
(様式第 10) 

    慶病企第 2018-6 号  

平成 30 年 10 月 3 日  

  厚生労働大臣        殿 

開設者名 慶應義塾     

理事長 長谷山 彰（印） 

 

慶應義塾大学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 〒108-8345 東京都港区三田二丁目15番45号 

 氏   名   慶應義塾 

(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 

 慶應義塾大学病院 

 

3 所在の場所 

〒160-8582 

  東京都新宿区信濃町35                    電話(03)3353－1211 

 

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腫瘍内科 2内視鏡外科 3移植外科 4腫瘍外科 5形成外科 6頭顎部外科 

7リハビリテーション科  8病理診断科 9臨床検査科 10漢方内科 

 

 

 

(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  

16床 床 床 床 1,013床 1,029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      662人 16.175人 678.1人  看 護 補 助 者        88人 診療エックス線

技師 

    0人 

 歯 科 医 師      24人 1.15人 25.1人  理 学 療 法 士        14人 臨床 

 

検査 

臨床検査技

師 

156.3人 

 薬 剤 師      113人 2.64人 115.6人  作 業 療 法 士        4人 衛生検査技

師 

   0人 

 保 健 師      0人 0人 0人  視 能 訓 練 士        17人 そ の 他          0人 

 助 産 師      47人 0.69人 47.6人  義 肢 装 具 士        0人 あん摩マッサージ指圧師   0人 

 看 護 師      1,049人 6.6人 1,055.6人  臨床工学士 28人 医療社会事業従

事者 

   0人 

 准 看 護 師      2人 0人 2人  栄  養  士        0人 その他の技術員         59.5人 

 歯科衛生士 4人 0人 4人  歯 科 技 工 士        3人 事 務 職 員        250.3人 

 管理栄養士 12人 0人 12人  診療放射線技師 85.4人 その他の職員          1.6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 78 人 眼 科 専 門 医 19 人  

外 科 専 門 医 43 人 耳鼻咽喉科専門医 16 人 

精 神 科 専 門 医 16 人 放射線科専門医 43 人 

小 児 科 専 門 医 29 人 脳神経外科専門医 11 人 

皮 膚 科 専 門 医 15 人 整形外科専門医 32 人 

泌尿器科専門医 14 人 麻 酔 科 専 門 医 23 人 

産婦人科専門医 32 人 救 急 科 専 門 医 10 人 

  合 計 381 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（ 北川 雄光 ） 任命年月日 平成 29 年 8 月 1 日 

・一般消化器外科 診療科部長として科内の安全管理 

平成19年 4月～平成29年7月 

・感染制御部長として医療安全管理委員会に参加 

平成19年10月～平成22年9月 

・病院執行部として病院全体の安全管理 

（副病院長として管理補佐） 

平成23年10月～平成29年7月 

・病院長としての全体管理  

平成29年8月～現在 

・医療安全管理委員会への参加 

（中央手術部長として委員参加）   

平成28年 9月～平成29年7月 



（病院長としてオブザーバー参加） 

平成 29 年 8 月～現在 

 

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        689.0人              5.1人            694.1人 

 １日当たり平均外来患者数             2,912.5人             171.6人           3,084.1人 

 １日当たり平均調剤数                                                                5,308.7剤 

必要医師数 232人  

必要歯科医師数 1人  

必要薬剤師数 67人  

必要（准）看護師数 451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 

 

 

  230m 2 

 

 

鉄筋コンク

リート 

 

   病 床 数   10床  心  電  計  有・無 

   人工呼吸装置  有・無  心細動除去装置  有・無 

   その他の救急蘇生装置  有・無  ペースメーカー  有・無 

無菌病室等 

 

［固定式の場合］ 床面積     361m 2      病床数      31床 

［移動式の場合］ 台 数       台 

医 薬 品 

情報管理室 

［専用室の場合］ 床  積     38m 2 

［共用室の場合］ 共用する室名 

化学検査室    486m 2    （主な設備）分析器など 

細菌検査室    223m 2    （主な設備）分析器など 

病理検査室    378m 2    （主な設備）分析器など 

病理解剖室    187m 2    （主な設備）解剖設備など 

研 究 室 29,186m 2    （主な設備）ドラフトチャンバーなど 

講 義 室  1,453m 2     室数    7 室  収容定員       1,391   人 

図 書 室 1,754m 2     室数    2 室  蔵 書 数   426,400 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 84.4％ 逆 紹 介 率 43.4％ 

算

出

根

拠 

Ａ：紹 介 患 者 の 数                                                       25,081人 

Ｂ：他の病院又は診療所に紹介した患者の数                                    15,094人 

Ｃ：救急用自動車によって搬入された患者の数                                     4,271人 

Ｄ：初 診 の 患 者 の 数                                                       34,776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 

山口 徹 虎ノ門病院名誉

院長 

○ 虎ノ門病院の元病

院長であり、病院

管理者として医療

安全に携わり、幅

広い知識と豊富な

実務経験を有する 

有・無 

 

 

1 

市村 尚子 名古屋大学病

院  副病院長

・看護部長 

 現職の大学病院看

護部長であり、看

護管理者として医

療安全について十

分な知識と実務経

験を有する 

有・無 

 

 

1 

中谷 比呂樹 慶應義塾大学  

グローバルリ

サーチインス

ティチュート

特任教授 

 厚生労働省医系技

官として医療行政

に従事し、WHO では

感染症対策部門を

牽引した実務経験

を有する 

有・無 

 

 

1 

宮沢 忠彦 関谷法律事務

所弁護士 

 長年法曹界に身を

おき、法律につい

ての豊富な専門知

識と実務経験を有

する 

有・無 

 

 

1 

山口 育子 認定 NPO法人さ

さえあい医療

人権センター

COM 理事長 他 

 医療を受ける者の

立場を代表する患

者支援団体の理事

長として、医療安

全についての知識

を有する 

有・無 

 

 

2 

（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 HP 

 

 

 

 



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

多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術 39人　

前眼部三次元画像解析 6人　

歯周外科治療におけるバイオ・リジェネレーション法 0人　

抗悪性腫瘍剤治療における薬剤耐性遺伝子検査 28人　

10人　

0人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

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

　　　　　第百二十九号）第二各号に掲げる先進医療について記入すること。

(注） 2　「取扱患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。

高度の医療の提供の実績

先　進　医　療　の　種　類   

腹腔鏡下広凡子宮全摘術

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

（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　

腹腔鏡下センチネルリンパ節生検 9人　

0人　

2人　

ゾレドロン酸γδＴ細胞を用いた免疫療法 1人　

FDGを用いたポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影による不明熱の診断 2人　

ヒドロキシクロロキン療法 7人　

水素ガス吸入療法 3人　

テモゾロミド用量強化療法 0人　

トラスツズマブ静脈内投与及びドセタキセル静脈内投与の併用療法 9人　

自己心膜及び弁形成リングを用いた僧帽弁置換術 0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。

全身性エリテマトーデスに対する初回副腎皮質ホルモン治療におけるクロピドグレル硫酸塩、ピタバスタチ
ンカルシウム及びトコフェロール酢酸エステル併用投与の大腿骨頭壊死発症抑制療法

放射線照射前に大量メトトレキサート療法を行った後のテモゾロミド内服投与及び放射線治療の併用療法
並びにテモゾロミド内服投与の維持療法

高度の医療の提供の実績

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

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名
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 取扱患者数 0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 取扱患者数 9人　

当該医療技術の概要

医療技術名
放射線照射前に大量メトトレキサート療法を行った後のテモゾロミド内服投与及び放射線治療
の併用療法並びにテモゾロミド内服投与の維持療法 取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名 ゾレドロン酸γδＴ細胞を用いた免疫療法 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名 テモゾロミド用量強化療法 取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名 トラスツズマブ静脈内投与及びドセタキセル静脈内投与の併用療法 取扱患者数 9人　

当該医療技術の概要

医療技術名 腹腔鏡下広凡子宮全摘術 取扱患者数 10人　

当該医療技術の概要

本先進医療は、国家戦略特区の枠組みで計画され、厚労省より承認された。切除不能な進行期乳房外パジェット病に対して、2種類の抗
がん剤（トラスツズマブ、ドセタキセル）を点滴投与し、その効果と安全性を評価する。いずれも乳癌における治療と同様に21日を1クール
とし、3クール実施した後に効果を評価する。13名の患者が参加可能。

子宮頸癌の患者に対して従来行われている開腹の広汎子宮全摘術（骨盤リンパ節郭清を含み卵巣転移や年齢等を考慮し、両側附属器
切除を併施する場合がある）を腹腔鏡下で行う。全身麻酔下に腹腔内を気腹装置にて気腹した上で、腹腔鏡下に骨盤リンパ節郭清を系
統的に行い、膀胱側腔及び直腸側腔を十分に展開した後に、前中後子宮支帯を分離切断し腟管を切開し子宮を摘出する。１患者あたり
手技は1度である。術者により手術時間のばらつきはあるが4-8時間程度必要とされ、状態が安定して入れば術後1週間程度で退院が可
能である。

（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）。

高度の医療の提供の実績

対象となる患者には、初回手術の時点で抗がん剤を腹腔内に投与するための「腹腔リザーバーポート」を腹部の皮膚の下に埋め込む。
手術後の化学療法としては標準的なパクリタキセル＋カルボプラチン併用療法（TC療法）を行うが、カルボプラチンは通常の静脈内投与
ではなく、腹腔内投与にて行う。3週間を1サイクルとして、この治療法を6～8サイクル繰り返す。

clinical T1 ないし T2、NO胃癌症例に対して、術中センチネルリンパ節検索を行い、かつ胃癌治療ガイドラインに準拠し、1群+αないし
βのリンパ節郭清を施行する。術中転移診断によりセンチネルリンパ節に転移のない症例はこれ以上の郭清を施行しないが、転移のある
症例に対しては2群までのリンパ節郭清を施行する。センチネルリンパ節の検索方法は、色素（Indocyanin green、Indigocarmine）と
radioisotope（99m-Technetium labeled tin-colloid）による併用法で行い、いずれも内視鏡下に腫瘍原発巣直下に注入する。
radioisotopeの取り扱いは、日本核医学会のセンチネルリンパ節の核医学的検出法ガイドラインに準じて当院放射線科医管理下で行わ
れている。センチネルリンパ節に集積したradioisotopeは、シンチグラフィーとポータブル・ガンマプローブを用いて画像描出、RI計量を
行っている。同定されたセンチネルリンパ節は摘出された後、術中迅速病理診断で転移の有無を検索する。

初発の中枢神経系原発悪性リンパ腫の患者に対して、大量メトトレキサート療法と放射線治療を行う治療法（標準治療）と、大量メトトレキ
サート療法と放射線治療に加えテモゾロミドを併用する治療法（試験治療）を比較する医師主導臨床試験で、JCOG(ジェイコグ)という多施
設共同臨床試験グループにより行う。（http://www.jcog.jp/）（慶應義塾大学病院は共同研究機関）
この臨床試験への参加に同意いただけた場合、担当医が臨床試験への登録を行い、治療が始まる。「大量メトトレキサート療法＋放射線
治療」か、「大量メトトレキサート療法＋放射線治療＋テモゾロミド」のどちらの治療法を受けていただくかは、「ランダム」に（五分五分の確
率で）決まる。

今回の臨床試験は東京大学病院との共同試験で、試験に用いるγδT細胞の調整は東京大学病院で行い、患者への投与は慶應義塾
大学病院で行う。東京大学病院で患者自身の血液から成分採血で末梢血単核球（PBMC）を採取して凍結保存する。採取したPBMC を
順次解凍し、そこに含まれるγδT細胞を無菌培養室で2週間培養し、数を増やし活性化させてから、慶應義塾大学病院でもう一度患者
の静脈内に投与（点滴）して体に戻す。γδT細胞の投与は2週間毎に6回実施し、効果が確認された患者ではさらに治療を継続する。

初回再発あるいは増悪の膠芽腫の患者に対して、ベバシズマブ療法（標準治療）と、用量を強化したテモゾロミド内服療法の再発後にベ
バシズマブ投与を行う逐次併用療法（試験治療：ベバシズマブ療法の前に、用量強化テモゾロミド療法を行う）を比較する。本臨床試験
は、日本臨床腫瘍研究グループ（JGOG : http://www.jcog.jp/）が行う多施設共同臨床試験（JGOG1308C試験）であり、慶應義塾大学病
院はその共同研究機関である。「ベバシズマブ療法」か「用量強化テモゾロミド療法＋その後再発時のベバシズマブ療法」かの治療群の
選択は「ランダム」に（五分五分の確率で）決まる。試験治療群に割り付けられた場合に、本先進医療の適用となる。

（様式第2）



疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数
1 球脊髄性筋萎縮症 1 56 ベーチェット病 107
2 筋萎縮性側索硬化症 12 57 特発性拡張型心筋症 69
3 脊髄性筋萎縮症 2 58 肥大型心筋症 67
4 原発性側索硬化症 0 59 拘束型心筋症 0
5 進行性核上性麻痺 12 60 再生不良性貧血 59
6 パーキンソン病 224 61 自己免疫性溶血性貧血 4
7 大脳皮質基底核変性症 5 62 発作性夜間ヘモグロビン尿症 7
8 ハンチントン病 1 63 特発性血小板減少性紫斑病 138
9 神経有棘赤血球症 0 64 血栓性血小板減少性紫斑病 0
10 シャルコー・マリー・トゥース病 5 65 原発性免疫不全症候群 12
11 重症筋無力症 226 66 IgＡ 腎症 14
12 先天性筋無力症候群 0 67 多発性嚢胞腎 25
13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 151 68 黄色靱帯骨化症 13

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
22 69 後縦靱帯骨化症 78

15 封入体筋炎 0 70 広範脊柱管狭窄症 10
16 クロウ・深瀬症候群 0 71 特発性大腿骨頭壊死症 56
17 多系統萎縮症 30 72 下垂体性ADH分泌異常症 23
18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 43 73 下垂体性TSH分泌亢進症 1
19 ライソゾーム病 6 74 下垂体性PRL分泌亢進症 4
20 副腎白質ジストロフィー 0 75 クッシング病 2
21 ミトコンドリア病 9 76 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 1
22 もやもや病 41 77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 15
23 プリオン病 0 78 下垂体前葉機能低下症 61
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 0 81 先天性副腎皮質酵素欠損症 11
27 特発性基底核石灰化症 0 82 先天性副腎低形成症 0
28 全身性アミロイドーシス 9 83 アジソン病 0
29 ウルリッヒ病 0 84 サルコイドーシス 63
30 遠位型ミオパチー 1 85 特発性間質性肺炎 27
31 ベスレムミオパチー 0 86 肺動脈性肺高血圧症 87
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 2
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 163
34 神経線維腫症 61 89 リンパ脈管筋腫症 2
35 天疱瘡 182 90 網膜色素変性症 64
36 表皮水疱症 10 91 バッド・キアリ症候群 4
37 膿疱性乾癬（汎発型） 2 92 特発性門脈圧亢進症 2
38 スティーヴンス・ジョンソン症候群 1 93 原発性胆汁性肝硬変 72
39 中毒性表皮壊死症 2 94 原発性硬化性胆管炎 21
40 高安動脈炎 58 95 自己免疫性肝炎 30
41 巨細胞性動脈炎 7 96 クローン病 597
42 結節性多発動脈炎 22 97 潰瘍性大腸炎 1289
43 顕微鏡的多発血管炎 13 98 好酸球性消化管疾患 3
44 多発血管炎性肉芽腫症 24 99 慢性特発性偽性腸閉塞症 1
45 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 17 100 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 26 101 腸管神経節細胞僅少症 0
47 バージャー病 18 102 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 3 103 CFC症候群 1
49 全身性エリテマトーデス 447 104 コステロ症候群 0
50 皮膚筋炎／多発性筋炎 121 105 チャージ症候群 0
51 全身性強皮症 167 106 クリオピリン関連周期熱症候群 0
52 混合性結合組織病 59 107 全身型若年性特発性関節炎 5
53 シェーグレン症候群 116 108 TNF受容体関連周期性症候群 0
54 成人スチル病 40 109 非典型溶血性尿毒症症候群 1
55 再発性多発軟骨炎 7 110 ブラウ症候群 0

高度の医療の提供の実績
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疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数
111 先天性ミオパチー 2 161 家族性良性慢性天疱瘡 1
112 マリネスコ・シェーグレン症候群 0 162 類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。） 25
113 筋ジストロフィー 14 163 特発性後天性全身性無汗症 0
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 1
115 遺伝性周期性四肢麻痺 0 165 肥厚性皮膚骨膜症 0
116 アトピー性脊髄炎 0 166 弾性線維性仮性黄色腫 0
117 脊髄空洞症 5 167 マルファン症候群 18
118 脊髄髄膜瘤 0 168 エーラス・ダンロス症候群 3
119 アイザックス症候群 0 169 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 4
122 脳表ヘモジデリン沈着症 2 172 低ホスファターゼ症 0

123
禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白

質脳症
0 173 VATER症候群 0

124
皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性

脳動脈症
1 174 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 1 177 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 0
129 痙攣重積型（二相性）急性脳症 0 179 ウィリアムズ症候群 1
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 3
132 先天性核上性球麻痺 0 182 アペール症候群 1
133 メビウス症候群 0 183 ファイファー症候群 1
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 0 185 コフィン・シリス症候群 0
136 片側巨脳症 0 186 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 0
138 神経細胞移動異常症 0 188 多脾症候群 0
139 先天性大脳白質形成不全症 0 189 無脾症候群 1
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 0 192 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 0 193 プラダー・ウィリ症候群 1
144 レノックス・ガストー症候群 1 194 ソトス症候群 0
145 ウエスト症候群 0 195 ヌーナン症候群 0
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 0
149 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 0 199 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 0
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 3

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 0 206 脆弱X症候群 0
157 スタージ・ウェーバー症候群 0 207 総動脈幹遺残症 0
158 結節性硬化症 12 208 修正大血管転位症 0
159 色素性乾皮症 0 209 完全大血管転位症 1
160 先天性魚鱗癬 5 210 単心室症 2
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疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数

211 左心低形成症候群 0 259
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 2 260 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 0 261 タンジール病 0
214 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 0 262 原発性高カイロミクロン血症 0
215 ファロー四徴症 2 263 脳腱黄色腫症 0
216 両大血管右室起始症 0 264 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 0
218 アルポート症候群 1 266 家族性地中海熱 0
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 0 268 中條・西村症候群 0

221 抗糸球体基底膜腎炎 0 269
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 31 270 慢性再発性多発性骨髄炎 1
223 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 0 271 強直性脊椎炎 33
224 紫斑病性腎炎 1 272 進行性骨化性線維異形成症 0
225 先天性腎性尿崩症 0 273 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） 0 274 骨形成不全症 0
227 オスラー病 6 275 タナトフォリック骨異形成症 0
228 閉塞性細気管支炎 0 276 軟骨無形成症 2
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 3
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） 1
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 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 4

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 0 283 後天性赤芽球癆 0
236 偽性副甲状腺機能低下症 1 284 ダイアモンド・ブラックファン貧血 1
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 0 286 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 0 287 エプスタイン症候群 0
240 フェニルケトン尿症 0 288 自己免疫性出血病XIII 0
241 高チロシン血症1型 0 289 クロンカイト・カナダ症候群 3
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（全結腸型又は小腸型） 1
244 メープルシロップ尿症 0 292 総排泄腔外反症 2
245 プロピオン酸血症 0 293 総排泄腔遺残 2
246 メチルマロン酸血症 0 294 先天性横隔膜ヘルニア 0
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 14
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 0
252 リジン尿性蛋白不耐症 0 300 ＩｇＧ４関連疾患 17
253 先天性葉酸吸収不全 0 301 黄斑ジストロフィー 0
254 ポルフィリン症 1 302 レーベル遺伝性視神経症 0
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 0

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 5



高度の医療の提供の実績

4　指定難病についての診療

（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 0 323 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 0 324 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 0

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 0
318 シトリン欠損症 0 330 先天性気管狭窄症 0

（注）　「患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。



5　届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（基本診療科）

高度の医療の提供の実績

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

　・地域歯科診療支援病院歯科初診料 　・特定集中治療室管理料２

　・歯科外来診療環境体制加算 　・ハイケアユニット入院医療管理料１

　・特定機能病院入院基本料 　・総合周産期特定集中治療室管理料

　・超急性期脳卒中加算 　・小児入院医療管理料１

　・診療録管理体制加算2 　・医師事務作業補助体制加算１

　・急性期看護補助体制加算（25対1 看護補助者5割以上） 　・

　・看護職員夜間配置加算（12対1 配置加算1） 　・

　・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 　・

　・精神科リエゾンチーム加算 　・

　・摂食障害入院医療管理加算 　・

　・栄養サポートチーム加算 　・

　・医療安全対策加算 　・

　・感染防止対策加算 　・

　・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 　・

　・ハイリスク妊娠管理加算 　・

　・ハイリスク分娩管理加算 　・

　・呼吸ケアチーム加算 　・

　・データ提出加算2（200床以上） 　・

　・入退院支援加算2 　・

　・認知症ケア加算 　・

　・精神疾患診療体制加算 　・

　・精神科急性期医師配置加算 　・

　・地域歯科診療支援病院入院加算 　・

（様式第2）



6　届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（特掲診療科）

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

　・ウイルス疾患指導料 　・時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト

　・高度難聴指導管理料 　・胎児心エコー法

　・糖尿病合併症管理料 　・ヘッドアップティルト試験

　・がん性疼痛緩和指導管理料 　・皮下連続式グルコース測定

　・がん患者指導管理料 　・長期継続頭蓋内脳波検査

　・外来緩和ケア管理料 　・光トポグラフィー

　・移植後患者指導管理料 　・神経学的検査

　・糖尿病透析予防指導管理料 　・補聴器適合検査

　・院内トリアージ実施料 　・コンタクトレンズ検査料

　・外来放射線照射診療料 　・小児食物アレルギー負荷検査

　・ニコチン依存症管理料 　・内服・点滴誘発試験

　・がん治療連携計画策定料 　・センチネルリンパ節生検（片側）

　・肝炎インターフェロン治療計画料 　・画像診断管理加算１

　・薬剤管理指導料 　・画像診断管理加算２

　・医療機器安全管理料１ 　・遠隔画像診断

　・医療機器安全管理料２
　・ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・
磁気共鳴コンピューター断層複合撮影又は乳房用ポジトロン断層撮影

　・医療機器安全管理料(歯科） 　・CT撮影及びMRI撮影

　・歯科治療総合医療管理料 　・冠動脈CT撮影加算

　・持続血糖測定器加算 　・心臓ＭＲＩ撮影加算

　・遺伝学的検査 　・乳房ＭＲＩ撮影加算

　・ＨＰＶ核酸検出及びＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタイプ判定） 　・抗悪性腫瘍剤処方管理加算

　・検体検査管理加算（Ⅰ） 　・外来化学療法加算１

　・検体検査管理加算（Ⅳ） 　・無菌製剤処理料

　・国際標準検査管理加算 　・心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ）

　・遺伝カウンセリング加算 　・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）

　・心臓カテーテル法による諸検査の血液内視鏡検査加算 　・運動器リハビリテーション料（Ⅰ）

（様式第2）



6　届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（特掲診療科）

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

　・呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）
　・上顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）（歯科診療以外の診療に係るものに限
る。）、下顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）（歯科診療以外の診療に係るものに限
る。）

　・がん患者リハビリテーション料
　・上顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）（歯科診療に係るものに限る。）、下顎骨形
成術（骨移動を伴う場合に限る。）（歯科診療に係るものに限る。）

　・リンパ浮腫複合的治療料
　・乳腺悪性腫瘍手術（乳がんセンチネルリンパ節加算1及び又は乳
がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。）

　・歯科口腔リハビリテーション料２
　・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））

　・救急患者精神科継続支援料 　・ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除術）

　・認知療法・認知行動療法 　・経皮的冠動脈形成術（特殊ｶﾃｰﾃﾙによるもの）

　・抗精神病特定薬剤治療指導管理料（治療抵抗性統合失
調症治療指導管理料に限る。）

　・経カテーテル大動脈弁置換術

　・医療保護入院等診療料 　・経皮的中隔心筋焼灼術

　・処置の休日加算１、時間外加算１及び深夜加算１ 　・ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ移植術及びﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ交換術

　・透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 　・両心室ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ移植術及び両心室ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ交換術

　・下肢末梢動脈疾患指導管理加算
　・植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び経
静脈電極抜去術

　・手術用顕微鏡加算
　・両室ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ機能付き植込型除細動器移植術及び両室
ﾍﾟｰｼﾝｸﾞ機能付き植込型除細動器交換術

　・ＣＡＤ／ＣＡＭ冠 　・大動脈ﾊﾞﾙｰﾝﾊﾟﾝﾋﾟﾝｸﾞ法（IABP法)

　・歯科技工加算 　・補助人工心臓

　・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。）

　・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。）

　・組織拡張器による再建手術（一連につき）（乳房（再建手
術）の場合に限る。）

　・体外衝撃波胆石破砕術

　・骨移植術（軟骨移植術を含む。）（自家培養軟骨移植術に
限る。）

　・腹腔鏡下肝切除術

　・腫瘍脊椎骨全摘術 　・生体部分肝移植術

　・頭蓋骨形成手術（骨移動を伴うものに限る。） 　・同種死体肝移植術

　・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

　・体外衝撃波膵石破砕術

　・治療的角膜切除術（エキシマレーザーによるもの（角膜ジ
ストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。））

　・腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術

　・羊膜移植術 　・腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術

　・緑内障手術（緑内障治療用インプラント挿入術（プレートの
あるもの））

　・早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

　・網膜再建術 　・体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

　・人工中耳植込術、人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移
植術及び植込型骨補聴器交換術

　・腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固によるもの）

　・内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ｖ型（拡大副鼻腔手術） 　・同種死体腎移植術

（様式第2）



6　届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（特掲診療科）

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

　・生体腎移植術 　・口腔病理診断管理加算

　・膀胱水圧拡張術 　・クラウン・ブリッジ維持管理料

　・腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 　・乳腺炎重症化予防ケア・指導料

　・人工尿道括約筋植込・置換術 　・救急搬送看護体制加算

　・腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 　・療養・就労両立支援指導料

　・腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を
用いるもの）

　・排尿自立指導料

　・腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに限る。） 　・在宅腫瘍治療電場療法指導管理料

　・胎児胸腔・羊水腔シャント術
　・抗HLA抗体（スクリーニング検査）及び抗HLA抗体（抗体特
異性同定検査）

　・手術の休日加算１、時間外加算１及び深夜加算１ 　・有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査

　・輸血管理料Ⅰ 　・有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査

　・人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 　・精密触覚機能検査

　・歯周組織再生誘導手術 　・人工腎臓

　・広範囲顎骨支持型装置埋入手術 　・導入期加算2及び腎代替療法実績加算

　・歯根端切除手術の注3 　・皮膚移植術（死体）

　・麻酔管理料（Ⅰ） 　・緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術）

　・麻酔管理料（Ⅱ）
　・食道縫合術（穿孔、損傷）（内視鏡によるもの）、内視鏡下胃・十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術（内視鏡によるも
の）、小腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）、結腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）、腎（腎盂）腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）、
尿管腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）、膀胱腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）及び膣腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）

　・放射線治療専任加算 　・胸腔鏡下弁形成術及び胸腔鏡下弁置換術

　・外来放射線治療加算 　・経皮的僧帽弁クリップ術

　・高ｴﾈﾙｷﾞｰ放射線治療 　・バルーン閉塞下経静脈的塞栓術

　・強度変調放射線治療（IMRT) 　・腹腔鏡下膵腫瘍摘出術

　・画像誘導放射線治療加算（ＩＧＲＴ） 　・生体部分小腸移植術

　・体外照射呼吸性移動対策加算 　・同種死体小腸移植術

　・定位放射線治療 　・腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮頸がんに限る。）

　・定位放射線治療呼吸性移動対策加算 　・コーディネート体制充実加算

　・画像誘導密封小線源治療加算 　・１回線量増加加算

　・病理診断管理加算 　・悪性腫瘍病理組織標本加算

（様式第2）



7　診療報酬の算定方法に先進医療から採り入れられた医療技術

8　病理・臨床検査部門の概要

①．臨床検査部門と病理診断部門は別々である。

２．臨床検査部門と病理診断部門は同一部門にまとめられている。

(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

病理診断科　約年80回
臨床検査科　約週1回

剖　検　の　状　況

　・

　・

剖検症例数　　　　　27例　　　／　　剖検率      　　8.2%

　・

　・ 　・

(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

　・

　・

　・

　・

　・

　・ 　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

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 　・

　・腹腔鏡下広凡子宮全摘出術

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

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

（様式第2）



研 究 者 氏 名 所  属  部  門 金   額

サンペトラ、オルテ
ア

先端医科学研究所
遺伝子制御研究部
門

23,000,000
補
委 ○

安藤　裕 放射線科学(治療) 620,000
補 ○
委

伊藤　裕 内科学(腎・内・代) 1,000,000
補
委 ○

伊藤　裕 内科学(腎・内・代) 1,260,000
補
委 ○

伊藤　裕 内科学(腎・内・代) 4,858,100
補
委 ○

伊藤　裕 内科学(腎・内・代) 13,000,000
補
委 ○

井上　詠 予防医療センター 400,000
補 ○
委

永野　修
先端医科学研究所
遺伝子制御研究部
門

23,000,000
補
委 ○

遠藤　仁
アクテリオン先進肺
高血圧治療学寄附
講座

22,360,000
補
委 ○

塩見　春彦 分子生物学 39,000,000
補
委 ○

塩澤　誠司 生理学 47,361,000
補
委 ○

岡村　智教 衛生学公衆衛生学 7,970,000
補 ○
委

岡村　智教 衛生学公衆衛生学 450,000
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

1  研究費補助等の実績

研 究 課 題 名 補助元又は委託元

グリオーマ幹細胞の代謝特性を標的とした新しい治療法
の開発

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

個人番号カードを活用した医療従事者認証手法に関す
る研究

厚生労働省

循環器疾患に関わる生理活性ペプチドの探索・機能解析
とそれに基づくトランスレーショナルリサーチ

国立研究開発法人
国立循環器病研究
センター

重症型原発性アルドステロン症の診療の質向上に質する
エビデンス構築

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

新規消化管ペプチドグレリンによる慢性腎臓病新規治療
戦略の確立

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

微生物叢と宿主の相互作用・共生の理解と、それに基づ
く疾患発症のﾒｶｽﾞﾑ解明

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

ベーチェット病に関する調査研究 厚生労働省

酸化ストレス抵抗性を促進するアミノ酸輸送および代謝経
路を標的としたがん幹細胞制御治療法の開発

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

「画期的医薬品等の創出をめざす脂質の生理活性と機能
の解明」研究開発領域　「肺高血圧症の病態形成に関わ
る機能性脂質の質的量的制御による新たな治療戦略の
創出」

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

トランスポゾン転移による老化機構の解明
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

ｷﾒﾗ形成能を持つﾏｰﾓｾｯﾄES細胞を用いた新たな遺伝子
改変技術の開発とﾏｰﾓｾｯﾄｹﾞﾉﾑ情報基盤の確立

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

生涯にわたる循環器疾患の個人リスクおよび集団のリスク
評価ツールの開発を目的とした大規模コホート統合研究

厚生労働省

社会的要因を含む生活習慣病リスク要因の解明を目指し
た国民代表集団の大規模コホート研究：NIPPON
DATA80/90/2010

厚生労働省

（様式第3）



岡村　智教 衛生学公衆衛生学 200,000
補 ○
委

岡村　智教 衛生学公衆衛生学 1,400,000
補 ○
委

岡村　智教 衛生学公衆衛生学 1,450,000
補 ○
委

岡村　智教 衛生学公衆衛生学 500,000
補
委 ○

岡村　智教 衛生学公衆衛生学 500,000
補
委 ○

岡本　真一郎 内科学(血液) 8,190,000
補 ○
委

岡本　真一郎 内科学(血液) 300,000
補 ○
委

岡本　真一郎 内科学(血液) 100,000
補 ○
委

岡本　真一郎 内科学(血液) 500,000
補 ○
委

岡本　真一郎 内科学(血液) 28,454,400
補
委 ○

岡本　真一郎 内科学(血液) 2,000,000
補
委 ○

岡本　真一郎 内科学(血液) 6,109,130
補
委 ○

岡本　真一郎 内科学(血液) 336,700
補
委 ○

岡野　栄之 生理学 71,000,000
補
委 ○

岡野　栄之 生理学 249,500,000
補
委 ○

岡野　栄之 生理学 4,680,000
補
委 ○

岡野　栄之 生理学 47,200,000
補
委 ○

非肥満者に対する保健指導方法の開発に関する研究 厚生労働省

健康診査・保健指導の有効性評価に関する研究 厚生労働省

今後の糖尿病対策と医療体制整備のための研究 厚生労働省

健康寿命延伸のための循環器疾患予防に関する研究
国立研究開発法人
国立循環器病研究
センター

義務教育年代への効果的な脳卒中啓発法の確立に関す
る研究

国立研究開発法人
国立循環器病研究
センター

非血縁者間末梢血幹細胞移植における末梢血幹細胞の
効率的提供と至適な利用率増加に繋がる実践的支援体
制の整備

厚生労働省

骨髄バンクコーディネート期間の短縮とドナープールの質
向上による造血幹細胞移植の最適な機会提供に関する
研究

厚生労働省

非癌、慢性炎症性リンパ節・骨髄異常を示すキャッスルマ
ン病、TAFRO症候群その類縁疾患の診断基準、重症度
分類の改正、診断・治療のガイドラインの策定に関する調
査研究

厚生労働省

特発性造血障害に関する調査研究 厚生労働省

iPS細胞技術を基盤とする血小板製剤の開発と臨床試験
(iPS細胞由来ヒト血小板の前臨床評価及び臨床試験プロ
トコル化)

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

血小板製剤前臨床薬効評価、規格決定
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

本邦における同種造血幹細胞移植の最適化を目指した
移植医療体制の確立と国際的視点からのHarmonization
に関する研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

ICTを活用した血液の需要や適正使用の向上に関する研
究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

神経疾患特異的iPS細胞を活用した病態解明と新規治療
法の創出を目指した研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

iPS細胞由来神経前駆細胞を用いた脊髄損傷・脳梗塞の
再生医療

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

NKT細胞再生によるがん免疫治療技術開発拠点(MRIを
用いた移植細胞の体内動態の解析)

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

精神・神経疾患特異的iPS細胞を用いた創薬研究
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構



岡野　栄之 生理学 13,620,000
補
委 ○

岡野　栄之 生理学 3,500,000
補
委 ○

岡野　栄之 生理学 6,500,000
補
委 ○

下田　将之 病理学 1,950,000
補
委 ○

加藤　真吾 微生物学・免疫学 7,300,000
補 ○
委

加藤　真吾 微生物学・免疫学 600,000
補
委 ○

加部　泰明 医化学 2,000,000
補
委 ○

加部　泰明 医化学 74,490,000
補
委 ○

加部　泰明 医化学 37,670,000
補
委 ○

家田　真樹 内科学(循環器) 27,789,116
補
委 ○

家田　真樹 内科学(循環器) 10,925,999
補
委 ○

家田　真樹 内科学(循環器) 15,600,000
補
委 ○

河上　裕
先端医科学研究所
細胞情報研究部門

32,850,000
補
委 ○

河上　裕
先端医科学研究所
細胞情報研究部門

47,600,000
補
委 ○

河上　裕
先端医科学研究所
細胞情報研究部門

2,000,000
補
委 ○

河奈　裕正 歯科・口腔外科学 58,362,000
補
委 ○

関口　進一郎 小児科学 400,000
補 ○
委

再生医療の産業化に向けた評価基盤技術開発事業 再
生医療の産業化に向けた細胞製造・加工システムの開発
ヒト多能性幹細胞由来の再生医療製品製造システムの開
発（心筋・神経）／大スケール神経細胞分化誘導法の開
発

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

iPS細胞技術を用いた孤発性ALS症例の再定義による孤
発性病態機構の顕在化（大規模臨床、ゲノム、不死化細
胞リソースを基盤としたオミックス解析による孤発性ALS治
療法開発研究）

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

iPS細胞を含む幹細胞の臨床研究応用の技術支援と国際
的な情報の発信と収集

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

ADAM28を標的とした肺がん分子標的医薬の開発
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

HIV検査受検勧奨に関する研究 厚生労働省

国内流行HIV及びその薬剤耐性株の長期的動向把握に
関する研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

生体内を精密に再現した造血幹細胞培養法の開発
国立研究開発法人
国立国際医療研究
センター

疾患における代謝産物の解析および代謝制御に基づく
革新的医療基盤技術の創出(代謝システム制御分子の系
統的探索による治療戦略創出と創薬展開)

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

保存血清のメタボローム解析による疾患診断の有用性の
検証と応用

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

ダイレクトリプログラミングによる心臓再生と分子基盤解明
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

心臓線維芽細胞をターゲットとする心筋再生遺伝子治療
薬の開発

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

メガノバイオロジー機構の解明による革新的医療機器及
び医療技術の創出(伸展刺激による心筋リプログラミング
制御の分子機構解明と心臓再生への応用)

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

免疫チェックポイント阻害剤反応性を考慮したがん免疫微
小環境とそれを反映する血液因子の解析による免疫制御
分子の同定と制御法の開発

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

進行期悪性黒色腫(末端黒子型）に対する非骨髄破壊性
前処置併用での腫瘍浸潤Tリンパ球輸注療法の安全性
試験

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

非炎症性肝がん患者を対象とした網羅的免疫プロファイ
ルの解析

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

熟練微細手技を人工再現するμｍ超精密手術システム
の開発

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

親子の心の診療を実施するための人材育成方法と診療
ガイドライン・保険指導プログラムの作成に関する研究

厚生労働省



丸山　哲夫 産婦人科学(産科) 6,480,000
補
委 ○

岸本　泰士郎 精神・神経科学 1,000,000
補 ○
委

岸本　泰士郎 精神・神経科学 58,331,399
補
委 ○

岸本　泰士郎 精神・神経科学 24,755,328
補
委 ○

岩崎　栄典 内科学(消化器) 500,000
補 ○
委

岩田　卓
産婦人科学(婦人
科)

3,500,000
補
委 ○

亀山　香織 病理診断部 5,399,998
補
委 ○

吉村　昭彦 微生物学・免疫学 61,750,000
補
委 ○

久保　亮治 皮膚科学 3,900,000
補
委 ○

宮田　裕章 医療政策・管理学 1,550,000
補 ○
委

宮田　裕章 医療政策・管理学 130,000
補
委 ○

宮田　裕章 医療政策・管理学 13,000,000
補
委 ○

宮田　裕章 医療政策・管理学 10,330,840
補
委 ○

宮本　健史
先進運動器疾患治
療学寄附講座

2,000,000
補
委 ○

宮本　健史
先進運動器疾患治
療学寄附講座

60,000,000
補
委 ○

橋口　明典 病理学 1,000,000
補
委 ○

筋野　智久 内科学(消化器) 11,959,935
補
委 ○

幹細胞を標的にした子宮内膜症の病態解明と新しい薬
剤評価システム・治療薬の開発

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

様々なデータを用いたAI解析によるうつ病の診断、重症
度、反応性、層別化に関する実証研究

厚生労働省

未来医療を実現する医療機器・システム研究開発 ICTを
活用した診療支援技術研究開発プロジェクト 表情・音声・
日常生活活動の定量化から精神症状の客観的評価をリ
アルタイムで届けるデバイスの開発

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

遠隔精神科医療の臨床研究エビデンスの蓄積を通じたガ
イドライン策定とデータ利活用に向けたデータベース構築

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

IgG4 関連疾患の診断基準並びに治療指針の確立を目
指す研究

厚生労働省

[1] ケース・コントロール研究およびコホート研究のプロト
コール実行 [2] 臨床サンプルの収集・発癌リスク症例へ
のリスク低減手術 [3] CIN組織および癌組織に浸潤する
免疫担当細胞の解析・既存の予後マーカーの解析

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

AI等の利活用を見据えた病理組織デジタル画像（P-
WSI）の収集基盤整備と病理支援システム開発／P-WSI
画像・データ登録

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

エピゲノム研究に基づく診断・治療へ向けた新技術の創
出(T細胞のエピジェネティク改変による免疫疾患制御)

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

医師主導治験責任医師
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

医療職種間におけるタスク・シフティング等についての研
究

厚生労働省

慢性心不全患者に対する多職種介入を伴う外来・在宅心
臓リハビリテーションの臨床的効果と医療経済的効果を調
べる研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

医療の質向上を目的とした臨床データベースの共通プ
ラットフォームの構築

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

AI等の利活用を見据えた病理組織デジタル画像（P-
WSI）の収集基盤整備と病理支援システム開発

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

難治性骨軟骨疾患に対する革新的iPS創薬技術の開発と
応用

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

後縦靭帯骨化症の新規治療法の創出を目指した研究
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

IgA 腎症予後分類のブラッシュアップのための前向きコ
ホート研究の推進とハイリスク患者の透析移行を阻止する
治療法の開発（IgA腎症予後分類のブラッシュアップのた
めの前向きコホート研究の推進とハイリスク患者の透析移
行を阻止する治療法の開発）

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

脂肪代謝から紐解く炎症性腸疾患の病態解明
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構



金井　弥栄 病理学 45,591,800
補
委 ○

金井　弥栄 病理学 21,467,300
補
委 ○

金井　弥栄 病理学 14,241,500
補
委 ○

金井　弥栄 病理学 2,000,000
補
委 ○

金井　弥栄 病理学 2,800,000
補
委 ○

金井　隆典 内科学(消化器) 11,200,000
補 ○　
委

金井　隆典 内科学(消化器) 250,000
補 ○　
委

金井　隆典 内科学(消化器) 60,580,000
補
委 ○

金井　隆典 内科学(消化器) 650,000
補
委 ○

金井　隆典 内科学(消化器) 33,800,000
補
委 ○

金井　隆典 内科学(消化器) 650,000
補
委 ○

古川　俊治 法科大学院 120,000
補 ○　
委

洪　実
坂口光洋記念講座
（システム医学）

15,000,000
補
委 ○

洪　実
坂口光洋記念講座
（システム医学）

6,500,000
補
委 ○

高橋　孝雄 小児科学 390,000
補
委 ○

高橋　勇人 皮膚科学 500,000
補 ○　
委

高橋　勇人 皮膚科学 18,330,000
補
委 ○

多層的オミックス解析による、がん、精神疾患、腎疾患を
対象とした医療技術開発

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

腎疾患を対象とした医療技術開発のエピゲノム拠点にお
ける解析

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

多層的オミックス解析による、がん、精神疾患、腎疾患を
対象とした医療技術開発

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

非炎症性肝がん患者を対象とした網羅的免疫プロファイ
ルの解析

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

ゲノム研究用試料に関する病理組織検体取扱規定の策
定及び病理組織取扱いに関する実証研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

潰瘍性大腸炎患者に対する青黛治療の有害事象実態調
査と機序解明

厚生労働省

難治性炎症性腸管障害に関する調査研究 厚生労働省

難治性クローン病に対する神経難病治療薬OCH-NCNP
の有用性および安全性を検証する医師主導治験

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

難治性炎症性腸疾患を対象としたアドレノメデュリン製剤
による医師主導治験の実施

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

微生物叢と宿主の相互作用・共生の理解と、それに基づ
く疾患発症のメカニズム解明(腸内細菌-上皮細胞相互作
用から読み解く疾患発症メカニズムの解明)

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

インフリキシマブ治療抵抗性クローン病患者を対象とした
アドレノメデュリン製剤による医師主導治験の実施（治験
の実施）

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

全国がん登録と連携した臓器がん登録による大規模コ
ホート研究の推進及び高質診療データベースの為の
NCD長期予後入力システムの構築に関する研究

厚生労働省

多能性幹細胞から多種類の分化細胞を、最短時間、高
効率、高品質、大量、自在に生産するための基盤技術開
発と産業化応用

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

多様性幹細胞と栄養外胚葉幹細胞の運命を分ける転写
因子とエピジェネティクスの階層性(ES-TS 分化転換のト
ランスクリプトーム解析とこれに関わる転写因子の機能解
析)

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

アレルギーマーチを阻止する乳児アトピー性皮膚炎早期
介入研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

重症多形滲出性紅斑に関する調査研究 厚生労働省

「画期的医薬品等の創出をめざす脂質の生理活性と機能
の解明」研究開発領域　「新規T細胞サブセットを規定す
るコレステロール代謝酵素の機能解析と疾患制御への応
用」

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構



黒田　達夫 外科学(小児) 300,000
補
委 ○

黒田　達夫 外科学(小児) 300,000
補 ○　
委

黒田　達夫 外科学(小児) 550,000
補 ○　
委

黒田　達夫 外科学(小児) 100,000
補 ○　
委

黒田　達夫 外科学(小児) 6,300,000
補
委 ○

黒田　達夫 外科学(小児) 520,000
補
委 ○

黒田　達夫 外科学(小児) 2,500,000
補
委 ○

今西　宣晶 解剖学 49,473,000
補
委 ○

佐々木　貴史
百寿総合研究セン
ター

1,950,000
補
委 ○

佐々木　光 外科学(脳神経) 260,000
補
委 ○

佐々木　伸雄 内科学(消化器) 13,650,000
補
委 ○

佐谷　秀行
先端医科学研究所　
遺伝子制御研究部
門

2,000,000
補
委 ○

佐谷　秀行
先端医科学研究所　
遺伝子制御研究部
門

47,125,000
補
委 ○

佐谷　秀行
先端医科学研究所　
遺伝子制御研究部
門

13,000,000
補
委 ○

佐谷　秀行
先端医科学研究所　
遺伝子制御研究部
門

170,000,000
補 ○　
委

佐谷　秀行
先端医科学研究所　
遺伝子制御研究部
門

35,168,433
補 ○　
委

佐藤　俊朗 内科学(消化器) 31,000,000
補
委 ○

リンパ管疾患データベースの整備及び疾患関連試料基
礎バンクの作成

国立研究開発法人
国立成育医療研究
センター

小児期から移行期・成人期を包括する希少性慢性消化
器疾患の医療政策に関する件研究

厚生労働省

先天性呼吸器・胸郭形成異常疾患に関する診療ガイドラ
イン作成ならびに診療体制の構築・普及に関する研究

厚生労働省

小児期発症の希少難治性肝胆膵疾患の移行期を包含し
診療の質の向上に関する研究

厚生労働省

重症高アンモニア血症を生じる尿素サイクル異常症に対
するヒト胚性幹(ES)細胞由来再生医療等製品に関する医
師主導治験

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

難治性リンパ管疾患レジストリを活用したリンパ管疾患鑑
別診断法の確立及び最適治療戦略の導出

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

難治性リンパ管異常に対するシロリムス療法確立のため
の研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

血管イメージング診断法の開発
国立研究開発法人
科学技術振興機構

NSAIDs不耐症及び重症薬疹患者のウィルス叢の解析と
臨床症状との相関解析

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

中枢神経系原発悪性リンパ腫に対するテモゾロミドを用い
た標準治療確立に関する研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

微生物叢と宿主の相互作用・共生の理解と、それに基づ
く疾患発症のメカニズム解明 (腸内細菌-上皮細胞相互
作用から読み解く疾患発症メカニズムの解明)

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

がん幹細胞を標的とした新規分子標準的治療薬の開発
に関する研究

国立研究開発法人
国立がん研究セン
ター

DDS技術に基づくPEG化スルファサラジンを用いたがん幹
細胞標的治療の開発

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

間質細胞による腸管老化の制御機構の解明
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

AMED 医療技術実用化総合促進事業
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

中央・共同倫理審査委員会機能の拡充のための基盤整
備

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

培養腸上皮幹細胞を用いた炎症性腸疾患に対する粘膜
再生治療の開発拠点(培養腸管上皮幹細胞の内視鏡的
移植技術確立と安全性の確認)

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構



佐藤　俊朗 内科学(消化器) 39,675,000
補
委 ○

佐藤　俊朗 内科学(消化器) 7,800,000
補
委 ○

佐藤　俊朗 内科学(消化器) 1,400,000
補
委 ○

佐藤　俊朗 内科学(消化器) 13,000,000
補
委 ○

佐藤　俊朗 内科学(消化器) 500,000
補
委 ○

佐野　元昭 内科学(循環器) 200,000
補 ○　
委

坂元　亨宇 病理学 85,000,000
補
委 ○

坂元　亨宇 病理学 49,360,000
補
委 ○

三村　将 精神・神経科学 100,000
補
委 ○

三村　将 精神・神経科学 36,047,000
補
委 ○

三村　将 精神・神経科学 11,000,000
補
委 ○

三村　将 精神・神経科学 1,200,000
補
委 ○

三村　将 精神・神経科学 36,000,000
補
委 ○

山岸　敬幸 小児科学 1,020,000
補
委 ○

志水　秀行 外科学(心臓血管) 260,000
補
委 ○

篠田　昌宏
外科学(一般・消化
器)

500,000
補 ○　
委

芝田　晋介 電子顕微鏡研究室 250,000
補
委 ○

がん多階層フェノタイプの理解に基づいた先端的創薬シ
ステムの開発

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

ヒト腸管オルガノイドを用いた大腸がん悪性化機構および
微小環境形成機構の解明

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

培養細胞感染系が確立されていない病原体の新たな感
染複製系等の開発とそれを用いた診断・治療・予防法の
開発に向けた研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

消化器疾患発症制御を目指した加齢形質変化の理解
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

VUSのハイスループット機能スクリーニング
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

アミロイドーシスに関する調査研究 厚生労働省

病理学的特性に基づく糖鎖ターゲットの同定と検証
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業　
臨床現場の医師の暗黙知を利用する医療機器開発シス
テム～「メディカル・デジタル・テストベッド」の構築　病理
診断プロセス暗黙知を“見える化”し、治療法選択のため
の医療機器開発に資する病理情報テストベッド構築

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

コホート研究における精神疾患関連要因、および実態調
査

国立研究開発法人
国立がん研究セン
ター

AMPA受容体の量に基づく精神神経疾患の新規病型分
類と治療法の開発

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

健康長寿社会の実現を目指した大規模認知症コホート研
究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

適切な医療を目指した軽度認知障害等の患者の情報登
録及び連携に関する研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

認知症臨床ゲノム情報データベース構築に関する開発
研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

新しい遺伝子改変動物モデルを用いた循環器疾患の病
態研究

国立研究開発法人
国立循環器病研究
センター

大量出血症例に対する血液製剤の適正な使用のガイドラ
イン作成に関する研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

血液製剤によるHIV/HCV重複感染患者の肝移植に関す
る研究

厚生労働省

MIRAGE症候群の自然歴と表現型スペクトラムの解明を
目指した臨床研究

国立研究開発法人
国立成育医療研究
センター



芝田　晋介 電子顕微鏡研究室 128,025,000
補
委 ○

緒方　晴彦 内視鏡センター 2,000,000
補 ○　
委

小崎　健次郎
臨床遺伝学セン
ター

300,000
補
委 ○

小崎　健次郎
臨床遺伝学セン
ター

30,999,000
補 ○　
委

小崎　健次郎
臨床遺伝学セン
ター

500,000
補 ○　
委

小崎　健次郎
臨床遺伝学セン
ター

125,500,000
補
委 ○

小崎　健次郎
臨床遺伝学セン
ター

500,000
補
委 ○

小崎　健次郎
臨床遺伝学セン
ター

143,075,000
補
委 ○

小崎　健次郎
臨床遺伝学セン
ター

13,195,000
補
委 ○

小崎　健次郎
臨床遺伝学セン
ター

6,370,000
補
委 ○

小杉　志都子 麻酔学 200,000
補 ○　
委

小川　郁 耳鼻咽喉科学 1,170,000
補 ○　
委

小川　郁 耳鼻咽喉科学 500,000
補 ○　
委

小川　郁 耳鼻咽喉科学 52,000
補
委 ○

小川　郁 耳鼻咽喉科学 959,712
補
委 ○

小川　郁 耳鼻咽喉科学 100,000,000
補
委 ○

小林　英司
ブリヂストン臓器再
生医学寄附講座

8,000,000
補
委 ○

霊長類ミクロ・マクロコネクトーム解析及びマーモセット脳
科学研究支援

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

難治性炎症性腸管障害に関する調査研究 厚生労働省

次世代シーケンサーを用いた小児遺伝性疾患の診断シ
ステムの開発

国立研究開発法人
国立成育医療研究
センター

先天異常症候群領域の指定難病等のQOLの向上を目指
す包括的研究

厚生労働省

指定難病制度の公平性を担保するための方法論の開発 厚生労働省

未診断疾患に対する診断プログラムの開発に関する研究
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

遺伝子診断に基づいたインプリンティング異常症３疾患の
臨床像および治療法の評価に関する研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

希少・難治性疾患領域における臨床ゲノムデータストレー
ジの整備に関する研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

真に個別患者の診療に役立ち領域横断的に高い拡張性
を有する変異・多型情報データベースの創成

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

次世代シークエンサーを用いた次世代体外診断用医薬
品等の評価手法の在り方に関する研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

慢性の痛み診療・教育の基盤となるシステム構築にかん
する研究

厚生労働省

高齢者における聴覚障害と総合機能・認知機能の包括的
評価：難聴補正による認知症予防を目指した調査研究

厚生労働省

難治性聴覚障害に関する調査研究 厚生労働省

リコンビナントヒトIGF-1（メカセルミン）の突発性難聴への
適応拡大のための医師主導治験

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

耳鳴診療ガイドラインの開発に関する研究
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

Pendred症候群/DFNB4内耳障害（難聴・めまい）に対す
るシロリムス少量療法

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

未来医療を実現する医療機器・システム研究開発 立体
造形による機能的な生体組織製造技術の開発 細胞シー
ト工学を基盤とした革新的立体臓器製造技術の開発

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構



小林　英司 放射線科学(診断) 6,544,932
補
委 ○

小林　英司
ブリヂストン臓器再
生医学寄附講座

4,320,000
補
委 ○

松原　由美子
臨床研究推進セン
ター

65,000,000
補
委 ○

松本　守雄 整形外科学 250,000
補 ○　
委

松本　守雄 整形外科学 35,380,000
補
委 ○

松本　守雄 整形外科学 800,000
補
委 ○

新井　康通
百寿総合研究セン
ター

6,045,000
補
委 ○

榛村　重人 眼科学 83,700,000
補
委 ○

榛村　重人 眼科学 15,860,000
補
委 ○

陣崎　雅弘 放射線科学(診断) 17,999,800
補
委 ○

杉浦　悠毅 医化学 384,616
補
委 ○

杉浦　悠毅 医化学 11,050,000
補
委 ○

杉浦　悠毅 医化学 13,000,000
補
委 ○

杉浦　悠毅 医化学 42,900,000
補
委 ○

青木　大輔
産婦人科学(婦人
科)

1,000,000
補 ○　
委

青木　大輔
産婦人科学(婦人
科)

500,000
補
委 ○

青木　大輔
産婦人科学(婦人
科)

1,350,000
補
委 ○

「①SPECT/CTフュージョンアプリケーションデザインへの
アドバイスと有用性評価」「②SPECT/CTフュージョンの有
用性の啓蒙」

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

安全なマイクロサージェリーを提供する小型３Ｄビデオ蛍
光顕微鏡の事業化・海外展開

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

血小板創製技術の医療応用
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

脊柱靭帯骨化症に関する調査研究 厚生労働省

後縦靱帯骨化症に対する骨化制御機構の解明と治療法
開発に関する研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

脊柱靭帯骨化症の治療指針策定および手術治療の質を
高めるための大規模多施設研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

Biological signatures of cardiovascular、 musculoskeletal 
and cognitive ageing in the very old(心血管系、骨格筋
系、および認知機能の老化に関わる分子バイオマーカー
の国際共同開発)

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

iPS細胞由来治療用角膜内皮代替細胞に関する臨床研
究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

iPS細胞由来治療用角膜内皮代替細胞に関する臨床研
究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

画像診断ナショナルデータベース実現のための開発研究
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

病原体と宿主のエネルギー代謝系の相互作用解析―ア
フリカトパノソーマによる中枢神経感染をモデルとして

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

疾患における代謝産物の解析および代謝制御に基づく
革新的医療基盤技術の創出(腸内細菌叢制御による代
謝・免疫・脳異常惹起メカニズムの解明と治療応用)

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

DOCKファミリー分子の生体機能と動作原理の理解に基
づく革新的医薬品の創出

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

メタボローム解析支援・技術開発
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

ゲノム情報を活用した遺伝性乳癌卵巣癌診療の標準化と
先制医療実装にむけたエビデンス構築に関する研究

厚生労働省

1)多施設共同研究体の構築、2)婦人科がんに関する症
例登録・遺伝子型―臨床情報の関連解析等

国立研究開発法人
国立がん研究セン
ター

NGS技術を駆使した遺伝学的解析による家族性乳がんの
原因遺伝子同定と標準化医療構築

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構



青木　大輔
産婦人科学(婦人
科)

69,591,468
補
委 ○

青木　大輔
産婦人科学(婦人
科)

700,000
補
委 ○

青木　大輔
産婦人科学(婦人
科)

260,000
補
委 ○

石川　充
総合医科学研究セ
ンター

8,910,000
補
委 ○

石川　充
総合医科学研究セ
ンター

600,000
補
委 ○

相澤　義泰
不整脈先端治療学
寄附講座

910,000
補
委 ○

増井　徹
臨床遺伝学セン
ター

12,480,000
補
委 ○

村田　満 臨床検査医学 20,000,000
補 ○　
委

村田　満 臨床検査医学 650,000
補
委 ○

大喜多　肇 病理学 400,000
補
委 ○

大喜多　肇 病理学 650,000
補
委 ○

大石　直樹 耳鼻咽喉科学 502,840
補
委 ○

谷川原　祐介 臨床薬剤学 500,000
補
委 ○

竹下　梢 微生物学・免疫学 1,560,000
補
委 ○

竹内　勤
内科学（リウマチ・
膠原病）

80,000
補 ○　
委

竹内　勤
内科学（リウマチ・
膠原病）

80,000
補 ○　
委

竹内　勤
内科学（リウマチ・
膠原病）

430,000
補 ○　
委

子宮頸がん検診における細胞診とHPV検査併用の有用
性に関する研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

効率の良いガイドラインの運用に向けた手引きの作成（統
括）

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

リンパ節転移リスクを有する子宮体癌に対する標準的リン
パ節郭清確立のための多施設共同臨床試験

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

小児てんかん性脳症の革新的創薬を見据えた病態解析
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

Kii ALS/PDC患者由来iPS細胞の神経系細胞への分化
誘導技術開発とin vitroにおける疾患メカニズム解析

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

東京における致死性不整脈の臨床情報データベース構
築

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

バイオバンク及びゲノム医療に係る検査の品質・精度の
国際的基準構築と実施、及びバイオバンクの連携体制構
築に関する研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

血液凝固異常症等に関する研究 厚生労働省

特発性血栓症患者のゲノム情報を用いた層別化による病
態解明研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

分子プロファイリングを基盤とした小児期からAYA世代に
発症する難治がんの新規治療法の開発（治療抵抗性腫
瘍の病理診断、免疫学的染色法による検討）

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

小児およびAYA世代の横紋筋肉腫およびユーイング肉
腫患者に対するリスク層別化臨床試験実施による標準的
治療法の開発

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

プロダクティブ・エイジング（生産的高齢化）社会の実現に
向けた難聴者への補聴介入－遂行機能と社会活動性に
注目した検討

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

小児及び難病等アンメットニーズ医薬品開発における
ファーマコメトリクスの利活用に関する研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

同種造血幹細胞移植患者における、ステロイド抵抗性/依
存性腸管急性移植片対宿主病(GVHD)に対する便微生
物移植(fecal microbiota transplantation)の有効性を検討
する第Ⅱ相多施設共同研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

脊椎関節炎の疫学調査・診断基準作成と診療ガイドライ
ン策定を目指した大規模多施設研究

厚生労働省

難治性血管炎に関する調査研究 厚生労働省

自己免疫疾患に関する調査研究 厚生労働省



竹内　勤
内科学（リウマチ・
膠原病）

6,240,000
補
委 ○

竹内　勤
内科学（リウマチ・
膠原病）

403,000
補
委 ○

中山タラントロバー
ト

整形外科学 200,000
補
委 ○

中川　敦夫
臨床研究推進セン
ター

800,000
補
委 ○

中川　敦夫
臨床研究推進セン
ター

5,800,000
補
委 ○

中村　雅也 整形外科学 400,000
補 ○　
委

中村　雅也 整形外科学 43,000,000
補
委 ○

中村　雅也 整形外科学 5,850,000
補
委 ○

中村　雅也 整形外科学 20,000,000
補
委 ○

中村　雅也 整形外科学 5,000,000
補
委 ○

長谷川　直樹 感染制御センター 3,000,000
補
委 ○

長谷川　奉延 小児科学 13,500,000
補 ○　
委

長谷川　奉延 小児科学 200,000
補 ○　
委

長谷川　奉延 小児科学 8,000,000
補
委 ○

長谷川　奉延 小児科学 650,000
補
委 ○

長谷川　奉延 小児科学 1,499,999
補
委 ○

辻　哲也
リハビリテーション
医学

14,335,108
補
委 ○

①網羅的遺伝子発現解析とbioinformaticsによる新規分
子標的の探索、②MPA、 GPAを対象とするトシリズマブの
医師主導治験準備(ANCA関連血管炎の新規治療薬開
発を目指す戦略的シーズ探索と臨床的エビデンス構築
研究)

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

遺伝子発現制御機構に基づく自己免疫疾患の患者層別
化と個別化医療基盤の確立 (各種自己免疫疾患におけ
る検体および臨床データの回収)

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

高悪性度骨軟部腫瘍に対する標準治療確立のための研
究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

認知行動療法を国民の生活に活用するための研究
国立研究開発法人
国立精神・神経医療
研究センター

新たな認知行動療法プログラムによる疾病治療ならびに
健康増進とその普及による健康イノベーション創出

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

脊柱靭帯骨化症に関する調査研究 厚生労働省

亜急性期脊髄損傷に対するiPS細胞由来神経前駆細胞
を用いた再生医療

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

亜急性期脊髄損傷に対するiPS細胞由来神経前駆細胞
を用いた再生医療

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

AMED 再生医療臨床研究促進基盤整備事業（旧iPSモデ
ル事業）

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

同種髄核細胞製品の産業化を目指した椎間板変性症に
対する再生医療の実用化

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

非結核性抗酸菌症の発生動向把握及び診断・治療法の
開発に向けた研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

副腎ホルモン産生異常に関する調査研究 厚生労働省

性分化・性成熟疾患群における診療ガイドラインの作成と
普及

厚生労働省

疾患特異的iPS細胞を用いた下垂体疾患モデルの創出を
目指した研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

性分化疾患・性成熟疾患の診療ガイドライン作成に向け
たエビデンス創出

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

MIRAGE症候群の治療法開発に向けた基礎的研究
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

外来がんリハビリテーションプログラムの開発に関する研
究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構



坪田　一男 眼科学 430,000
補 ○　
委

坪田　一男 眼科学 600,000
補 ○　
委

天谷　雅行 皮膚科学 26,000,000
補 ○　
委

天谷　雅行 皮膚科学 500,000
補 ○　
委

天谷　雅行 皮膚科学 48,420,000
補
委 ○

天谷　雅行 皮膚科学 30,223,779
補
委 ○

天谷　雅行 皮膚科学 2,860,000
補
委 ○

天谷　雅行 皮膚科学 3,000,000
補
委 ○

天谷　雅行 皮膚科学 40,300,000
補
委 ○

田之上　大 微生物学・免疫学 8,450,000
補
委 ○

田野崎　隆二
輸血・細胞療法セ
ンター

650,000
補
委 ○

渡邉　航太 整形外科学 160,000
補 ○　
委

嶋田　博之 小児科学 130,000
補
委 ○

湯浅　慎介 内科学(循環器) 1,000,000
補
委 ○

藤澤　大介 精神・神経科学 400,000
補
委 ○

藤澤　大介 精神・神経科学 1,000,298
補
委 ○

内田　裕之 精神・神経科学 800,000
補 ○　
委

自己免疫疾患に関する調査研究 厚生労働省

角膜難病の標準的診断法および治療法の確立を目指し
た調査研究

厚生労働省

稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究 厚生労働省

指定難病制度の公平性を担保するための方法論の開発 厚生労働省

ステロイド治療抵抗性の天疱瘡患者を対象としたリツキシ
マブの医師主導治験

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

皮膚・腸内微生物叢解析によるアトピー性皮膚炎発症機
序の解明

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

臨床皮膚検体の採取とバリア・神経イメージング解析
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

アトピー性皮膚炎の個別化医療・予測医療実現に向け
た、皮膚トランスクリプトーム解析研究 (皮膚組織検体採
取と付随する臨床データ収集（成人、小児）)

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

微生物叢と宿主の相互作用・共生の理解と、それに基づ
く疾患発症のメカニズム解明(皮膚細菌叢と宿主の相互作
用理解に基づく炎症性疾患制御法の開発)

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

微生物叢と宿主の相互作用・共生の理解と、それに基づ
く疾患発症のメカニズム解明　「ヒト腸内細菌種による免疫
細胞誘導機構とがん免疫への寄与の解明」

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

新規リガンドを用いたNKT細胞標的がん治療
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

先天性呼吸器・胸郭形成異常疾患に関する診療ガイドラ
イン作成ならびに診療体制の構築・普及に関する研究

厚生労働省

小児フィラデルフィア染色体（Ph）陽性ALLに対する標準
的治療法の確立（小児急性リンパ性白血病に対する標準
的治療法の確立）

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

ジストロフィン欠損モデル動物を基盤とした筋ジストロ
フィーの新しい治療法開発

国立研究開発法人
国立精神・神経医療
研究センター

大人向けがん教育啓発プログラムコンテンツの開発
国立研究開発法人
国立がん研究セン
ター

BPSDの解決につなげる各種評価法と、BPSDの包括的予
防・治療指針の開発～笑顔で穏やかな生活を支えるポジ
ティブケア(BPSDに伴う認知症介護者の心理ストレスに対
する認知行動療法)

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

重度かつ慢性の精神障害者に対する包括的支援にかん
する政策研究―薬物療法研究班

厚生労働省



肥沼　悟郎 小児科学 160,000
補 ○　
委

浜谷　敏生 産婦人科学(産科) 1,300,000
補
委 ○

武林　亨 衛生学公衆衛生学 14,250,000
補 ○　
委

副島　研造
臨床研究推進セン
ター

7,861,500
補
委 ○

副島　研造
臨床研究推進セン
ター

201,205,000
補 ○　
委

福永　興壱 内科学(呼吸器) 1,362,400
補
委 ○

福永　興壱 内科学(呼吸器) 492,648
補
委 ○

福田　恵一 内科学(循環器) 350,000
補 ○　
委

福田　恵一 内科学(循環器) 150,000
補 ○　
委

福田　恵一 内科学(循環器) 253,577,000
補
委 ○

福田　恵一 内科学(循環器) 30,000,000
補
委 ○

福田　恵一 内科学(循環器) 9,880,000
補
委 ○

福田　恵一 内科学(循環器) 200,000
補
委 ○

福田　恵一 内科学(循環器) 100,000
補
委 ○

福田　恵一 内科学(循環器) 1,950,000
補
委 ○

平沢　晃
産婦人科学(婦人
科)

2,002,000
補 ○　
委

平沢　晃
産婦人科学(婦人
科)

2,999,945
補
委 ○

先天性呼吸器・胸郭形成異常疾患に関する診療ガイドラ
イン作成ならびに診療体制の構築・普及に関する研究

厚生労働省

卵胞内エクソソームに注目した卵子老化の研究
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

オルト-トルイジン等芳香族アミンによる膀胱がんの原因
解明と予防に係る包括的研究

厚生労働省

肺がんに対するγδT細胞治療
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

橋渡し研究戦略的推進プログラム「基礎臨床一体型モデ
ル／首都圏ネットワーク融合による橋渡し研究推進と革新
的医療実現」

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

既存薬ライブラリからの気管支喘息治療薬の開発
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

アレルギー性気管支肺真菌症の新・診断基準の検証と新
規治療開発

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

特発性心筋症に関する調査研究 厚生労働省

遺伝子診断に基づく不整脈疾患群の病態解明および診
断基準・重症度分類・ガイドライン作成に関する研究

厚生労働省

iPS細胞を用いた再生心筋細胞移植による重症心不全治
療法の確立

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

iPS細胞を用いた再生心筋細胞移植による重症心不全治
療法の確立

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

経皮的肺動脈形成術における生体吸収性ステントの安全
性と有効性の検討

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

拡張相肥大型心筋症を対象とした多施設登録観察研究
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

慢性血栓塞栓性肺高血圧症（CTEPH)に対するballon 
angioplasty(BPA)の有効性と安全性に関する多施設レジ
ストリー研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

心房細動発症リスクと重症化リスクの層別化指標の確立を
目的とした大規模コホート・レジストリー共同研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

がんゲノム医療推進を目指した医療情報の利活用にかか
る国内外の法的基盤の運用と課題に関する調査研究

厚生労働省

遺伝性腫瘍の遺伝学的検査とバイオバンクに関するELSI
の情報共有

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構



別役　智子 内科学(呼吸器) 100,000
補 ○　
委

別役　智子 内科学(呼吸器) 2,050,000
補
委 ○

房木　ノエミ 眼科学 650,000
補
委 ○

北郷　実
外科学(一般・消化
器)

681,200
補
委 ○

北川　雄光
外科学(一般・消化
器)

500,000
補
委 ○

北川　雄光
外科学(一般・消化
器)

42,320,000
補
委 ○

北川　雄光
外科学(一般・消化
器)

5,500,000
補
委 ○

北川　雄光
外科学(一般・消化
器)

35,800,000
補
委 ○

北川　雄光
外科学(一般・消化
器)

499,850
補
委 ○

北川　雄光
外科学(一般・消化
器)

200,001
補
委 ○

北川　雄光
外科学(一般・消化
器)

40,890,000
補
委 ○

北川　雄光
外科学(一般・消化
器)

24,048,904
補
委 ○

北川　雄光
外科学(一般・消化
器)

15,444,000
補
委 ○

本田　賢也 微生物学・免疫学 195,336,879
補
委 ○

末岡　浩 産婦人科学(産科) 200,000
補 ○　
委

末岡　浩 産婦人科学(産科) 1,000,000
補
委 ○

木須　伊織
産婦人科学(婦人
科)

2,080,000
補
委 ○

難治性呼吸器疾患・肺高血圧症に関する調査研究 厚生労働省

Stevens-Johnson症候群慢性期の診断基準・実態調査と
治療法の確立

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

外来因子フリー難病由来iPS細胞のライブラリー構築とそ
れを使った疾患モデルと薬剤開発

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

二次リンパ組織の形態及び機能形成に関する免疫学的
研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

食道がんに対する標準治療確立のための多施設共同研
究

国立研究開発法人
国立がん研究セン
ター

幹細胞パッケージングを用いた臓器再生技術と新規移植
医療の開発

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

臨床病期I/II/III食道癌（T4を除く）に対する胸腔鏡下手
術と開胸手術のランダム化比較第III相試験

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

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

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

局所進行食道癌に対して、治療の有効性向上を目指した
新しい術前治療を確立する研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

多施設共同研究による肝移植後肝炎ウイルス再発に対
する標準的治療の確立

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

未来医療を実現する先端医療機器・システムの研究開発 
先端医療機器の開発 高い安全性と更なる低侵襲化およ
び高難度治療を可能にする軟性内視鏡手術システムの
研究開発

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

未来医療を実現する医療機器・システム研究開発 低侵
襲がん診療装置開発プロジェクト 磁気ナノ粒子によるセ
ンチネルリンパ節の特定とがん転移の迅速診断法の開発

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

国内完結型がんクリニカルシークエンスの社会実装と統
合データベース構築およびゲノム医療人材育成に関する
研究開発

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

腸内細菌株カクテルを用いた新規医療品の創出（機能的
に優れた腸内細菌株カクテルの同定分離）

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

ミトコンドリア病の調査研究 厚生労働省

胚細胞の遺伝子解析に基づく新時代の生殖医療の開発
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

MHC統御カニクイザルの有用性評価と計画生産の検討
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構



里宇　明元
リハビリテーション
医学

700,000
補 ○　
委

里宇　明元
リハビリテーション
医学

53,847,000
補
委 ○

里宇　明元
リハビリテーション
医学

57,413,491
補
委 ○

里宇　明元
リハビリテーション
医学

123,548,317
補
委 ○

林田　哲
外科学(一般・消化
器)

6,169,800
補
委 ○

鈴木　重明 内科学(神経) 1,000,000
補
委 ○

鈴木　則宏 内科学(神経) 200,000
補 ○　
委

鈴木　則宏 内科学(神経) 500,000
補 ○　
委

鈴木　則宏 内科学(神経) 500,000
補
委 ○

鈴木　則宏 内科学(神経) 300,001
補
委 ○

渕本　康史 外科学(小児) 300,000
補 ○　
委

渕本　康史 外科学(小児) 160,000
補 ○　
委

淺村　尚生 外科学(呼吸器) 500,000
補
委 ○

淺村　尚生 外科学(呼吸器) 600,000
補
委 ○

淺村　尚生 外科学(呼吸器) 5,500,000
補
委 ○

淺村　尚生 外科学(呼吸器) 500,000
補
委 ○

淺村　尚生 外科学(呼吸器) 2,600,000
補
委 ○

スモンに関する調査研究 厚生労働省

脳のシステム論的理解に基づく革新的BMIリハビリテー
ション機器・手法の開発と臨床応用～脳卒中片麻痺を中
心として～

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

脳卒中後上肢麻痺に対する脳波―BMIリハビリテーション
システムの医師主導治験

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

未来医療を実現する医療機器・システム研究開発 先端
医療機器の開発 麻痺した運動や知覚の機能を回復する
医療機器・システムの研究開発）

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

がんゲノム個別化医療の実現に向けた遺伝子診断共通
カリキュラム構築と教育・研修プログラムの実証的開発研
究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

筋ジストロフィー関連疾患の分子病態解明とそれに基づく
診断法・治療法開発

国立研究開発法人
国立精神・神経医療
研究センター

神経免疫疾患のエビデンスによる診断基準・重症度分
類・ガイドラインの妥当性と患者QOLの検証

厚生労働省

もやもや病（ウイリス動脈輪閉塞症）の診断・治療に関する
研究

厚生労働省

もやもや病疫学画像データベース作成
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

薬物乱用頭痛における抑肝散の有効性の検討
国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

小児期から移行期・成人期を包括する希少性慢性消化
器疾患の医療政策に関する件研究

厚生労働省

先天性呼吸器・胸郭形成異常疾患に関する診療ガイドラ
イン作成ならびに診療体制の構築・普及に関する研究

厚生労働省

呼吸器悪性腫瘍に対する手術を含む標準治療確立のた
めの多施設共同研究

国立研究開発法人
国立がん研究セン
ター

肺がん診療均てん化におけるQIとデータ活用の検討
国立研究開発法人
国立がん研究セン
ター

高悪性度神経内分泌肺癌切除例に対する術後補助化学
療法の標準治療確立のための研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

非浸潤または非小細胞肺癌に対する標準的機能温存手
術の確立に関する研究

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

臨床病期Ⅰ/Ⅱ期非小細胞肺癌におけるリンパ節郭清の
縮小化の治療的意義を検証するランダム化比較試験

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構



舩越　建 皮膚科学 19,000,000
補
委 ○

（注） 1

2

3

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。

「研究者氏名」欄は、1つの研究について研究者が複数いる場合には、主たる研究者の氏名を記入すること。

「補助元又は委託元」欄は、補助の場合は「補」に、委託の場合は「委」に、○印をつけた上で、補助元又は委託元を記入
すること。

進行期乳房外パジェット病に対するトラスツズマブ、ドセタ
キセル併用療法の第Ⅱ相臨床試験

国立研究開発法人
日本医療研究開発
機構

計252件



2　論文発表等の実績

(1)高度の医療技術の開発及び評価を行うことの評価対象となる論文

番
号

論文種別

1 Original Article

2 Original Article

3 Original Article

4 Original Article

5 Original Article

6 Original Article

7 Original Article

8 Original Article

9 Original Article

10 Original Article

11 Original Article

12 Original Article

13 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

Ogata H、 
Aoyama N、 
Mizushima S　
et al.

医学部内視鏡センター

Comparison of efficacy of multimatrix 
mesalazine 4.8 g/day once-daily with 
other high-dose mesalazine in active 
ulcerative colitis: a randomized、 
double-blind study

Intest Res. 2017 Jul; 
15(3):368-379

Ogata H、 
Ohori A、 
Nishino H et 
al.

医学部内視鏡センター

Comparison of efficacies of once-daily 
dose multimatrix mesalazine and 
multiple-dose mesalazine for the 
maintenance of remission in ulcerative 
colitis: a randomized、 double-blind 
study

Intest Res. 2017 Jul; 
15(3):358-367

Inoue N、 
Kobayashi 
K、 
Naganuma M 

病院予防医療センター

Long-term safety and efficacy of 
adalimumab for intestinal Behcet's 
disease in the open label study 
following a phase 3 clinical trial

Intest Res. 2017 Jul; 
15(3):395-401

Katsumata 
Y、 Sano F、 
Abe T et al.

医学部外科学（一般・消
化器）

The Effects of Hydrogen Gas 
Inhalation on Adverse Left Ventricular 
Remodeling After Percutaneous 
Coronary Intervention for ST-Elevated 
Myocardial Infarction- First Pilot 
Study in Humans

Circ J. 2017 Jun 23;　
81(7):940-947

Kobayakawa 
M、 Kokubu 
S、 Hirota S 
et al.

医学部医学教育統轄セ
ンター

Short-Term Safety and Efficacy of 
Balloon-Occluded Retrograde 
Transvenous Obliteration Using 
Ethanolamine Oleate: Results of a 
Prospective、 Multicenter、 Single-
Arm Trial

J Vasc Interv Radiol. 
2017 Aug;28(8):1108-
1115

Hasegawa T、 
Suzuki K、 
Kaneko Y et 
al.

医学部内科学（リウマチ・
膠原病）

Proteinuria selectivity index as a 
prognostic biomarker in lupus 
nephritis

Lupus. 2017 May; 
26(6):656-660

Sakurai H、 
Suzuki T、 
Yoshimura K 
et al.

医学部精神・神経科学

Predicting relapse with individual 
residual symptoms in major depressive 
disorder: a reanalysis of the STAR*D 
data

Psychopharmacology 
(Berl). 2017 Aug; 
234(16):2453-2461

Mizuguchi 
Y、 
Hatakeyama 
H、 Sueoka K 
et al.

医学部産婦人科学（産
科）

Low dose resveratrol ameliorates 
mitochondrial respiratory dysfunction 
and enhances cellular reprogramming

Mitochondrion. 2017 
May;34:43-48

Kasuga Y、 
Miyakoshi 
K、 Nishio H 
et al.

医学部産婦人科学

Mid-trimester residual cervical length 
and the risk of preterm birth in 
pregnancies after abdominal radical 
trachelectomy: a retrospective analysis

BJOG. 2017 Oct; 
124(11):1729-1735

Ikenoue S、 
Waffarn F、 
Ohashi M et 
al.

医学部産婦人科学
Prospective association of fetal liver 
blood flow at 30 weeks gestation with 
newborn adiposity

Am J Obstet Gynecol. 
2017 
Aug;217(2):204.e1-204

Tanabe A、 
Asayama K、 
Hanazawa T 
et al.

医学部衛生学公衆衛生
学教室

Left ventricular hypertrophy by 
electrocardiogram as a predictor of 
success in home blood pressure 
control: HOMED-BP study

Hypertens Res. 2017 
May;40(5):504-510

Nakahara T、 
Daisaki H、 
Yamamoto Y 
et al.

医学部放射線科学

Use of a digital phantom developed by 
QIBA for harmonizing SUVs obtained 
from the state-of-the-art SPECT/CT 
systems: a multicenter study

EJNMMI Res. 2017 
Dec;7(1):53

Liu F、 
Kawakami 
M、 Tamura 
K et al.

医学部リハビリテーション
医学

Feasibility of a Respiratory Movement 
Evaluation Tool to Quantify 
Thoracoabdominal Movement for 
Neuromuscular Diseases

Respir Care. 2017 Apr; 
62(4):423-431

（様式第3）



14 Original Article

15 Original Article

16 Original Article

17 Original Article

18 Original Article

19 Original Article

20 Original Article

21 Original Article

22 Original Article

23 Original Article

24 Original Article

25 Original Article

26 Original Article

27 Original Article

Oya M、 
Tomita Y、 
Fukasawa S 
et al.

医学部泌尿器科学

Overall survival of first-line axitinib in 
metastatic renal cell carcinoma: 
Japanese subgroup analysis from phase 
II study

Cancer Sci. 2017 
Jun;108(6):1231-1239

Mizuno R、 
Miyajima A、 
Hibi T et al.

医学部泌尿器科学

Impact of baseline visceral fat 
accumulation on prognosis in patients 
with metastatic renal cell carcinoma 
treated with systemic therapy

Med Oncol. 2017 Apr;　
34(4):47

Goto O、 
Sasaki M、 
Akimoto T et 
al.

医学部腫瘍センター

Endoscopic hand-suturing for defect 
closure after gastric endoscopic 
submucosal dissection: a pilot study in 
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医学部内科学(循環器)
Barriers Associated With Door-to-
Balloon Delay in Contemporary 
Japanese Practice

Circ J. 2017 May 
25;81(6):815-822

　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。



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

2 Case report

3

～ 　計　件

(注
)

1

2

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

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

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

　「雑誌名・出版年月等」欄には、「雑誌名. 出版年月（原則雑誌掲載月とし、Epub ahead of printやin pressの掲載月は
認めない）; 巻数: 該当ページ」の形式で記載すること
（出版がオンラインのみの場合は雑誌名、出版年月（オンライン掲載月）の後に（オンライン）と明記すること）。
      記載例：　Lancet. 2015 Dec; 386: 2367-9  /  Lancet. 2015 Dec (オンライン）

　「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
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

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

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



(様式第 3) 

高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類 

 

3 高度の医療技術の開発及び評価の実施体制 

(1)倫理審査委員会の開催状況 

① 倫理審査委員会の設置状況 有・無 

② 倫理審査委員会の手順書の整備状況 有・無 

・ 手順書の主な内容 

人を対象とする医学系研究に関する標準業務手順書  

人を対象とする医学系研究における安全性情報の取り扱いに関する標準業務手順書 

人を対象とする医学系研究に関する個人情報保護ガイドライン  

人体から取得された試料および情報等の保管に関する標準業務手順書  

人を対象とする医学系研究に関する慶應義塾大学医学部倫理委員会標準業務手順書 

臨床研究に関する慶應義塾大学医学部倫理委員会標準業務手順書  

臨床研究における安全性情報の取り扱いに関する手順書  

臨床研究に関する個人情報保護ガイドライン  

臨床研究に関する標準業務手順書  

慶應義塾大学医学部倫理委員会内規 

 

 

 

③ 倫理審査委員会の開催状況 年12回 

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

「有」に○印を付けること。 

 2  前年度の実績を記載すること。 

 

 

(2)利益相反を管理するための措置 

① 利益相反を審査し、適当な管理措置について検討するための委員

会の設置状況 

有・無 

② 利益相反の管理に関する規定の整備状況 有・無 

・ 規定の主な内容 

慶應義塾利益相反マネジメント・ポリシー 

慶應義塾利益相反マネジメント内規 

大学病院臨床研究利益相反マネジメント委員会内規 

 

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12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12回 

 ・研修の主な内容 

＜倫理審査委員会の委員向けの研修会（平成29年度実績）＞ 

・個人情報保護法等の改正について 

・倫理審査のポイントについて 

 

＜臨床研究の研究者向けの講習会（平成29年度実績）＞ 

・改正個人情報保護法の施行に伴う「人を対象とする医学系研究の倫理指針」の改正への 

対応のための説明会 

・臨床研究法セミナー －総論編－ 

・臨床研究法セミナー －各論編－ 

・臨床研究啓発セミナー（7回） 

 

(注）前年度の実績を記載すること。 



 

(様式第 4) 

高度の医療に関する研修を行わせる能力を有することを証する書類 

 

1 研修の内容 

・臨床カンファレンス、セミナーの開催、特に慶應総合診療グランドラウンドを開催し双方向性

討論の展開によりEBMへのアプローチを明確化 

・大学病院と地域の教育中核病院間のインターネットを用いた遠隔カンファレンス・セミナーの

開催 

・臨床カンファレンスおよびセミナーでの講演内容のオンサイトによる録画の上、ストリーミン

グ配信システムから配信 

・高度な臨床スキルや手術的技能の習得のために、手術を含む種々の臨床手技シミュレーション

を実践できるeラーニングコンテンツの提供 

・情報リテラシー、EBM教育のために必要な電子図書・雑誌の充実 

・高度な専門医療技術の修得、医療安全の向上を図るための医療シミュレーター機器を用いた専

門臨床研修会の開催 

・Cadaverを用いたクリニカル・アナトミーラボ（臨床解剖ラボ）での高度な専門診療技能の修得

と基本手技を含む高度な手術手技の熟練および臨床スキル向上を目的とするセミナーの開催 

・高度な先進医療や臨床研究の実施に欠かせない、医療倫理、研究倫理、医療安全に関するセミ

ナーの開催 

・新専門医制度の開始に伴い、日本専門医機構認定の共通講習（当院主催）の実施（医療倫理・

医療安全・感染対策） 

（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         204 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 

岡本 真一郎 内科 教室主任・診療科部長・教授 39年 内科統括 

神田 武志 内科 専修医担当主任・専任講師 21年 内科統括 

福永 興壱 呼吸器内科 診療科部長・准教授 24年   

福田 恵一 循環器内科 診療科部長・教授 35年   

金井 隆典 消化器内科 診療科部長・教授 30年   

伊藤 裕 腎臓・内分泌・代謝内科 診療科部長・教授 35年   

中原 仁 神経内科 診療科部長・教授 15年   

山岡 邦宏 リウマチ・膠原病内科 診療科部長・准教授 25年   

北川 雄光 外科 教室主任・教授 32年 外科統括 

林田 哲 外科 専修医担当主任・専任講師 20年 外科統括 

尾原 秀明 一般・消化器外科 診療科部長・准教授 25年  

黒田 達夫 小児外科 診療科部長・教授 36年   

志水 秀行 心臓血管外科 診療科部長・教授 32年   

淺村 尚生 呼吸器外科 診療科部長・教授 35年   

吉田 一成 脳神経外科 教室主任・診療科部長・教授 37年  

森崎 浩 麻酔科 教室主任・診療科部長・教授 35年   



研修統括者氏名 診 療 科 役 職  等 臨床経験年数 特記事項 

松本 守雄 整形外科 教室主任・診療科部長・教授 32年   

貴志 和生 形成外科 教室主任・診療科部長・教授 30年  

高橋 孝雄 小児科 教室主任・診療科部長・教授 36年  

田中 守 産科 診療科部長・教授 32年   

青木 大輔 婦人科 教室主任・診療科部長・教授 36年 産婦人科統括 

坪田 一男 眼科 教室主任・教授 37年   

根岸 一乃 眼科 診療科部長・教授 30年  

天谷 雅行 皮膚科 教室主任・教授 33年  

海老原 全 皮膚科 診療科部長・准教授 32年  

大家 基嗣 泌尿器科 教室主任・診療科部長・教授 31年  

小川 郁 耳鼻咽喉科 教室主任・診療科部長・教授 36年  

三村 將 精神・神経科 教室主任・診療科部長・教授 34年  

陣崎 雅弘 放射線診断科 診療科部長・教授 31年  

茂松 直之 放射線治療科 教室主任・診療科部長・教授 35年 放射線科統括 

中川 種昭 歯科・口腔外科 教室主任・診療科部長・教授 33年  

里宇 明元 リハビリテーション科 教室主任・診療科部長・教授 39年  

佐々木 淳一 救急科 教室主任・診療科部長・教授 29年   

亀山 香織 病理診断科 診療科部長・准教授 30年   

藤島 清太郎 総合診療科 診療科部長・教授 36年  

村田 満 臨床検査科 教室主任・診療科部長・教授 36年   

田野崎隆二 輸血・細胞療法センター センター長・教授 33年   

三村 將 漢方医学センター センター長・教授 34年   

松本 秀男 スポーツ医学総合センター センター長・教授 40年   

大家 基嗣 血液浄化・透析センター センター長・教授 31年   

長谷川 直樹 感染制御センター センター長・教授 33年  

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

診療科については、必ず記載すること。 

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

てのサブスペシャルティ領域について研修統括者を記載すること。 

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

てのサブスペシャルティ領域について研修統括者を記載すること。 



 

(様式第 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     該当なし 

 ・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 病院長  北川 雄光 

  管理担当者氏名 事務局長 本田 博哉 
 

 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 秘書課 診療記録として保管し
ている記録は、 
○紙媒体→一患者一番
号制で外来・入院別に分
けて集中管理を実施 
○電子媒体→情報シス
テム内にて、厚生労働省
の「医療情報システムの
安全管理に関するガイ
ドライン」に沿った管理
を実施 
○診療記録は病院外へ
の持ち出しを禁止とす
る。但し、裁判所その他
公的機関から要請があ
った場合は、病院長の許
可を得て、病院外へ持ち
出すことができる。 

各科診療日誌 各診療科 
処方せん 薬剤部 
手術記録 医事統括室 
看護記録 医事統括室 
検査所見記録 医事統括室 
エックス線写真 医事統括室 
紹介状 医事統括室 
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 

医事統括室 

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 

PCまたは紙媒体で保管 

高度の医療の提供の実績 医事統括室 
 

高度の医療技術の開発及び評価
の実績 

臨床研究推進センター 

高度の医療の研修の実績 専修医研修センター 
閲覧実績 医事統括室 
紹介患者に対する医療提供の実
績 

医事統括室 

入院患者数、外来患者及び調剤
の数を明らかにする帳簿 

医事統括室 
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 

医療安全管理部 
 

PCまたは紙媒体で保管 

医療に係る安全管理のための委
員会の開催状況  

医療安全管理部 
 

医療に係る安全管理のための職
員研修の実施状況 

医療安全管理部 
 

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 

医療安全管理部 
 
 
 

 
  



 
 

 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 

感染制御部 
 

 

 

 

 

 

 

 

PCまたは紙媒体で保管 

院内感染対策のための委員会の
開催状況  

感染制御部 

従業者に対する院内感染対策の
ための研修の実施状況  

感染制御部 

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  

感染制御部 

医薬品安全管理責任者の配置状
況  

薬剤部 

従業者に対する医薬品の安全使
用のための研修の実施状況  

薬剤部 
医療安全管理部 

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
   

薬剤部 

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 

薬剤部 

医療機器安全管理責任者の配置
状況 

医用工学室 

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 

医用工学室 

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 

医用工学室 

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 

医用工学室 
 
 

  



 
 

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

 

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

医療安全管理責任者の配置状
況 

医療安全管理部  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PCまたは紙媒体で保管 
 
 

専任の院内感染対策を行う者
の配置状況 

医療安全管理部 

医薬品安全管理責任者の業務
実施状況 

薬剤部 

医療を受ける者に対する説明
に関する責任者の配置状況 

医療安全管理部 

診療録等の管理に関する責任
者の選任状況 

医事統括室 

医療安全管理部門の設置状況 医療安全管理部 
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 

手術・血管造影セン
ター 

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 

医療安全管理部 

監査委員会の設置状況 医療安全管理部 
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 

医療安全管理部 

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 

医療安全管理部 

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 

患者総合相談部 

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 

総務課 

職員研修の実施状況 医療安全管理部 
感染制御部 
総務課 

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 

医療安全管理部 

管理者が有する権限に関する
状況 

総務課 
大学病院経営企画室 

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 

業務監査室 

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 

大学病院経営企画室 

(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              北川 雄光 

 閲 覧 担 当 者 氏 名              本田 博哉 

 閲覧の求めに応じる場所              病院内 相談室 

 閲覧の手続の概要 

 

病院内 相談室 

・診療に関するもの ⇒ 当院規定の開示手続きによる 

・病院管理および運営に関するもの ⇒ 状況に応じ対応 

 

 

 

 

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

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

する番号に〇印を付けること。 

 

 

〇病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧の実績 

   前 年 度 の 総 閲 覧 件 数    延         0件 
  閲 覧 者 別   医        師    延         0件 

  歯  科  医  師    延         0件 
      国    延         0件 
  地 方 公 共 団 体    延         0件 

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

 



 
 
 

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

 
 
① 医療に係る安全管理のための指針の整備状況 

 
     有・無 

 
 ・ 指針の主な内容： 
 

当院における医療安全管理体制の確立、医療安全管理のための具体的方策及び医療事故発生時の対

応方法等について、指針を示し、適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資することを

目的としている。 

１）医療安全管理に関する基本的な考え方 

２）組織及び体制 

３）医療安全管理委員会の設置 

４）医療安全管理部の設置 

５）外部監査 

６）特定機能病院間相互のピアレビュー 

７）医療安全管理のための従業者研修 

８）報告等に基づく医療に係る安全確保を目的とした改善方策 

９）医療事故等発生時の対応 

10）その他医療安全の推進のために必要な方針 

11）患者への情報提供 
12）患者からの相談への対応 

 
 
 
② 医療に係る安全管理のための委員会の設置及び業務の状況 
 
・ 設置の有無（ 有・無 ） 
・ 開催状況：年 11 回 
・ 活動の主な内容： 
 
１）医療安全管理のための指針に関する事項 

２）医療安全管理のための研修に関する基本的方針の決定と実施 

３）医療事故を未然に防止するための効果的な院内体制の確立 

４）当院において重大な問題、その他、委員会において取り扱うことが適当な問題が発生した 

場合における速やかな原因の究明のための調査および分析、患者への対応状況の確認 

５）分析結果を活用した医療安全の確保を目的とした改善のための方策の立案  

６）改善のための方策の実施状況の調査および必要に応じた当該方策の見直し 

７）「医療安全管理委員会報告システム」を用いた実施状況の確認および確認結果を病院長 

ならびに医療安全管理責任者に報告 

８）すべての死亡または死産事例に関する報告の実施状況確認、及び確認結果の病院長に報告 

９）実施状況が不十分な場合における、従業者への研修および指導 

10）医療安全に資する診療内容等についてのモニタリング項目の策定 

11）医療事故に関する報告書の書式の制定 

12）医療安全対策マニュアルの作成および改正ならびにその内容の従業者への周知徹底 

13）その他、病院長から指示された事項 

  
委員会は前項について病院長に報告、必要に応じて提言をおこなう。 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
③ 医療に係る安全管理のための職員研修の実施状況 

 
     年 7 回 

 
 ・ 研修の内容（すべて）： 
 
 平成29年度実施状況 

時期 内容 

8月 1. 医療安全（概論） 

2. インシデント・アクシデント報告方法について 

3. 医薬品安全使用について 

4. 医療機器安全使用について 

8月 1. 平成 28 年度インシデント・アクシデント報告と改善事例 

2. 医療安全と患者相談 

3. 個人情報の取り扱いと公益通報 

4. 臨床研究と研究倫理 

4月 1. 平成 28 年年間事故報告（全体） 

2. 誤薬事故 

3. チューブトラブル 

4. 転倒・転落事故 

5. その他事故 

6. 平成 28 年看護安全強化月間報告 

9月 テーマ：高齢者の安全と意思決定 

1. 意思決定支援の考え方 

2. IADLの評価と活用 

3. 退院後に安全に暮らせるための支援 

10月 1. 慶應義塾大学病院の BCPを知っていますか？ 

2. 虐待防止委員会の活動報告と今後の課題 

3. AED使用状況 

4. 院内の AED講習会 

12月 テーマ：深めよう！在宅酸素療法！ 

1. 在宅酸素・人口呼吸器導入時の注意点と管理について 

2. 成人慢性呼吸不全患者の在宅酸素療法導入・管理の実際 

3. 新生児の在宅酸素療法・BiPAPの導入 

4. BiPAP管理のもと退院する乳児の退院支援 

12月 1. 平成 29 年度前期事故集計報告 

2. 平成 29 年度看護安全強化月間のお知らせ 

 

 

 
 
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）インシデント・アクシデント事例の詳細な把握、検討等を行い医療事故の防止に資するため、

各部門・部署にセーフティマネジャーを配置する。部門内での安全対策に関する会議を開催。 

２）大学病院におけるインフォームド・コンセントの適切な管理と適正な運営を目的として、イ

ンフォームド・コンセント委員会を設置し、患者が意思決定するために必要な項目を網羅し

た、説明・同意文書の標準フォーマットを作成し、既存文書からの変更、新規文書の作成を

行っている。 



 
 
 

 
３）画像、内視鏡等の検査レポートの未読、未対応事例への対応として、「画像レポート未読防

止等ワーキンググループ」を設置し、短期的な対応策、中・長期的な対応策の検討を行って

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： 
 
慶應義塾大学病院感染対策指針 
院内感染の防止、感染の制御、拡大防止のため、病院感染防止対策を全病院職員が把握して、感染
源の速やかな特定、制圧、終息を図ることを本指針の目的としている。 

 
病院の理念に基づき、患者の皆様および病院職員に安全で快適な医療環境を提供するため、感染防
止および感染制御の対策に取組むための基本的な考え方。 
１）病院感染対策に関する基本的な考え方 
２）感染制御部の設置 
３）感染対策運営委員会および感染専門委員会の設置 
４）職員研修 
５）感染発生状況の報告 
６）感染発生時の対応 
７）患者への情報提供と説明 
８）病院における感染対策の推進 

 
 
② 院内感染対策のための委員会の開催状況 

 
年 18回 

 
  ・ 活動の主な内容： 
 
１）感染対策運営委員会 
開 催：月1回（年12回）適宜臨時開催 
役 割：病院感染に関する報告事項を受けて、病院感染対策にかかわる具体的施策等を審議し、 

感染制御部（ICT）に助言を行う。 
構成員：病院長、看護部長、薬剤部長、臨床検査科診療科部長、事務局長、輸血・細胞療法 

センター長、食養管理室長、臨床検査技術室長、中央滅菌医療資材室長、ICTメンバー 
など（25名） 

 
主な報告内容は、薬剤耐性菌・血液培養陽性などの微生物検査結果の動向、病院内で発生してい
る感染症の発生状況、抗菌薬など感染症治療薬の使用状況と適正使用に関する内容など。 
主な審議検討事項は、発生調査や感染対策の実施や内容について決定する。結果を受け、内容の
評価を行う。 
例：インフルエンザ、RSウイルス感染症、薬剤耐性菌複数発生などの際に、ICTからの情報をも
とに患者隔離、当該病棟入院中の他患者への対応、新入院の制限実施、終息の決定。 

 
２）感染専門委員会 
開 催：隔月（年6回）適宜、臨時開催 
役 割：感染制御部（ICT）が策定し、感染対策運営委員会が承認した感染防止に関わる施策 

等を、病院内のすべての部署に周知徹底し、迅速かつ確実に対策を実施する。 
各委員は、診療科内・部門内の教職員などで、感染症が発生した場合、情報収集や 
しかるべき初期対策を実施して、ICTに通報し、ICTと連携して対応に努める。 

構成員：全診療科、全部門・全部署の代表者53名 
 

主な報告・周知内容は、薬剤耐性菌・血液培養陽性などの微生物検査結果の動向、病院内で発生
している感染症の発生状況と感染対策、抗菌薬など感染症治療薬の使用状況と適正な使用方法、
各部門・部署での遵守率調査結果、結核の早期発見、血液曝露発生状況、院内感染対策教育の推
進など。 
例：インフルエンザ、RSウイルス感染症、疑いを含む結核、薬剤耐性菌複数発生などの際に、 
感染専門委員は、ICTのリーダーシップのもと、現場対応に協力する。診療科・部門内で自らが
主体的に取組み、主治医らへの指導、患者への説明、それぞれの情報の取りまとめなどを実施す
る。 
 

 



 
 
 

 
 
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 6回 

 
・ 研修の内容（すべて）： 
・ 研修の主な内容： 
全教職員に院内での発生状況、感染対策の基本的な考え方と具体的な方策を周知徹底し、意識向上

を目標に感染対策に関する研修を実施し、出席状況を管理する。全教職員は必須研修2回（eラーニ

ングのみ）を含む合計3回以上を必ず受講する。手指衛生や、適切な防護具着用、結核用N95マスク

フィットテストなどは対象別に実施している。 
 
平成29年度実施状況 

時期 対象 主な内容 

8月 全教職員必須研修 
感染対策の原則、院内組織体制、標準予防策と経路別予防策、 

個室隔離 

8月 全教職員必須研修 職業感染対策、抗菌薬適性使用、2016年度感染制御センター報告 

9月 全教職員 感染症から未来を守る～今求められる薬剤耐性菌対策～ 

10月 小児系教職員 

小児領域の感染対策総論 

RSウイルス感染症と感染対策、ボカウイルス事例、外科系患者の

感染対策、ESBL産生菌事例、小児の監視培養について 

12月 全教職員 

迅速な感染対策のために～早期発見・早期対策～ 

感染症トリアージマニュアル改訂、感染症トリアージ医事の取組

み、迅速な感染対策の必要性、検査室の取組み 

1月 看護系職員 新病院棟での感染対策の徹底～標準予防策を徹底するために～ 

 
対象者は、3、244名で1人平均4.22回受講した（eラーニング含む）。3月末までに対象者全員が2回
以上受講している。 

 
 
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： 
 
 
感染制御部（ICT）が中心となり、下記内容を実施している。 

１）各種サーベイランス 

 血液培養 

 薬剤耐性菌・抗酸菌・アスペルギルスなど微生物別 

 ICUサーベイランス、HCUサーベイランス、NICUサーベイランス 

 BSI/UTI/VAPなどターゲット別サーベイランス 

 一般・消化器外科SSIサーベイランス 

 針刺し血液曝露 

 手指衛生遵守率調査・防護具着用遵守率調査、使用量調査 

 インフルエンザ、感染性胃腸炎など教職員感染症発生状況 
 
２）各種ラウンド 

 微生物データにもとづく薬剤耐性菌・血液培養ラウンド 全269回 

毎日実施し、個々の患者の診療に役立てるようにしている。 



 
 
 

 
 許可制・届出制特定抗菌薬ラウンド（使用状況把握および介入） 

週2回以上実施。届出の確認、使用理由・適正などを確認。必要があれば量と種類について担

当医と相談。 

 感染対策担当者、施設・清掃担当者の協働による施設環境ラウンド 全68回 

感染対策をすすめるうえで設備的な問題はないか、清掃が行き届いているか、現場での対策が

実施できているかなどをチェックする。現場へのフィードバックを行い、その後の改善状況を

把握する。各委員会へ報告し改善に努める。 

 デバイス 全386回 

CVカテーテル、尿道留置カテーテル、その他の医療器具や患者環境など周辺を適宜確認する。 

 網羅的ラウンド 44回延べ87回 

内容を限定し短時間でもすべての病棟を毎週ラウンドし、全体の傾向や変化を把握し改善にい

かすことを目的に実施。週2回実施し2回で全病棟をラウンドする。 

 ターゲットラウンド 5回 

短期的に解決をはかりたい場合に、内容あるいは対象部署を限定してラウンドする。 

 

３）院内周知・教育 

 感染対策マニュアル作成および改訂 

 教職員ポケットハンドブック作成および改訂 

 抗菌薬適正使用ガイド 

 ICTニュースと電子カルテCLIPシステムによる情報提供 

 感染対策講習会と内容別・対象別講習会等の企画・実施 

 

４）院内周知確認と自己チェック 

教職員が感染対策の内容や最新情報について把握しているか、具体的な感染対策を実施している

かを確認する内容で実施している。 

 

５）感染症診療と感染対策に関するコンサルテーション 

医師、看護師、コメディカルなどからの個別の相談に応じる。 

 

６）職業感染対策 

教職員健康管理部門である保健管理センターとの協働により下記を実施している。 

 針刺し血液曝露 

発生時の24時間対応、発生後フォロー、針刺し低減のための対策 

 結核 

・新入職者のIGRA（Interferon-Gamma Release Assays）検査 

・ハイリスク医療従事者のIGRA検査年1回 

・医療従事者の最低年1回胸部X線必須 

 流行性ウイルス疾患 

・水痘・麻疹・風疹・流行性耳下腺炎の免疫獲得必須 

・年1回インフルエンザワクチン接種機会の提供 

 

７）地域連携 

下記他施設との連携により、自施設の評価・改善に努める。 

 私立医科大学1校との年1回の相互ラウンド（杏林大学病院 東京女子医科大学病院） 

 国立がん研究センター中央病院による年1回視察と意見交換 

 感染防止対策加算2取得施設との年4回の合同カンファレンス 

 四谷第六小学校への手指衛生指導（1年生、6年生） 
 

(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 6 回 

 
・ 研修の主な内容： 
 
 平成 29年 4月 3日から 4月 12日の 8日間実施 

研修医・専修医オーダリングトレーニング (専修医、研修医 182名) 
医薬品集に記載されている基本的な薬剤の入力操作を習得する。 

 平成 29年 4月 10日から 17日 
1年次研修医が 38名、2年次研修医が 25名 
「処方入力時の注意と点滴調製の手技」 
注射薬を無菌的に調製する方法を実際の薬を用いて実習する。凍結乾燥品のバイアルを溶解し、 
補液へ混合しインスリンを加える。配合変化を体験してその回避方法を学ぶ。 

 平成 29年 4月 28日 
看護安全推進講習会 
インスリン、ワーファリンの事故事例と対策 

 平成 29年 8月 8日から 9月 30日 
安全対策セミナー・感染対策講習会必須研修 1  e－ラーニング 
医薬品被害救済制度、ラミクタール錠による重篤な皮膚障害、PTPシートの誤飲、サリドマイド、
ポマリスト錠の入院時管理について 

 平成 29年 12月 19日 
看護安全推進講習会 
非麻薬性鎮痛薬の誤投与と対策、類似薬品名による誤処方と対策 

 平成 30年 2月 21日 
看護師注射点滴調製研修  
「薬剤の基礎知識と管理を含めた講義と演習」 
静脈注射を実施するうえで薬剤の基礎知識と管理について 

 
 
 
 
 
③ 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施状況 
 
・ 手順書の作成        （ 有・無 ） 
 
・ 手順書の内訳に基づく業務の主な内容： 
 
医薬品の購入管理、調剤室の薬品管理、病棟・各部門への薬剤の供給、入院・外来患者への使用、
情報収集・管理・提供、院内各部門における医薬品の取り扱いを定めている。 

 
年に2回手順書の内容をチェックリストとして作成し、病棟外来看護師、医師、薬剤師、診療放射
線技師、ME等の各診療科・部門のセーフティマネジャーに、手順書に基づいて業務が実施されて
いるか確認を依頼している。被チェック者は以前にチェックを経験していないものとしている。
その後、病棟・外来のラウンドを行い、チェックリストで出来ていない部分や手順書で変更にな
っている部分を中心に確認している。 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
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）： 
 
昨年末から、院内製剤における未承認・適応外使用をリストアップし、各診療科に提示して申請
を推進している。日本病院薬剤師会の院内製剤の調製および使用に関する指針でクラス1に分類さ
れているものを未承認、クラス2を適応外としている。院内製剤以外では、未承認薬では大動脈瘤
の不安定性を評価するPET検査で使用する検査薬18F-NaF、認知症、神経編成疾患のタウ変性をイ
メージングするPET検査で使用する検査薬18F-PI2620、適応外・禁忌ではサンドスタチン、サンデ
ィミュン、ロイケリン、アザチオプリンが申請された。 

 
 
 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 
 
内外用薬でシートにバーコードが印刷されている薬品すべてを対象に、調剤時バーコードを使用
して確認を行っている。また、注射薬の取り揃え、混合調製後の使用薬品の確認、病棟への注射
薬払い出し等にバーコードを使用して確認を行っている。定時注射薬処方の薬品は全て1施用で取
り揃えている。 
腎機能に障害がある場合、服用量に制限もしくは禁忌となっている医薬品は、患者の直近の腎機
能を評価し疑義照会を行っている。 

 
 
 
(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 116 回 

 
 ・ 研修の主な内容： 
 

 特定医療機器（人工呼吸器、人工心肺装置及び補助循環装置、除細動器、血液浄化装置 
閉鎖式保育器、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置）に関する 
研修：23回 

 一般医療機器に関する研修：9回 
 新規医療機器に関する研修：52回 
 新規医療機器材料に関する研修：32回 

    
 
 
 
②  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： 
 
   臨床工学技士による点検； 除細動器、一部人工呼吸器 
 
   業者委託による保守点検； 人工呼吸器、人工心肺装置及び補助循環装置、血液浄化装置 
                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 
                閉鎖式保育器 
 
 
 
 
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）： 
 

 光超音波イメージング装置 PAI05 3例 
 ピンホールコンタクトレンズ 16例 
 ３焦点眼内レンズ 1例 

 
いずれにおいても有害事象・不具合等の報告はなし。 

 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 
 

 電子カルテ上に医療機器の管理ページの作成 
 セントラルモニター、ベッドサイドモニター、心電計、除細動器において 

使用前点検の標準化 
 

(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 

 

副病院長1名を医療安全管理責任者に配置した。医療安全管理責任者は医療安全管理部門、医療安

全管理委員会、医薬品安全管理責任者（薬剤師）及び医療機器安全管理責任者(臨床工学技士)を

統括している。平成30年4月1日より専従医師を配置。 
 
 
② 専任の院内感染対策を行う者の配置状況 

 
 有（ １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 

 情報の整理： 

「緊急安全性情報」、「医薬品・医療機器等安全性情報」は、電子ファイルを公的機関のウェブ

サイト等よりダウンロードし、薬剤部内イントラネットおよび電子カルテに保管・掲載する。薬

品添付文書、インタビューフォーム、製品情報概要、使用上の注意の解説、各種文献、問い合わ

せの回答などの情報は、医薬品別ファイルにファイリングする（平成 30年度内に電子化の予定）。

製薬会社より添付文書等の改訂情報を得た場合には、医薬品別ファイル内の資料を最新版へ差し

替える。各種情報サービスにより得られた添付文書改訂情報に基づき、最新の添付文書及び改定

案内が製薬会社より届いていないものは適宜リストアップし、製薬会社に請求する。添付文書、

インタビューフォーム等の改訂情報について、年 1回程度各製薬会社に確認する。医薬情報担当

者は、毎朝、公的機関（国内、米国）の安全性情報、学術情報をウェブサイト、メール等でチェ

ックする。 

 

 

 情報の周知： 

「緊急安全性情報」、「医薬品・医療機器等安全性情報」が発出された場合、薬事委員を通じて

各診療科へ電子メールにて配信し、院内の電子掲示板、電子カルテへ掲載し全職員へ周知する。

必要に応じて別途お知らせを作成し配布する。特に周知が必要な情報については、医療安全対策

センターが使用しているシステムを活用して院内電子掲示板から周知を行う。（院内で閲覧した

スタッフ人数が把握できるほか、閲覧していないスタッフに閲覧を促すことも可能）薬剤部職員

へは連絡用グループアドレスを用いたメール、および月 1回の全体会議にて情報共有を行う。薬

剤管理指導業務担当者には、医薬品情報担当と定期的に開催している月 1回ミーティングにおい

て具体的な対応について情報共有を行い、必要に応じて病棟スタッフへの周知を依頼する。「医

薬品安全対策情報(DSU)」、「使用上の注意の改訂指示」が発出された場合、当院取り扱い品目

に限り商品名を併記し、サマリーを追記した上で薬事委員へ電子メールにて案内を行い、同時に

薬剤部員へも連絡する。必要に応じて、全部署、全診療科に向けたインフォメーションの発出、

院内イントラネット掲示板、電子カルテへ掲載、薬事委員、薬剤部員へメール配信する。特に安

全面で影響が大きいと考えられる事例では、場合により患者を検索し薬事委員や専門医に連絡を

取り対策を検討し、薬剤部員への情報共有をおこなう。 

 

 



 
 
 

 

・未承認等の医薬品の使用に係る必要な業務の実施状況 

診療科部長より申請された、｢未承認｣「適応外」「禁忌」に該当する医薬品に関して、医療安全管

理部と連携して申請内容を確認し、未承認医薬品、あるいは協議の結果必要と認めた「適応外」｢禁

忌｣医薬品について、未承認等新規医薬品・医療機器評価委員会へ諮問する。 

医薬品の適応外使用、禁忌医薬品の使用状況を処方監査等により把握し、使用の必要性等を確認

し、必要な指導等を行う。 

 

・担当者の指名の有無（有・無） 

・担当者の所属・職種： 

（所属：薬学部     、職種 薬剤師）  （所属：薬剤部 DI担当 、職種 薬剤師） 

（所属：薬剤部 DI担当 、職種 薬剤師）  （所属：薬剤部 DI担当 、職種 薬剤師） 

（所属：薬剤部 DI担当 、職種 薬剤師）  （所属：薬剤部 DI担当 、職種 薬剤師） 

 

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： 

診療記録管理監査委員会内規に基づき監査を実施。結果は当該診療科および診療記録管理監査委

員会、病院診療会議、病院運営会議にフィードバックしている。 

 

⑤ 診療録等の管理に関する責任者の選任状況 有・無 

・診療録等の記載内容の確認、及び指導の主な内容： 

「診療録の記載に関するガイドライン」を作成。副病院長を委員長とする診療記録管理監査委員

会が、「診療記録監査実施要項」を基に多職種による監査を行っている。結果は当該診療科および

診療記録管理監査委員会、病院診療会議、病院運営会議にフィードバックしている。 

 

⑥ 医療安全管理部門の設置状況 有・無 

・所属職員：専従（9）名、専任（0）名、兼任（11）名 

 うち医師：専従（1）名、専任（0）名、兼任（4）名 

 うち薬剤師：専従（1）名、専任（0）名、兼任（1）名 

 うち看護師：専従（5）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.医療安全管理委員会で用いられる資料および議事録の作成・保存、その他、医療安全管理 



 
 
 

 
委員会の庶務に関すること 

2.事故等に関する診療録やその他診療記録の確認および指導 

3.事故等発生時の対応状況の確認および当該部門に対する指導 

4.必要に応じ患者又は家族への説明 

5.事故等の原因究明のための調査および分析 

6.医療に係る安全確保や業務改善の方策の立案および実施・評価ならびに教職員への周知 

7.医療安全に係る連絡調整に関すること 

8.医療安全管理委員会での決議内容を教職員に周知 

9.医療安全に関する苦情や相談への対応と方策の立案および実施 

10.教職員の医療安全に関する周知活動とその確認 

11.医療安全に資する診療内容等ついてのモニタリング 

12.他の特定機能病院間相互のピアレビューの実施 

13.死亡、死産報告に関すること 

14.その他医療安全対策に関すること 

 

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

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

 

⑦ 高難度新規医療技術の提供の適否等を決定する部門の状況 

・前年度の高難度新規医療技術を用いた医療の申請件数（8件）、及び許可件数（7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評価委員会の開催 

 実施報告書の提出 

 

・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（31件：未承認医薬品 23 件、医療機器 8件）、

及び許可件数（27件：医薬品 20件、医療機器 7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（医薬品・医療機器）を用いた医療を提供する場合に、既存の医薬品等を使用

する事と比較した場合の優位性、当該未承認新規医薬品等の使用条件等を記載した申請書に基づ

き、未承認等評価委員会でその使用の適否について検討し、医療安全管理部長が決定する。 

導入後は、定期的に適正な手続きに基づき提供されていたか診療録等により確認する。 

・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 336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 124件 

・上記に関する医療安全管理委員会の活動の主な内容 

 医療事故を未然に防止するための効果的な院内体制の確立 

 院内において発生したアクシデント及びインシデントについての情報の収集 

 アクシデントやインシデントに関する資料の収集ならびに分析 

 医療事故防止のための具体的対策の検討及び推進 

 医療事故防止のための研修及び教育 

 医療安全に資する診療等についてのモニタリング項目の策定 

 医療安全マニュアルの作成および改正ならびにその内容の周知徹底 

 すべての死亡・死産事例の把握 

 

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：杏林大学医学部付属病院 ）・無） 

・他の特定機能病院等からの立入り受入れ（ 有（病院名：杏林大学医学部付属病院 ）・無） 

・技術的助言の実施状況 

 医療事故の公表基準の検討を指摘 

⇒公表基準を作成中 

 手術室通路に器材が多数放置され通行の妨げになっている箇所の改善を指摘 

⇒新病院棟開設で改善済み 

 臨床工学室のスペースの改善を指摘 

⇒新病院棟開設で改善済み 

 

 

 

 



 
 
 

 

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 

患者さんやそのご家族が気軽に相談できるように「総合相談窓口」を正面玄関横に配置し、窓口

対応を午前8時40分から午後4時30分で行っている（事前予約なし）。また、相談方法は他にも用

意しており、電話相談（窓口対応を同じ時間帯）、院内に28箇所に設置されたご意見箱への投書、

24時間受付のメール相談、など患者さんの状況によって選んでいただける多様な手段がある。 

相談窓口担当者には、看護師、MSW、事務員を専従で配置し、患者さんの声に傾聴すること、必要

に応じて医療安全管理部と連携を取ること、迅速かつ適切な対応すること、などを心がけている。  

対応した相談内容は全例報告書を作成し、電子カルテ内の報告システム（CLIP）で情報管理をお

こなうことで、医療安全管理部とは相談内容の共有もすすめている。 

医療安全管理部のスタッフも加わったカンファレンスも定期的に実施し、医療安全管理委員会に

おいては、患者総合相談部より定例の月例報告と、必要に応じた事例報告も行っているなど、相

談内容の検討と情報共有を推し進め、医療安全機能の向上に努めている。  

 

⑫ 職員研修の実施状況 

・研修の実施状況 

 改正個人情報保護セミナー（平成 29年 10月 4日） 

 臨床倫理セミナー（平成 29年 12月 26日） 

 

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： 

3月 13日・14日 第 5回特定機能病院管理者研修会 

 医療安全管理者責任者： 

5月 16日 医療機関、弁護士会及び裁判所の協議会幹事会 

5月 25日 都内私大病院安全連絡会議 

9月 25日 医療機関、弁護士会及び裁判所の協議会幹事会 

10月 16日 医療界と法曹界のシンポジウム 

12月 8日 医療機関、弁護士会及び裁判所の協議会幹事会 

1月 25日 都内私大病院安全連絡会議 

2月 17日・18日 第 4回日本医療安全学会学術集会 

2月 21日・22日 特定機能病院管理者研修 

 医薬品安全管理責任者： 

3月 13日・14日 第 5回特定機能病院管理者研修会 

 医療機器安全管理責任者： 

3月 13日・14日 第 5回特定機能病院管理者研修会 

7月 29日 医療機器安全管理責任者研修会 

 

（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） 



 
 
 

 
規則第７条の２第１項各号に掲げる管理者の資質及び能力に関する基準 

 
 
 管理者に必要な資質及び能力に関する基準 

  
     

 

 ・ 基準の主な内容 

1. 医療の安全の確保のために必要な資質および能力として、医療安全管理業務の経験を有し、

患者安全を第一に考える姿勢および指導力を有する者 

2. 当院を管理運営する上で必要な資質および能力を有し、当院内外での組織管理経験を有する者 

3. 高度の医療を提供すること、高度の医療技術の開発および評価を行うこと、高度の医療に関す

る研修を行わせることなど、特定機能病院に求められる役割を十分理解し、その発展にリーダ

ーシップを発揮できる者 

4. 関係法令等を十分理解し、法令を遵守した病院運営を担える者 

5. 安心・安全な医療の提供と、安定的な収益確保とのバランスを考えた健全で全体最適な病院

運営を担える者 

6. 次代の病院執行部の育成を担える者 

7. 病院の社会的使命を十分理解し、その発展に努めることができる者 

8. 病院開設者である理事長や常任理事会、行政その他関係機関との間で信頼関係を構築し、適

切な連携を図れる者 

9. 慶應義塾の専任教職員として、病院の管理者としての業務に専念できる者 

 

 

・ 基準に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 

・ 公表の方法 

   病院ホームページへの公表に向けて準備中 
 
 
 
 

規則第７条の３第１項各号に掲げる管理者の選任を行う委員会の設置及び運営状況 
 
 
 前年度における管理者の選考の実施の有無 

 
    有・無 

 

 ・ 選考を実施した場合、委員会の設置の有無（ 有・無 ） 

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

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

・ 公表の方法 

 
 

管理者の選任を行う委員会の委員名簿及び選定理由 

氏名 所属 委員長 

（○を付す） 

選定理由 特別の関係 

    有・無 

    有・無 

    有・無 

    有・無 
 



 
 
 

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

設置及び運営状況 
 
 
 合議体の設置の有無 

 
    有・無 
   

 

・合議体の主要な審議内容 

 運営の方針 

 中期計画 

 予算案および決算に関する事項 

 各委員会等からの重要な提案事項 

 内規等の制定および改廃に関する事項 

 病院診療会議における周知・報告事項 

 その他、病院長が必要と判断した事項 

  

・審議の概要の従業者への周知状況 

 毎月1回、合議体（病院運営会議）の協議内容を周知する病院診療会議にて、全部門長への 

周知を行っている。また、あわせて特に重要な周知事項を全職員へメールにて配布し、各部署

内で周知がなされたことを、部門長から病院長へ報告することとしている。 

  

・合議体に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 

・公表の方法 

  

・外部有識者からの意見聴取の有無（ 有・無 ） 

 

合議体の委員名簿 

氏名 委員長 

（○を付す） 

職種 役職 

北川 雄光 ○ 医師 病院長 

大家 基嗣  医師 副病院長 

佐谷 秀行  医師 副病院長 

陣崎 雅弘  医師 副病院長 

長谷川 奉延  医師 

副病院長 

医療安全管理部長 

診療記録管理監査委員会委員長 

松本 守雄  医師 
副病院長 

手術・血管造影センター長 

三村  將  医師 
副病院長 

患者総合相談部長 

本田 博哉  事務 病院事務局長 

松田 美紀子  看護師 看護部長 

天谷 雅行  医師 医学部長 

金井 隆典  医師 医学部長補佐 

長谷川 直樹  医師 感染制御部長 

山口 雅也  薬剤師 医薬品安全管理責任者 

平林 則行  臨床工学技士 医療機器安全管理責任者 



 
 
 

 
村田  満  医師 COI委員会委員長 

望月 眞弓  薬剤師 薬剤部長 

宮田 裕章   医療政策・管理学教授 

古田  正  事務 病院事務局次長（総務担当） 

加藤 恵里子  事務 

（看護師） 

病院事務局次長（総務担当） 

松田 健太郎  事務 病院事務局次長（管財担当） 

三保谷 照和  事務 病院事務局次長(医事・情報担当) 

飯田 英貴  事務 病院事務局次長（経営企画担当） 

市川 二葉  事務 

（看護師） 

病院事務局次長代理(医療安全担

当) 

岩田 光晴  事務 病院事務局次長（渉外担当） 

新木 一弘  医師 国立病院機構東京医療センター 

副院長 

朴沢 重成  医師 保険委員会委員長 

鎮目 美代子  事務 

（看護師） 

病院機能評価受審委員会副委員

長 

鎌倉 ゆかり  事務 病院事務局長付 

佐藤 正明  事務 医療連携推進部次長代理 

長妻 靖子  事務 総務課長 

田丸 富士夫  事務 臨床研究推進センター課長 
 
 
  



 
 
 

 
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 
 
 ・ 規程の主な内容 
 

 病院長は、病院管理者として大学病院を代表し、病院業務全般を統括する。 

 病院長は、大学病院で行われる診療、教育、研究およびそれらに関する諸活動について、

その実施を許可し、停止を決定する。また、実施状況について報告を求め、是正改善等を

命ずることができる。 

 各診療科および診療部門の長は、病院長が指名し、塾長が任命する。 

 病院長は必要な場合にいつでも診療科部長等の権限を停止し、代行者を指名することがで

きる。 

 診療科部長等の解任は、病院長の上申に基づき塾長が決定する。後任者が任命されるまで

の間、病院長は代行者を指名することができる。 

 

 ・ 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 
 

【職名】副病院長 
【役割】病院長を補佐し、病院長が不在の場合はその職務を代行する。 
 
【職名】病院事務局長 
【役割】理事長の命を受け、病院長の指示により、病院執行部として病院業務全般の管理運営に 

当たる。大学病院内の各職位の職員を監督、指導する。 
 
【職名】看護部長 
【役割】病院執行部として、看護の視点から病院長を補佐する。 
 
【職名】病院経営企画室 
【役割】病院内外の情報を戦略的・集中的に管理し、大学病院の経営業務に関連する企画、 

立案、事業計画、予算、調整に係る業務を行う。 
 
 

 ・ 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 
 

管理者に求める資質および能力の基準のひとつである医療安全管理業務の経験を積むため、複数
名の副病院長が医療安全管理委員会に参画している。 

 
 
 
 
 

 
 
  



 
 
 

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

状況 

 

監査委員会の設置状況 有・無 

・監査委員会の開催状況：年 2回 

・活動の主な内容： 

1. 病院長、医療安全管理責任者、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、医療機器感染管理責任者等から報告を求め、必要に応じて自ら確認する。 

2. 必要に応じ、塾長または病院長に対し、医療に係る感染安全管理について是正措置を講じるよ

う意見を表明する。 

3. 1及び 2に掲げる監査結果を公表する。 

 

・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：病院 HP 

 

 

 

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 

山口 徹 虎ノ門病院名誉

院長 

○ 虎ノ門病院の元病

院長であり、病院

管理者として医療

安全に携わり、幅

広い知識と豊富な

実務経験を有する 

有・無 

 

 

1 

市村 尚子 名古屋大学病院 

副病院長・看護

部長 

 現職の大学病院看

護部長であり、看

護管理者として医

療安全について十

分な知識と実務経

験を有する 

有・無 

 

 

1 

中谷 比呂樹 慶應義塾大学  

グローバルリサ

ーチインスティ

チュート特任教

授 

 厚生労働省医系技

官として医療行政

に従事し、WHOでは

感染症対策部門を

牽引した実務経験

を有する 

有・無 

 

 

1 



 
 
 

 
宮沢 忠彦 関谷法律事務所

弁護士 

 長年法曹界に身を

おき、法律につい

ての豊富な専門知

識と実務経験を有

する 

有・無 

 

 

1 

山口 育子 認定 NPO法人さ

さえあい医療人

権センターCOML

理事長 他 

 医療を受ける者の

立場を代表する患

者支援団体の理事

長として、医療安

全についての知識

を有する 

有・無 

 

 

2 

（注） 「委員の要件該当状況」の欄は、次の1～3のいずれかを記載すること。 

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

2. 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者（1.に掲げる者を除く。） 

   3. その他 

  



 
 
 

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

確保するための体制の整備に係る措置 

 
 
管理者の業務が法令に適合することを確保するための体制の整備状況 

 
 

 
 ・体制の整備状況及び活動内容 
 
慶應義塾長（理事長）の下に設置されている業務監査室の規程を改正し、体制の整備を図った。 
今後、法人の監事による監査および官公庁の立入検査等に立ち会う予定。 
 

 
 
 
 ・ 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 
 
 
 

 

 
  



 
 
 

 
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 
 

 病院担当常任理事を委員長とする会議体を設置。 
 病院がその社会的使命を果たし、経営の健全性を確保し、その維持・向上に取り組んでいるこ
とを確認するため、病院長による病院の管理・運営の状況について点検・監督等を行うことを
目的とする。 

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

病院の管理運営状況を監督する会議体の名称：慶應義塾大学病院業務監督ボード 

会議体の委員名簿 

氏名 所属 委員長 

（○を付す） 

利害関係 

竹内 勤 慶應義塾（常任理事） ○ 有・無 

貝沼 由久 ミネベアミツミ株式会社 

（代表取締役 会長兼社長執行役員） 

 有・無 

菊池 之 極東証券株式会社（代表取締役会長）  有・無 

小松本 悟 足利赤十字病院（院長）  有・無 

山本 尚明 慶應義塾（塾監局長）  有・無 

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

 

 
  



 
 
 

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

等の情報提供を受け付ける窓口の状況 

 

窓口の状況 

・情報提供を受け付けるための窓口の設置の有無（ 有・無 ） 

・通報件数（年 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 

慶應義塾大学・慶應義塾大学病院ホームページに掲載 、病院ミッションカード・ 

教職員ポケットハンドブックに記載 

 

 

 

 



(様式第 7) 

専門性の高い対応を行う上での取組みに関する書類（任意） 

 

1  病院の機能に関する第三者による評価 

① 病院の機能に関する第三者による評価の有無 有・無 

 ・評価を行った機関名、評価を受けた時期 

公益財団法人日本医療機能評価機構 「病院機能評価（3rdG：Ver.1.1・一般病院2）」 

認定期間：2017年11月10日～2022年11月9日 

 

(注)医療機能に関する第三者による評価については、日本医療機能評価機構等による評価があるこ

と。 

 

 

2  果たしている役割に関する情報発信 

① 果たしている役割に関する情報発信の有無 有・無 

 ・情報発信の方法、内容等の概要 

病院ホームページ、冊子（総合案内、病院広報誌「すゝめ」）等により随時発信を行って 

いる。 

 

 

 

3  複数の診療科が連携して対応に当たる体制 

① 複数の診療科が連携して対応に当たる体制の有無 有・無 

 ・複数の診療科が連携して対応に当たる体制の概要 

慶應義塾大学病院規程において、より良い治療を患者に提供することを目的として、 

複数の診療科や部門の教職員が対等な立場で組織横断的に連携・協力してチーム医療を実施する

にあたっての活動単位を「診療クラスター」と位置付け、活動している。 

現在、以下の診療クラスターがある。 

 臓器移植センター、睡眠センター、アレルギーセンター、呼吸器センター、頭蓋底センター、

消化器センター、肉腫・メラノーマセンター、痛み診療センター、骨転移診療センター、 

リプロダクションセンター、ブレストセンター、母斑症センター、メモリーセンター、 

周産期・小児医療センター、IBD（炎症性腸疾患）センター、ブレストセンター、 

母斑症センター、周産期・小児医療センター、メモリーセンター 

 

 


