

学として許容できるか否かについて判定する。 

2 利益相反管理委員会は、前項の規定による審査の結果、改善が必
要と判断した活動を行う者に対しては、改善勧告を行うものとす

る。 

3 利益相反管理委員会は、前項の改善勧告を行った場合は、当該活
動を行う者の状況を観察する。 

 

(不服申し立て) 

第 8条  利益相反管理委員会の決定に不服があるときは、委員会からの結果

通知を受けた後 14日以内に、学長宛の不服申し立て審査請求書を利

益相反管理委員会に提出することにより、再審査を請求することが

できる。 

2 学長は、前項の再審査の請求を受けたときは、利益相反再審査委員

会を設置できる。同委員会は速やかに再審査を行う。 

3 利益相反再審査委員会は、学長が指名する若干名で構成し、委員長

は学長が指名する。 

4 利益相反再審査委員会は、再審査の請求に係る活動についての審査

結果を学長に報告する。 

5 学長は、当該活動について改善が必要であると認めるときは、当該

活動を行う者に対して改善を命じ、改善が必要でないと認めるとき



は、利益相反管理委員会の改善勧告を取消し、その旨を当該活動を

行った者に通知する。 

 

(利益相反自己申告書等の保存) 

第 9条 利益相反管理委員会は、提出された利益相反自己申告書等を個人

情報として管理し、５年間保存する。 

 

(研修の実施) 

第 10条 利益相反管理委員会は、利益相反管理の対象となり得る者に対

して、適宜説明会を開催する。 

 

(情報開示) 

第 11条 利益相反管理委員会は、本学の利益相反に関する情報を必要な

範囲で学外に開示することにより、社会に対する説明責任を果

たすものとする。 

2 利益相反に関する学外からの調査等に対しては、利益相反管理

委員会が対応する。 

3 利益相反管理委員会は、学外への情報開示に当たって、教職員

その他の者の個人情報の保護に留意するものとする。 

 

(組織) 

第 12条 利益相反管理委員会は、学長が指名する数名の委員をもって組

織する。 

2 前項の学長が指名する委員の任期は、2年とする。ただし、再

任を妨げない。 

3 利益相反管理委員会の委員長は学長が任命する。 

4 委員長は、利益相反管理委員会を招集し、その議長となる。た

だし、委員長が不在になる場合は、あらかじめ委員長が指名し

た委員がその職務を代行する。 

 

(開催) 

第 13条 利益相反管理委員会は、必要に応じて適宜開催する。 

 

(定足数及び議決) 

第 14条 利益相反管理委員会は、委員の 2分の 1以上の出席をもって成

立する。議決は出席者の過半数による。 

 

(意見の聴取) 

第 15条 利益相反管理委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出

席を求め、その意見を聴くことができる。 



第３章 利益相反相談窓口 

(設置) 

第 16条 利益相反による問題を未然に防ぐため、教職員の相談窓口を研

究支援課に設置する。 

 

(業務) 

第 17条 利益相反相談窓口は、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1)利益相反管理委員会及び相談窓口に関する業務は、関係部署の

協力を得て、研究支援課が行う。 

(2)教職員からの利益相反に関する質問又は相談に対する助言及び

指導に関すること。 

(3)業務に関する報告書をまとめ、利益相反管理委員会に提出する

こと。 

(4)その他利益相反委員会より付託された利益相反に関する事項の

検討。 

 

第４章 守秘義務 

(委員等の義務) 

第 18条 利益相反管理委員会の委員並びに利益相反相談窓口は、職務上

知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後

も同様とする。 

2 第１５条の規定により利益相反管理委員会に出席を求められた

者及び次条の規定により事務を行う者については、前項の規定を

準用する。 

 

第５章 雑則 

(雑則) 

第 19条 この規程に定めるもののほか、利益相反の管理に関し必要な事

項は、別に定める。 

 

(規程の改廃)   

第 20条 この規程の改廃は、利益相反管理委員会の議を経て学長が行う。  

 

附 則 

この規程は、平成 21年 7月 1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 24年 3月 1日から施行する。 

 



 

(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 

 

専門修得コースプログラム概要を参照 

 

（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         140 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        

猿田 雅之 消化器･肝臓内科 診療部長          21年  

井口 保之 神経内科 診療部長          25年  

横尾 隆 腎臓･高血圧内科 診療部長          27年  

黒坂 大太郎 リウマチ･膠原病内科 診療部長          33年  

吉村 道博 循環器内科 診療部長          32年  

宇都宮 一典 糖尿病・代謝・内分

泌内科 

診療部長          39年  

矢野 真吾 腫瘍・血液内科 診療部長          29年  

桑野 和善 呼吸器内科 診療部長          36年  

大野 岩男 総合診療部 診療部長          39年  

繁田 雅弘 精神神経科 診療部長       35年  

井田 博幸 小児科 診療部長          37年  

朝比奈 昭彦 皮膚科 診療部長          31年  

大木 隆生 外科 統括責任者          31年  

丸毛 啓史 整形外科 院長･講座責任者          37年  

村山 雄一 脳神経外科 診療部長          29年  

宮脇 剛司 形成外科 診療部長          29年  

國原 孝 心臓外科 診療部長          27年  

岡本 愛光 産婦人科 診療部長          32年  

頴川 晋 泌尿器科 診療部長          37年  

中野 匡 眼科 診療部長         31年  

小島 博己 耳鼻咽喉科 診療部長          31年  

安保 雅博 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ^ｼｮﾝ科 診療部長      28年  

尾尻 博也 放射線科 診療部長        29年  

上園 晶一 麻酔科 診療部長      30年  

瀧浪 將典 ＩＣＵ 診療部長      30年  

炭山 和毅 内視鏡部 診療部長      20年  

堀 誠治 感染制御部 診療部長      39年  

鷹橋 浩幸 病院病理部 診療部長 30年  

武田 聡 救急部 診療部長      27年  

林 勝彦 歯科 診療部長 28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。 











































































































<該当せず> 

 

(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 

 

4 医師、歯科医師以外の医療従事者等に対する研修 

① 医師、歯科医師以外の医療従事者に対する研修の実施状況（任意） 

 ・研修の主な内容 

 ・研修の期間・実施回数 

 ・研修の参加人数 

 

② 業務の管理に関する研修の実施状況（任意） 

 ・研修の主な内容 

 ・研修の期間・実施回数 

 ・研修の参加人数 

 

③ 他の医療機関に所属する医療関係職種に対する研修の実施状況 

 ・研修の主な内容 

 ・研修の期間・実施回数 

 ・研修の参加人数 

 

(注) 1 高度の医療に関する研修について、前年度実績を記載すること。 

(注) 2 「③他の医療機関に所属する医療関係職種に対する研修の実施状況」については、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についてのみ記載すること。また、日本全国の医療機関に勤務する医療

従事者を対象として実施した専門的な研修を記載すること。 

 

 



 
 

(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 院長 丸毛 啓史 

  管理担当者氏名 事務部長 横山 秀彦 
 

 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 院長室、管理課 
業務課他 

主に年度別、診療科別に
各部署にて保管。 
診療録は患者毎に保管。 
病院外への持ち出しは
認めていない。 

各科診療日誌 管理課、業務課 他 
処方せん 診療情報室 
手術記録 診療情報室 
看護記録 診療情報室 
検査所見記録 診療情報室 
エックス線写真 診療情報室 
紹介状 診療情報室 
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 

診療情報室 

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 人事課 
臨床研修センター 
教員・医師人事室 

従事者数の帳簿は、電子
媒体、紙媒体で保管。 
その他は、年度毎に電子
媒体、紙媒体で各部署に
て保管。 

高度の医療の提供の実績 診療各科、管理課 
高度の医療技術の開発及び評価
の実績 

診療各科、管理課 

高度の医療の研修の実績 診療各科、管理課、 
臨床研修センター 

閲覧実績 管理課、業務課 
紹介患者に対する医療提供の実
績 

診療各科 

入院患者数、外来患者及び調剤
の数を明らかにする帳簿 

管理課、業務課、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 

医療安全推進室及び関
係各部署 

医療安全管理指針に基
づき年1回以上、指針の
改定等の必要性につい
て審議する 

医療に係る安全管理のための委
員会の開催状況  

医療安全推進室 毎月、セ－フティマネジメ
ント委員会を開催。医療
安全推進室「委員会」ファ
イル 

医療に係る安全管理のための職
員研修の実施状況 

医療安全推進室 
年度計画を立て、医療安
全関係研修会等を企画
医療安全推進室「教育研
修」ファイル 

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 

医療安全推進室 
セ-フティマネジメント委

員会、セ-フティマネ-ジャ

-会議にて分析、指導を実

施。重大事例には事例検討

会を開催し分析、再発防止

策を検討医療安全推進室

「管理」ファイル 



 
 

 
 

 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 東京慈恵会医科大学附
属病院感染対策指針によ
る 

院内感染対策のための委員会の
開催状況  

感染対策室 毎月、感染対策委員会を
開催。感染対策室「感染
対策委員会」ファイル 

従業者に対する院内感染対策の
ための研修の実施状況  

医療安全推進室 
感染対策室 

年度計画を立て、感染対
策関係研修会等を企画。
医療安全推進室「教育研
修」ファイル 

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  

感染対策室 感染対策委員会にて報
告、検討 
院内ラウンドの実施 
感染対策室ファイル 

医薬品安全管理責任者の配置状
況  

医療安全推進室 東京慈恵会医科大学附
属病院医療安全管理指
針による 

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  

医療安全推進室 年度計画を立て、医薬品
安全使用関係研修会等
を企画。医療安全推進室
「教育研修」ファイル 

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
   

医療安全推進室 東京慈恵会医科大学附
属病院セーフティマネ
ジメントマニュアル「医
薬品安全使用のための
業務手順書」 
実施状況調査ファイル 

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 

医療安全推進室 医薬品安全使用のための

業務手順書 
「病棟部門･手術部門・集
中治療部門・外来部門･
薬剤部･輸血部等」ファイ
ル 

医療機器安全管理責任者の配置
状況 

医療安全推進室 東京慈恵会医科大学附
属病院医療安全管理指
針による 

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 

医療安全推進室 年度計画を立て、医療機
器安全使用関係研修会
等を企画 

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 

臨床工学部 前年度に次年度計画を
立てて実施。 
点検結果は紙媒体を保
管、現在電子媒体への移
行を進めている。 

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 

医療安全推進室 東京慈恵会医科大学附
属病院セーフティマネ
ジメントマニュアル 
「医薬機器の使用に関す

る安全管理規程」による 



 
 

 
 保 管 場 所 管 理  方  法 
 病院の管理 
 及び運営に 
 関する諸記 
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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 
 

東京慈恵会医科大学附
属病院医療安全管理指 
針による 

専任の院内感染対策を行う者
の配置状況 

感染対策室 東京慈恵会医科大学附
属病院医療安全管理指 
針による 

医薬品安全管理責任者の業務
実施状況 

医療安全推進室 東京慈恵会医科大学附
属病院医療安全管理指 
針による 

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 

診療情報室 東京慈恵会医科大学附
属病院インフォームド
・コンセントに関する
規程による 

診療録等の管理に関する責任
者の選任状況 

診療情報室 東京慈恵会医科大学附
属病院診療情報管理規
程による 

医療安全管理部門の設置状況 医療安全推進室 東京慈恵会医科大学附
属病院医療安全管理指 
針による 

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 

管理課 東京慈恵会医科大学附
属病院高難度新規医療
技術審査委員会規程に
よる 

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 東京慈恵会医科大学附
属病院未承認新規医薬
品等審査委員会規程に
よる 

監査委員会の設置状況 管理課 東京慈恵会医科大学附
属病院医療安全監査委
員会規程による 

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 

医療安全推進室 死亡例報告書・医療安
全連絡会議議事録 

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 

医療安全推進室 東京慈恵会医科大学附
属病院医療安全管理指 
針による 

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 

医療安全推進室 東京慈恵会医科大学附
属病院患者相談室運営
規程による 

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
供を受け付けるための窓口の
状況 

医療安全推進室 携帯版セーフティマネ
ジメントマニュアルに
受付窓口を掲載 

職員研修の実施状況 医療安全推進室 年度計画を立て、医療
安全関係研修会等を企
画医療安全推進室「教
育研修」ファイル 

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

医療安全推進室 
 

東京慈恵会医科大学附
属病院医療安全管理指 
針による 



 
 

めの研修の実施状況 
管理者が有する権限に関する
状況 

秘書課 学校法人慈恵大学理事

会業務委任規則、東京

慈恵会医科大学附属病

院副院長選任等規程、

東京慈恵会医科大学附

属病院業務分掌による 

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 

監査室 
秘書課 

学校法人慈恵大学内部

監査規程、学校法人慈

恵大学事務業務分掌規

程、学校法人慈恵大学

寄附行為、学校法人慈

恵大学監事職務執行規

則による 

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 

秘書課 学校法人慈恵大学理事

会会議規則による 

(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              院長 丸毛 啓史 

 閲 覧 担 当 者 氏 名              事務部長 横山 秀彦 

 閲覧の求めに応じる場所              附属病院会議室 

 閲覧の手続の概要 

 

病院若しくは病院長宛の文書による依頼に基づき、病院長が認めた内容について閲覧場所 

（附属病院会議室）を定めて実施。 

 閲覧時は、当院教職員が立ち会うものとする。 

 

(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        4 件 
  閲 覧 者 別   医        師    延        0 件 

  歯  科  医  師    延        0 件 
      国    延        1 件 
  地 方 公 共 団 体    延        3 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.医療安全管理に関する基本的な考え方 
 2.医療安全管理のための組織・体制 
 3.医療に係わる安全管理のための職員研修 
 4.医療問題発生時の報告・対応 

5.医療事故発生時の対応 
6.患者との情報共有（次回改定時に掲載） 
7.基本指針の開示 （次回改定時に掲載） 
8.他の特定機能病院と連携した相互立入り及び技術的助言の実施（次回改定
時に掲載） 

 9.附属4病院の連携強化（次回改定時に掲載） 
10.医療安全監査委員会の設置（次回改定時に掲載） 
  

 

 
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 ）名称：セーフティマネジメント委員会 
・ 開催状況：年 １２回 
・ 活動の主な内容： 

1.医療事故防止対策の検討 

 2.医療事故の分析及び再発防止策の検討 

 3.医療事故防止のための提言 

 4.医療安全推進のための啓発､教育､広報及び出版 

 5.医薬品､医療機器の安全管理及び院内感染の防止 

 6.医療安全の推進に関すること 

 7.スタットコール(院内救急)に関すること 
  8.院内迅速対応システム(RRS)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２１３回 

 
・ 研修の主な内容： 

1.セーフティマネジメント基礎研修会 

 2.4病院合同セーフティマネジメントシンポジウム 

 3.転倒転落･窒息予防のための講習会 

 4.派遣･委託職員対象セーフティマネジメント研修会 

 5.BLSコース／ICLSコース 

 6.医薬品・医療機器安全使用のための講習会 

 7.Team STEPPS講習会（エッセンシャルコース・アドバンストコース） 

8.中途採用・異動者・復職者オリエンテーション 

  9.管理者のための医療安全・感染対策研修会 

 10.レジデントを対象とした医療安全・感染対策研修会 
 

 

 
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.院長、医療安全管理部長、副部長及び医療安全推進室等の管理部門への 

   報告体制の確立と組織的対応の実施 

  2.ネットワークパソコンによる医療問題発生報告システムの運用 

  3.緊急セーフティマネジメント委員会での事実確認及び組織的対応の実施 

  4.セーフティマネジメント委員会及びセーフティマネージャー会議、医療安

全推進室を通じた再発防止策の周知と徹底 

  5.医療問題分析ツールＲＣＡ分析による根本原因の分析と対策立案 

  6.問題種別のワーキンググループによる再発防止対策の立案と実践 

  7.医療安全院内ラウンドによる評価、検証、フィードバックの実施 

  8.関東信越厚生局及び東京都福祉保健局、日本医療機能評価機構への適切な 

報告 

  9.所轄警察署への適切な報告 

 10.異状死届出ガイドラインの整備 

 11.医療事故等に関する判定委員会の設置と医療事故等公表基準の整備 

12.医療事故調査制度に関する院内事故調査委員会設置基準の整備 
 

(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： 

1.院内感染対策に関する基本的な考え方 
2.院内感染対策のための組織 
3.院内感染対策のための教職員に対する研修 
4.感染症の発生状況の報告に関する基本方針 
5.院内感染発生時の対応に関する基本方針 
6.当該指針の閲覧 
7.院内感染対策推進のために必要なその他の基本方針 

 
 
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.菌検出状況報告と対策の検討 
2.抗菌薬使用状況報告と対策の検討 
3.感染に関する問題発生報告と対策の検討 
4.血液体液汚染発生状況報告と対策の検討 
5.感染対策のための啓発、教育、広報に関する検討 
6.感染対策指針およびマニュアルの改訂、運用に関する検討 

 
 
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９８回 

 
・ 研修の主な内容： 

1.感染対策ベーシックレクチャー 
2.耐性菌の感染対策 
3.抗菌薬適正使用について 
4.針刺し事故対策 
5.研修医オリエンテーション：感染対策について 
6.新入職看護師に対する技術研修 
7.委託業者対象感染対策勉強会（新型インフルエンザ・ノロウイルス） 
8.ガフキーカンファレンス（結核患者の画像データ等を題材とした症例検討会） 
9.医局会・病棟等への訪問レクチャー 
10.中途採用・異動者オリエンテーション 

   11.管理者のための医療安全・感染対策研修会 
   12.レジデントを対象とした医療安全・感染対策研修会 
 
 
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： 

感染対策上重要な病原体が検出されると、検査室よりただちに感染対策室へ報告される。また、 
画像診断部医師による読影の際、結核が否定できない所見が発見された場合も感染対策室に報告 
されることとなっている。病棟などで、感染症の疑いが発生した場合にも、ただちに感染対策室 
へ報告され、担当者が対応する体制となっている。さらに、全病棟に病棟ICTを立ち上げ、感染 
対策室と定期的にミーティングを開催している。 

 

(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１６回 

 
・ 研修の主な内容： 

・初期臨床研修医オリエンテーション（H29.4.4） 
「処方せんと麻薬の取扱い」  
・新人薬剤師研修会（H29.4.7） 
「医療安全における医薬品の安全管理」 

・医薬品安全使用セミナー（H29.4.17、H29.4.18、H29.4.19）計 6回開催 

「麻薬取扱いにおける注意点～院内の麻薬注射を中心として～」  

・医薬品安全使用セミナー（H29.8.21、H29.8.22、H29.8.23）計 5回開催 

「大腸内視鏡検査における経口腸管洗浄剤の安全な使用について」 

・医薬品・医療機器安全使用セミナー（H29.7.21） 

  「薬の安全な使用について」 

・医薬品・医療機器安全使用セミナー（H29.11.17） 

  「処方オーダのポイントと注意点について」 

・医薬品・医療機器安全使用セミナー（H30.2.23） 
  「電子カルテにおける医薬品の安全使用に向けて」 
 
 
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： 
  （主な改定内容） 
  ・薬事委員会、外来部門、病棟部門、薬剤部、集中治療部門に特定機能病院の承認要件に関連す 

る業務手順を追加ならびに修正 

・ハイリスク薬について、採用薬変更に伴う一覧掲載品目の追加ならびに削除 

 

手順書（チェックリストとして使用可）を関係部署へ配布し、実施状況の調査を年3回実施 

し、記録した。 
 
 
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）： 

・臍帯血移植後の生着不全に対する再移植でのセルセプトの使用 
同種臍帯血移植のGVHD発症抑制にはプログラフとメソトレキセートが用いられます。しかしメ
ソトレキセートは粘膜障害と骨髄抑制を併発し、移植後重篤な感染症や生着不全を来す可能性
があります。 
そこで移植後の生着不全などで状態の悪い患者に移植を行うとき、メソトレキセートの代わり
にセルセプトが使用 

 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容：  

・ハイリスク薬の掲載品目を見直し、新規更新し院内周知を行った。 

・電子カルテ導入に伴うマニュアルの見直しを行った。 

①抗がん剤の投与に関する注意事項の改定 

②医薬品関連マニュアルの改定 



 
 
 

 
各分院の電子カルテ導入後の本マニュアルを参考に改定を行った。 

・薬剤部医薬品情報室および病棟薬剤師と連携し、メーカー、インターネットからの情報収集、 

部外講習会への参加をするなどして情報の収集を行い、必要に応じて院内への情報提供を行っ 

た。 

 

(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441回 

 
研修の主な内容：平成29年度実績 
 
5月12日（金）医療機器安全管理講習会「保育器の安全使用について」 
5月26日（金）医療機器安全管理講習会「人工呼吸の安全使用について」 
6月 9日（金）医療機器安全管理講習会「補助循環（人工心肺・IABP・PCPS)の安全使用について」 
7月 7日（金）医療機器安全管理講習会「血液浄化装置の安全使用について」 
7月21日（金）医薬品・医療機器安全講習会「輸液ポンプ・シリンジポンプの安全使用について」 
9月15日（金）医療機器安全管理講習会「心電図モニタ・除細動器の安全使用について」 
10月13日（金）医療機器安全管理講習会「保育器の安全使用について」 
10月27日（金）医療機器安全管理講習会「人工呼吸の安全使用について」 
11月17日（金）医薬品・医療機器安全講習会「酸素療法について」 
12月 8日（金）医療機器安全管理講習会「補助循環（人工心肺・IABP・PCPS)の安全使用について」 
1月19日（金）医療機器安全管理講習会「血液浄化装置の安全使用について」 
2月 9日（金）医療機器安全管理講習会「心電図モニタ・除細動器の安全使用について」 
2月23日（金）医薬品・医療機器安全講習会「PCAポンプの安全使用について」 
 
医療機器安全講習会 （開催回数、出席者数） 
1）放射線部       20回（前年比：+ 1回）（参加者： 466名  前年比：-187名） 
2）中央検査部        11回（前年比：+ 3回）（参加者： 119名  前年比：+ 42名） 
3）リハビリテーション科 20回（前年比：+13回）（参加者： 145名  前年比：+102名） 
4）臨床工学部      390回（前年比：+58回）（参加者：2937名  前年比：+ 28名） 
総計:441回（前年比：+75回）（参加者総数：3667名 前年比：-15名） 
内）｢医療機器安全使用のための講習会｣ 13回（前年比：±0回） 
（参加者：711名 前年比：- 169名） 
 
 
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、除細動器、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については、保守点検計画書に基づいた定期点検を
実施し、医療機器安全管理責任者が代表を務める「医療機器安全管理作業部会」にて進捗状況を報告
している。その他、輸液ポンプ、シリンジポンプ、心電図モニタなどは「定期点検提出マニュアル」
に準じて点検を実施している。また、機器ごとに「次回定期点検日」を貼付し、点検日が超過してい
る機器については「督促状」を配布している。使用前、使用中、使用後点検についてはセーフティマ
ネジメントマニュアルに準じて使用者が実施している。 
 
 
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）： 

平成29年9月 膜型人工肺のExCO2測定回路について 



 
 
 

 
 

  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 
1.病院保有でない医療機器を使用する際は「医療機器（臨時）使用許可願い」を提出することとなっ
ており、医療機器安全管理責任者への報告もなされている。 
2.未承認等の医療機器については、未承認医薬品等審査委員会（平成29年度新設）にて審議する。 
3.その他の情報収集と改善のための方策の実施状況は以下のとおりである。 
 
1）安全性情報 
①診療連絡速報（2回発行） 
平成29年7月  NO.29-(76)A 
セーフティマネジメントマニュアル「医療機器の保守点検安全使用に関する管理手順書」改定」 
平成29年11月  NO.29-(177)A 
AED設置（新設）のお知らせ 
 
②診療連絡報（13回発行） 
平成29年4月  NO.29-(11)B 
「医療機器の不具合等に関する自主回収製品への対応報告(3月分)」 
平成29年6月  NO.29-(53)B 
「酸素ボンベ使用後（保管時）の注意点」 
平成29年6月  NO.29-(60)B 
「医療機器の不具合等に関する自主回収製品への対応報告（5月分）」 
平成29年7月  NO.29-(79)B 
「医療機器の不具合等に関する自主回収製品への対応報告（6月分）」 
平成29年8月  NO.29-(101)B 
「医療機器の不具合等に関する自主回収製品への対応報告（7月分）」 
平成29年9月  NO.29-(117)B 
「医療機器の不具合等に関する自主回収製品への対応報告（8月分）」 
平成29年10月  NO.29-(133)B 
「医療機器の不具合等に関する自主回収製品への対応報告（9月分）」 
平成29年11月  NO.29-(166)B 
「医療機器の不具合等に関する自主回収製品への対応報告（10月分）」 
平成29年12月  NO.29-(185)B 
「医療機器の不具合等に関する自主回収製品への対応報告（11月分）」 
平成30年1月  NO.29-(216)B 
「医療機器の不具合等に関する自主回収製品への対応報告（12月分）」 
平成30年1月  NO.29-(218)B 
「医療機器の不具合等による自主回収報告（クラスⅠ）（体外式膜型人工肺/泉工医科工業）」 
平成30年2月  NO.29-(234)B 
「医療機器の不具合等に関する自主回収製品への対応報告（1月分）」 
平成30年3月  NO.29-(249)B 
「医療機器の不具合等に関する自主回収製品への対応報告（2月分）」 
 
③おしらせ（発行なし） 
 
2）医療機器安全管理作業部会情報 
①医療機器安全管理情報（5回発行） 
平成29年5月39号 
「新たな機器管理ソフトを導入！」 
平成29年6月40号 
「セントラルモニタ「適正使用」のお願い」 
平成30年3月41号 
「人工呼吸器関連インシデント報告」 
平成30月3月42号 
「CE点検依頼票 ～SBAR活用～ 集計報告」 
平成30年3月43号 
「輸液ポンプに関する事前のチェックポイント」 
 
3）医療機器の不具合情報の発信（発生時随時） 
自主回収報告数（発生件数） 
合計：23件（クラスⅠ：1件、クラスⅡ：22件、クラスⅢ：0件、計23件） 
 

(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 
 
病院長からの任命により、医療安全担当副院長（医師）が医療安全管理部部長ならびにセーフティマ
ネジメント委員会委員長を務める。 
 
 
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 

薬剤部医薬品情報室および病棟薬剤師と連携し、メーカー、インターネットからの情報収集、 

部外講習会への参加をするなどして情報の収集を行い、必要に応じて院内への情報提供を行って 

いる。 

【情報提供の実施方法】 

・診療連絡速報の配信 ・病棟薬剤師によるスタッフへの直接的な情報提供 

・病棟カンファレンスでの周知 ・DIニュース配布による周知 ・院内の関連会議での報告 

・イントラネット利用による周知 

・未承認等の医薬品の使用に係る必要な業務の実施状況 

医療安全管理部部長は、未承認新規医薬品等の使用の適否、使用条件等について意見を述べる未承 

認新規医薬品等審査委員会を設置する。委員会は、未承認新規医薬品等医療を実施しようとする診 

療部長から申請された実施計画及び成果内容等について、倫理的、科学的及び社会的観点から審査 

（審議）し、医療安全管理部部長は、委員会の意見を踏まえ、その審査結果を病院長へ報告し、 

病院長はその承認結果を診療部長へ通知している。 

・担当者の指名の有無（有・無） 

・担当者の所属・職種： 

（所属：医療安全管理部，職種：医師）       

（所属：医療安全管理部，職種：医薬品安全管理責任者） 
（所属：薬剤部，    職種：薬剤師）  
（所属：医療安全管理部，職種：医療機器安全管理責任者） 
（所属：臨床工学部，  職種：医療機器安全管理実務担当者） 

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

：【遵守状況の確認】 

1.定期的に監査―質的監査、病棟監査、幹部職員ラウンド 

2.個別指導 



 
 
 

 

：【指導の主な内容】 

1.同意取得時の診療録への記録の徹底 

2.同意取得時の別添資料の有無の記載の徹底 

 

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： 

【記載内容の確認】 

1.定期的に監査―質的監査、病棟監査、量的監査（日次）、幹部職員ラウンド 

2.個別指導 

【指導の主な内容】 

1.記載マニュアルを基に記載方法の周知 

2.書き方講習会の開催 

3.病歴の記載不備、注射、処方、処置の必要性の記載不備の改善指導 

4.研修医の記載に関する、指導医の指導及び確認内容の記載の徹底を指導 

⑥ 医療安全管理部門の設置状況  有・無 

・所属職員：専従（６）名、専任（２）名、兼任（４）名 

 うち医師：専従（０）名、専任（２）名、兼任（３）名 

 うち薬剤師：専従（１）名、専任（０）名、兼任（０）名 

 うち看護師：専従（２）名、専任（０）名、兼任（０）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.医療に係わる安全管理のための教職員研修 

2.医療問題発生時の対応 

3.医療事故発生時の対応 

4.医療問題発生報告システムを活用した標準的な医療から逸脱した症例（オカレンス）の把握 

5.医療安全ラウンドによる予防対策等の実施状況評価、検証、フィードバックの実施 

6.院内で実施されるハイリスク治療の早期把握ならびに関係者の情報共有を目的とした「ハイリス 

  ク症例カンファレンス」の開催 

7.患者相談窓口の設置 

8.患者との情報共有 

9.附属 4病院の連携強化（情報の共有） 



 
 
 

 

10.他施設との連携強化（情報の共有） 

※ 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（１件）、及び許可件数（１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： 

  高難度新規医療技術の提供を正しく行うため、関連部署への説明やイントラネットを活用した広

報など啓蒙活動を行っている。また、医療安全管理部門と管理課にて情報を共有し、申請から高

難度新規医療技術審査委員会の開催を経て可否の決定までを確実に行っている。 

・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（１７件）、及び許可件数（１５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： 

・未承認新規医薬品等の使用申請内容を確認するとともに、未承認新規医薬品等審査委員会に対して 

当該未承認新規医薬品等医療の提供の適否、実施を認める条件等について意見を求める。 

・未承認新規医薬品等審査委員会が述べた意見を踏まえ、当該未承認新規医薬品等医療の提供の適否 

等について決定し、申請を行った診療科の長に対し結果を通知する 

・未承認新規医薬品等医療が適正な手続きに基づいて提供されていたか否かに関し、定期的又は術後 

に患者が死亡した場合、その他必要な場合に、手術記録、診療録等の記載内容を確認する 

・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３９１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１３３件（３ｂ以上） 

・上記に関する医療安全管理委員会の活動の主な内容 

【セーフティマネジメント委員会】 

  1.オカレンス・インシデント・アクシデントレポートに基づいた事例の把握ならびに原因分析に基

づいた防止対策・改善策についての協議ならびに院長への具申 

2.医療安全改善策の関連各部署への周知徹底の指導ならびに支援 

3.医療安全活動推進のための啓発、教育、広報活動 

4.医薬品ならびに医療機器の安全管理推進活動 

5.院内感染対策推進活動 

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：東海大学医学部付属病院、藤田保健衛生大学七栗記念病院）・無） 

・他の特定機能病院等からの立入り受入れ 

（ 有（病院名：東海大学医学部付属病院、藤田保健衛生大学七栗記念病院）・無） 

・技術的助言の実施状況 

セーフティマネージャーは医師やリハビリ技師を含めた全ての部門から選出した方が良い。（藤田

保健衛生大学七栗記念病院） 

緊急コールの番号が日中と夜間・休日で異なる。全教職員が間違いなく対応できるようにするため

にもコール番号を統一できると良い。（藤田保健衛生大学七栗記念病院） 

安全性を高めるために、RRSの体制を早めに構築した方がよい。（東海大学医学部付属病院） 

中途採用者の研修会は業務開始前に行えるような運用を検討した方が良い。（東海大学医学部付属

病院） 

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 

患者相談窓口の設置 

 

 



 
 
 

 

⑫ 職員研修の実施状況 

・研修の実施状況   年２１３回 

1.セーフティマネジメント基礎研修会 

2.4病院合同セーフティマネジメントシンポジウム 

3.転倒転落･窒息予防のための講習会 

4.派遣･委託職員対象セーフティマネジメント研修会 

5.BLSコース／ICLSコース 

6.医薬品・医療機器安全使用のための講習会 

7.Team STEPPS講習会（エッセンシャルコース・アドバンストコース） 

8.中途採用・異動者・復職者オリエンテーション 

9.管理者のための医療安全・感染対策研修会 

10.レジデントを対象とした医療安全・感染対策研修会 

（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 

管理者：特定機能病院管理者研修 

医療安全管理責任者： 医療事故調査制度研修会 

医薬品安全管理責任者：特定機能病院管理者研修 

医療機器安全管理責任者：特定機能病院管理者研修 

（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） 
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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 

東京慈恵会医科大学附属病院長候補者選考委員会は、病院長候補者の選考にあたり、東京慈恵会医

科大学の各病院長選任等規則第４条第１項の規定に基づき、病院長に求められる資質・能力等につ

いて次のとおり定める。なお、本学の定める病院の理念や基本方針を理解し、それを遂行しなけれ

ばならない。  

  

１．医師であること  

２．心身ともに健全にして人格高潔であること  

３．組織管理能力など病院の管理運営上必要な資質、能力を有すること  

４．医療安全確保のために必要な資質・能力を有すること  

５．診療及び臨床教育に関しての識見を有すること  

  

【病院の理念】  

「病気を診ずして病人を診よ」の教えに基づき、質の高い医療を実践し、医療人を育成すること   

により、社会に貢献し、患者さんや家族から信頼される病院をめざす。  

  

【病院の基本方針】  

・患者さんや家族が満足する良質な医療を実践する。  

・先進医療の開発・導入など、日々、医療水準の向上に努める。  

・優れた技能を身につけ、豊かな人間性と倫理観を兼ね備えた医療人を育成する。  

・地域社会と連携し、きめ細やかな医療サービスを提供する。  

・全職員が誇りをもって働ける職場づくりを実践する。 

 

・ 基準に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 

・ 公表の方法 

 病院ホームページに公開 
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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 

管理者の選考が「有」の場合は、病院ホームページに公開 

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 

谷口 郁夫 慈恵大学 

専務理事 

○ 東京慈恵会医科大学附属病院長

候補者選考委員会 

に関する内規第3条第1項第1号委

員 

[寄附行為]理事 

第6条第1項第3号(教員) 

第6条第1項第4号(職員) 

第 6条第 1項第 6号(学識経験者) 

有・無 

宇都宮 一典 慈恵大学 

理事 

 東京慈恵会医科大学附属病院長

候補者選考委員会 

に関する内規第3条第1項第1号委

員 

[寄附行為]理事 

第6条第1項第3号(教員) 

第6条第1項第4号(職員) 

第 6条第 1項第 6号(学識経験者) 

有・無 

髙橋 則子 慈恵大学 

理事 

 東京慈恵会医科大学附属病院長

候補者選考委員会 

に関する内規第3条第1項第1号委

員 

[寄附行為]理事 

第6条第1項第3号(教員) 

第6条第1項第4号(職員) 

第 6条第 1項第 6号(学識経験者) 

有・無 

中野 匡 東京慈恵会医科大

学附属病院 

眼科 診療部長 

 東京慈恵会医科大学附属病院長

候補者選考委員会に関する内規

第3条第1項第2号委員 

(東京慈恵会医科大学附属病院の

診療部会議構成員) 

有・無 

横尾 隆 東京慈恵会医科大

学附属病院 

腎臓・高血圧内科 

診療部長 

 東京慈恵会医科大学附属病院長

候補者選考委員会に関する内規

第3条第1項第2号委員 

(東京慈恵会医科大学附属病院の

診療部会議構成員) 

有・無 

前田 新造 株式会社 資生堂  東京慈恵会医科大学附属病院長

候補者選考委員会に関する内規

有・無 
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第3条第1項第3号委員(本学と特

別の関係がある者以外の者) 

片井 均 国立研究開発法人 

国立がん研究セン

ター中央病院 

 東京慈恵会医科大学附属病院長

候補者選考委員会に関する内規

第3条第1項第3号委員(本学と特

別の関係がある者以外の者) 

有・無 

藤田 耕一郎 一般社団法人港区

医師会、医療法人

社団松拍会、藤田

クリニック 

 東京慈恵会医科大学附属病院長

候補者選考委員会に関する内規

第3条第1項第3号委員(本学と特

別の関係がある者以外の者) 

有・無 

竹森 重 慈恵大学分子生理

学講座 講座担当

教授 

 東京慈恵会医科大学附属病院長

候補者選考委員会に関する内規

第3条第2項委員(本委員会に必要

と認められた者) 

有・無 
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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）診療および病院の管理・運営に関する事項 

（２）医療安全管理に関する事項 

（３）その他 

 

・審議の概要の従業者への周知状況 

 診療部長・所属長へメール配信後、各部署での回覧周知 

 

・合議体に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 

 

・公表の方法 

イントラネットに公開 

 

・外部有識者からの意見聴取の有無（ 有・無 ） 

なお、規程では第３条２項で院長は必要に応じて前項に掲げる委員以外の者を出席させ、説明

・意見を求めることができると定めている。 

合議体の委員名簿 

氏名 委員長 

（○を付す） 

職種 役職 

丸毛 啓史 ○ 医師 院長 

井田 博幸  医師 副院長 

谷 諭  医師 副院長 

浅野 晃司  医師 副院長 

小島 博己  医師 副院長 

安保 雅博  医師 副院長 

小澤 かおり  看護師 副院長 

谷口 郁夫  医師 専務理事 

山本 裕康  医師 参事 

落合 和徳  医師 院長補佐 

横山 秀彦  事務員 事務部長 
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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 

イントラネットに公開 
 
 ・ 規程の主な内容 

理事会は、東京慈恵会医科大学の附属病院の管理・運営に関する業務のうち理事長・学長・校

長・専務理事及び常務理事・理事への委任事項を除き、東京慈恵会医科大学の附属病院の管理

者としての所管業務および臨床教育・研究に関する業務を、病院長に委任する。 
 
 ・ 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 
   井田 博幸副院長: 病院運営副統括責任者、外来・病棟運営担当 
    谷  諭  副院長: 医療安全管理、コストマネジメント担当 
   浅野 晃司副院長: 病院経営戦略、新病院、新外来棟建築担当 

小島 博己副院長: 医師の卒前・卒後教育担当 
   安保 雅博副院長: 地域医療・センター化推進、院内連携担当 
   小澤 かおり副院長: 教職員マナー、患者サービス担当 

落合 和徳院長補佐：病院運営サポート 
 
 ・ 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 

丸毛 啓史院長：日本医療機能評価機構主催「平成29 年度特定機能病院管理者研修事業」 
        平成30年3月13日・14日参加 
井田 博幸副院長：厚生労働省関東信越厚生局主催「平成30 年度医療安全に関するワークショ

ップ」平成30年12月4日参加予定 
小島 博己副院長: 医療・病院管理研究協会主催「病院管理研修 副院長のための病院管理」 
         平成30年8月10日参加 
安保 雅博副院長: 医療・病院管理研究協会主催「病院管理研修 副院長のための病院管理」 

            平成30年8月10日参加 
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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３回 

第 1回 平成 29年 6月 6日 

第 2回 平成 29年 9月 28日 

第 3回 平成 30年 2月 13日 

・活動の主な内容：附属病院の適正な医療安全管理体制を確保することを目的とする。 

・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： 

ホームページ等に公開 

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 

橋本 廸生 公益財団法人

日本医療機能

評価機構  理

事・横浜市立大

学 名誉教授 

 

 

○ 

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

学術経験を有す

る者 

有・無 １ 

棚瀬 慎治 弁 護 士 法 人 

棚瀬法律事務

所 

 法律に関する知

識を有する者 

有・無 １ 

岩本 裕 ＮＨＫラジオ

センター 

 医療を受ける者

その他の医療従

事者以外の者 

有・無 ２ 

落合 和徳 東京慈恵会医

科大学附属病

院 院長補佐 

 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

学術経験を有す

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 
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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 

 
理事長の下に監査室を設置し、内部監査を実施している。 

  内部監査は、この法人の業務運営および会計処理の適正性等について、公正かつ客観的に調査及

び検証し、その結果に基づき改善・合理化への助言・提言等を行うことにより、法人の健全な運

営に資することを目的とする。 
 
 ・ 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 

イントラネットに公開 
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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 

理事会は寄附行為に定めたもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

会議の招集、招集手続およびは議長については寄附行為に定めるところによる。 

議長については、寄附行為に規定するもののほか、開会及び閉会を行い、会議の運営を主宰し

、その秩序を維持する。 

 
 ・ 会議体の実施状況（ 年１１回 ） 
 
 ・ 会議体への管理者の参画の有無および回数（ 有・無 ）（ 年１１回 ） 
 
 ・ 会議体に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 
 
 ・ 公表の方法 

イントラネットに公開 
 

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。 
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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 0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 

（１）セーフティーマネージメントマニュアル 

（２）イントラネット 

（３）教員・医師ハンドブック 

（４）新入職員研修の手引き 

 



 

 

 

(様式第 8) 

                                                          慈本管理（30）第 187号  

  平成 30年 10月 2日  

 

  厚生労働大臣        殿 

医療機関名 東京慈恵会医科大学附属病院 

開設者名  学校法人 慈恵大学     

  理事長 栗原 敏   (印) 

 

医療に係る安全管理のための体制整備に関する計画について 

 

 標記について、次のとおり提出します。 

 

記 

 

1. 管理職員研修（医療に係る安全管理のための研修、管理者、医療安全管理責任者、医薬

品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者向け）を実施するための予定措置 

管理者、医療安全管理責任者、医薬品安全管理責任者、医療機器安全管理責任者 

:平成 29 年度 特定機能病院管理者研修 平成 30 年 3 月 13 日（火）、14 日（水）受講 

 

 

2. 医療安全管理部門の人員体制 

・所属職員：専従（6）名、専任（2）名、兼任（4）名 

 うち医師：専従（0）名、専任（2）名、兼任（3）名 

 うち薬剤師：専従（1）名、専任（0）名、兼任（0）名 

 うち看護師：専従（2）名、専任（0）名、兼任（0）名 

 

 

3. 医療安全管理部門の専従職員を配置するための予定措置 

医師については専任が 1 名であったが、平成 30 年 4 月より専任 2 名体制とし、平成 32 年

4 月より専従 1 名を配置する予定。 

 

 

 


