
(様式第 10) 

東医歯医病監第７号  

平成３０年１０月 ４日   

  厚生労働大臣        殿 

開設者名 国立大学法人東京医科歯科大学 

                               学長 吉澤 靖之(印) 

 

東京医科歯科大学医学部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 〒113-8519 東京都文京区湯島1－5－45 

 氏   名 国立大学法人 東京医科歯科大学 

(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 

 国立大学法人 東京医科歯科大学医学部附属病院 

 

3 所在の場所 

〒113-8519 

 東京都文京区湯島1－5－45                               

電話(03)3813－6111 

 

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 

腎臓内科、血液内科、内分泌内科、代謝内科、リウマチ科については、合同内科において診療を行

っている。 

 

 

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

けること。 

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



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

ること。 

 

(2)外科 

外科 有 ・ 無 

 外科と組み合わせた診療科名 

  1呼吸器外科           2消化器外科          3乳腺外科           4心臓外科           

  5血管外科             6心臓血管外科        7内分泌外科         8小児外科 

 診療実績 

乳腺外科については、合同外科において診療を行っている。 

小児外科については、小児科において診療を行っている。 

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

ること。 

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

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

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

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

と）。 

 

(3)その他の標榜していることが求められる診療科名 

 1精神科  2小児科  3整形外科  4脳神経外科  5皮膚科  6泌尿器科  7産婦人科 

 8産科    9婦人科  10眼科     11耳鼻咽喉科  12放射線科  13放射線診断科 

14放射線治療科  15麻酔科  16救急科 

(注) 標榜している診療科名の番号に〇印を付けること。 

 

(4)歯科 

歯科 有 ・ 無 

歯科と組み合わせた診療科名 

  1小児歯科   2矯正歯科  3口腔外科 

 歯科の診療体制 

 

 

 

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

号に〇印を付けること。 

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

ている診療科名として「歯科」を含まない病院については記入すること。 

 

(5)(1)～(4)以外でその他に標榜している診療科名 

  1 形成外科  2 病理診断科 3 リハビリテーション科  4         5         6         7 

  8           9         10          11          12           13          14 

 15          16         17          18          19           20          21 

(注) 標榜している診療科名について記入すること。 

 

5 病床数 

 精 神     感染症     結 核     療 養     一 般      合 計  

41床 0床 0床 0床 712床 753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      337人 182人 483.9人  看 護 補 助 者        28人 診療エックス線

技師 

0人 

 歯 科 医 師      0人 0人 0人  理 学 療 法 士        21人 臨床 

 

検査 

臨床検査技

師 

86人 

 薬 剤 師      56人 0人 56人  作 業 療 法 士        9人 衛生検査技

師 

0人 

 保 健 師      0人 0人 0人  視 能 訓 練 士        7人 そ の 他       0人 

 助 産 師      16人 1人 16.8人  義 肢 装 具 士        0人 あん摩マッサージ指圧師 0人 

 看 護 師      779人 17人 790.7人  臨 床 工 学 士 27人 医療社会事業従

事者 

8人 

 准 看 護 師      0人 0人 0人  栄  養  士        0人 その他の技術員        39人 

 歯科衛生士 0人 0人 0人  歯 科 技 工 士        0人 事 務 職 員        168人 

 管理栄養士 11人 1人 11.5人  診療放射線技師 50人 その他の職員        13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 72 人 眼 科 専 門 医 5 人  

外 科 専 門 医 47 人 耳鼻咽喉科専門医 11 人 

精 神 科 専 門 医 9 人 放射線科専門医 14 人 

小 児 科 専 門 医 19 人 脳神経外科専門医 10 人 

皮 膚 科 専 門 医 3 人 整形外科専門医 33 人 

泌尿器科専門医 9 人 麻 酔 科 専 門 医 13 人 

産婦人科専門医 14 人 救 急 科 専 門 医 9 人 

  合 計 268 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（ 大川  淳  ） 任命年月日 平成２８年 ４月 １日 

H20.4.1 から H26.3.31 までの６年間、安全管理対策室長（現：医療安全管理部長）として、安全管

理に関する各種委員会の運営やインシデント等発生時の対応、医療事故の防止及び安全性確保のた

めに必要な企画・立案の総括といった安全管理対策室の管理運営も担い、H26.4.1 から病院長就任

前の H28.3.31 までは副病院長として、引き続き安全管理委員会への出席等、院内の医療安全管理に

携わった。 

 

  



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        619.5人                0人            619.5人 

 １日当たり平均外来患者数            2,278.1人                 0人          2,278.1人 

 １日当たり平均調剤数                          （入院）993.6 剤  （外来）246.4 剤            

  

必要医師数 192人  

必要歯科医師数 0人  

必要薬剤師数 21人  

必要（准）看護師数 386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 

 

 

 249 m 2 

 

 

SRC(一部S) 

 

 

   病 床 数  12 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     210m 2      病床数        17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   41 m 2 

［共用室の場合］ 共用する室名 

化学検査室    533m 2 SRC(一部S)   （主な設備）検体検査自動分析装置一式、検体検査情報システム一式 

細菌検査室    104m 2 SRC(一部S)   （主な設備）分析装置一式、細菌検査情報システム一式 

病理検査室    466m 2 SRC(一部S)   （主な設備）病理標本作製システム一式 

病理解剖室    54m 2 SRC(一部S)   （主な設備）緩衝ホルマリン作成装置一式、病理解剖撮影システム一式 

研 究 室    764m 2 SRC(一部S)   （主な設備）高速液体クロマトグラフィ一式 

講 義 室    229m 2 SRC(一部S)    室数     1  室  収容定員          108 人 

図 書 室     20m 2 SRC(一部S)    室数     1  室  蔵 書 数     250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 114.1％ 逆 紹 介 率  84.5％ 

算

出

根

拠 

Ａ：紹 介 患 者 の 数                                                      21,209人 

Ｂ：他の病院又は診療所に紹介した患者の数                                   19,006人 

Ｃ：救急用自動車によって搬入された患者の

数 

                                   4,443人 

Ｄ：初 診 の 患 者 の 数                                                      22,475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 

中 島 勧 東京大学医学

部附属病院 

医療安全対策

センター長 

○ 東京大学医学部附

属病院医療安全対

策センター長とし

て、医療安全に対

し豊富な経験と知

識を有している。 

有・無 1 

児 玉 安 司 新星総合法律

事務所 弁護士 

国立がん研究

センター 理事 

医師 

 医療安全の問題に

取り組むなど、医

学及び法学の立場

から幅広い視野視

点を有し、医療安

全に関し精通して

いる。 

有・無 1 

豊 田 郁 子 NPO 法人 架け

橋 理事長 

 患者・家族と医療

をつなぐ NPO 法人

架け橋理事長とし

て、患者・家族と

医療従事者のより

良い関係の促進や

コミュニケーショ

ンに関する豊富な

知見を有してい

る。 

有・無 2 

伏 見 清 秀 本学医学部附

属病院クオリ

ティーマネジ

メントセンタ

ー長 

本学特別研究

教授 

本学大学院医

歯学総合研究

科医療政策情

報学分野 

 医療政策に関する

研究に取り組むな

ど、医療の質に対

する造詣が深い。 

有・無 3 



(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 

本学ＨＰ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

36人　

5人　

22人　

28人　

4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。

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（ＭＲ
Ｄ）量の測定

高度の医療の提供の実績

先　進　医　療　の　種　類   

ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断（PCR法）

細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断（PCR法）

多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術

多項目迅速ウイルスPCR法によるウイルス感染症の早期診断

（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

1人　

0人　

0人　

0人　

0人　

7人　

0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。

切除支援のための気管支鏡下肺マーキング法

術後のホルモン療法及びＳ－1内服投与の併用療法

先　進　医　療　の　種　類   

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

術前のS-1内服投与、シスプラチン静脈投与及びトラスツズマブ静脈内投与の併用療法

リツキシマブ点滴注射後におけるミコフェノール酸モフェチル経口投与による寛解維持療法

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

テモゾロミド用量強化療法

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 造血幹細胞移植 取扱患者数 17人　

当該医療技術の概要

医療技術名 放射線免疫療法（ゼヴァリン治療） 取扱患者数 3人　

当該医療技術の概要

医療技術名 治療抵抗性の多発性筋炎・皮膚筋炎に対するリツキシマブの使用 取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名 治療抵抗性の膠原病関連間質性肺炎に対するニンテダニブの使用 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名 治療抵抗性の全身性エリテマトーデスに対するリツキシマブの使用 取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

医療技術名 治療抵抗性の関節リウマチに対するリツキシマブの使用 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名
治療抵抗性の特発性好酸球増多症候群に対するヒドロキシカルバミドの使
用

取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名 治療抵抗性の高安動脈炎に対するインフリキシマブの使用 取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

既承認薬無効の難治性病態であり、当該薬は有効性が世界で評価されているものの開発が困難な状況が確認されてい
るため、当院が設置している未承認医薬品等評価委員会で審査承認のもとで治療した。

既承認薬での治療困難な難治性病態であり、当該薬は世界的には公知の治療薬であるいっぽう本邦では開発要望に対
して現時点では承認見込みが立っていないことから、当院が設置している未承認医薬品等評価委員会で審査承認のもと
で治療した。

きわめて希少疾病であり保険承認された治療薬がほとんど存在しないため、海外等の学術論文等に基づき、当院が設置
している未承認医薬品等評価委員会で審査承認のもとで治療した。

既承認薬が無効である難治性病態であり、海外等の使用実績報告を参考として、当院が設置している未承認医薬品等評
価委員会で審査承認のもとで治療した。

（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

造血器腫瘍に対する移植治療。

悪性リンパ腫に対する免疫放射線療法。

既承認薬が無効の難治性病態であり、世界各国の最新知見に基づき、当院が設置している未承認医薬品等評価委員会
で審査承認のもとで治療した。

難治性かつ当該治療薬は開発中であるが、治験参加が不可能な患者であったため、当院が設置している未承認医薬品
等評価委員会で審査承認のもとで治療した。

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名 治療抵抗性の高安動脈炎に対するトシリズマブの使用 取扱患者数 3人　

当該医療技術の概要

医療技術名 治療抵抗性の多発性筋炎・皮膚筋炎に対するアバタセプトの使用 取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

医療技術名
治療抵抗性の好酸球性多発血管炎性肉芽種症に対するリツキシマブの使
用

取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名
治療抵抗性のSLE、皮膚筋炎/多発性筋炎、成人発症スチル病、血管炎症
候群に対するミコフェノール酸モフェチルの使用

取扱患者数 11人　

当該医療技術の概要

医療技術名 CSII（インスリンポンプ療法）/SAP（Sensor Augmented Pump）療法 取扱患者数 21人　

当該医療技術の概要

医療技術名 副腎静脈サンプリング 取扱患者数 46人　

当該医療技術の概要

医療技術名 選択的動脈内カルシウム注入試験（SACI試験） 取扱患者数 6人　

当該医療技術の概要

医療技術名 難治性内分泌腫瘍の薬物治療 取扱患者数 20人　

当該医療技術の概要

電動式携帯ポンプにより可変式かつ持続的に皮下にインスリン注入する治療法。

原発性アルドステロン症の部位診断法。放射線科との協力の元、左右副腎静脈より採血し副腎静脈アルドステロン濃度を
測定しアルドステロン過剰産生の責任病変を部位診断する。

膵内分泌腫瘍の部位診断法。放射線科との協力の元、膵臓の各部位の細い動脈に少量の刺激薬を注入し、肝静脈より採
血しホルモン濃度を測定しホルモン過剰産生の責任病変を部位診断する。

手術不能例や再発例の先端巨大症、原発性副甲状腺機能亢進症、クッシング症候群、副腎癌などの難治性内分泌腫瘍
に対し専門的な薬物療法を施行している。

（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

当該患者は既承認薬が無効であり、その時点で本剤は薬事承認申請中であり保険請求できない状況であったため、当院
が設置している未承認医薬品等評価委員会で審査承認のもとで治療した。

既承認薬無効の難治性病態であり、本剤は現在開発中であるが治験参加基準対象外の患者であったため、当院が設置し
ている未承認医薬品等評価委員会で審査承認のもとで治療した。

既承認薬無効の難治性病態であり、学術論文等での本剤の有効性報告に基づき、当院が設置している未承認医薬品等
評価委員会で審査承認のもとで治療した。

既承認薬無効の難治性病態であり、世界各国より発出されている本剤の有効性を示唆する学術報告に基づき、当院が設
置している未承認医薬品等評価委員会で審査承認のもとで治療した。

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名
腎臓疾患および体液制御の異常に関わる危険遺伝子および遺伝子変異
の同定

取扱患者数 217人　

当該医療技術の概要

医療技術名 エキシマレーザーを用いたリード抜去術 取扱患者数 63人　

当該医療技術の概要

医療技術名 Cryoballoonを使用した肺静脈隔離術 取扱患者数 21人　

当該医療技術の概要

医療技術名 3D mappingを使用したカテーテルアブレーション 取扱患者数 438人　

当該医療技術の概要

医療技術名 冠動脈レーザー血管形成術 取扱患者数 74人　

当該医療技術の概要

医療技術名 光干渉断層法（OCT/OFDI) 取扱患者数 232人　

当該医療技術の概要

医療技術名 高速回転式冠動脈アテレクトミー 取扱患者数 31人　

当該医療技術の概要

医療技術名 難治性高安動脈炎に対する免疫抑制剤、生物学的製剤による治療 取扱患者数 20人　

当該医療技術の概要

冠動脈内に挿入されたカテーテルの先端より照射される紫外域パルスのエキシマレーザーにより冠動脈のアテロームプ
ラーク、石灰等を蒸散させる治療方法。血栓性病変、ステント再狭窄に有効である。件数の増加が見られる。

近赤外線を用いて冠動脈内膜の詳細を観察する画像診断法。OCT/OFDIを使用することで、冠動脈インターベンション術
後の合併症、再狭窄率を低減させている。

冠動脈内に挿入されたカテーテルの先端よりダイヤモンドチップを埋め込んだバー（ドリル）を高速回転させることにより冠
動脈の石灰を切削する治療方法。石灰の強い冠動脈プラークに威力を発揮する。件数の増加が見られる。

通常のステロイド治療が無効な難治例に対して、免疫抑制剤、生物学的製剤による治療を行い高い奏効率を得ている。

（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

腎臓疾患および体液制御の異常に関わる危険遺伝子および遺伝子変異の同定として、腎性尿崩症・ギテルマン症候群・
バーター症候群・多発性嚢胞腎そして偽性低アルドステロン症Ⅱ型を含む217例に対して、遺伝子解析をおこなった。

カテーテルの先端より照射される紫外域パルスのエキシマレーザーにより、ペースメーカーや植え込み型除細動器などの
癒着したリードの抜去に有効である。リードを含むデバイス感染例が増えており、大学病院を含む多くの医療機関からの紹
介件数が増加している。

心房細動に対してＣｒｙｏｂａｌｌｏｏｎを使用した肺静脈隔離術を施行した。欧米での報告から従来のカテーテルによる肺静脈
隔離術と比べ治療成績が向上することが期待される。件数の増加が見られる。

CARTOシステムやEnsiteカテーテルを使用し心腔内の電位、解剖学的情報を多点記録する。不整脈の機序、回路の解析
を行うことで治療成績が向上している。

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名 重症心不全に対する対外設置型あるいは植込み型人工心臓の長期管理 取扱患者数 12人　

当該医療技術の概要

医療技術名 末梢血単核球移植による血管再生治療 取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名 MR enterocolonography（MREC） 取扱患者数 300人　

当該医療技術の概要

医療技術名 IL28B遺伝子近傍の1遺伝子多型の測定 取扱患者数 120人　

当該医療技術の概要

医療技術名 C型肝炎ウイルスコア領域・ISDRの遺伝子変異測定 取扱患者数 150人　

当該医療技術の概要

医療技術名 C型肝炎ウイルスの遺伝子解析による薬剤耐性変異検査 取扱患者数 110人　

当該医療技術の概要

医療技術名 C型肝炎薬剤耐性変異の測定 取扱患者数 100人　

当該医療技術の概要

医療技術名 ダブルバルーン胆道内視鏡（DBERC） 取扱患者数 15人　

当該医療技術の概要

C型肝炎に対するインターフェロン療法の治療効果を規定するC型肝炎ウイルス変異を測定し、高精度の治療効果予測を
行う。

C型肝炎に対する抗ウイルス療法への耐性を規定するC型肝炎ウイルス変異を測定し、高精度の治療効果予測を行う。

直接作用型抗HCV薬の薬剤耐性変異を測定し、適切な薬剤選択を行う。

ダブルバルーン内視鏡により、通常の方法では到達が困難な術後などの症例に対し胆道鏡を行う。

（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

心臓外科で人工心臓を装着した、心臓移植待機中の重症心不全患者の内科管理を行っている。当施設は心臓移植実施
施設以外では、都内で唯一の植込型人工心臓実施施設であり、心臓外科と協力しながら植込み後の管理を行っている。
良好な治療成績を得ている。

重症虚血肢患者に対し、自己の末梢血より単核球を分離し虚血肢に投与することで、血管新生、創傷治癒を促進する。
【先進医療】

前処置および撮影方法の工夫により、一回の検査で小腸および大腸を同時に評価するMR検査。主な適応疾患はクローン
病。

C型肝炎に対するインターフェロン療法の治療効果を規定する1遺伝子多型を測定し、高精度の治療効果予測を行う。

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名 シングルバルーン内視鏡による外来小腸内視鏡検査 取扱患者数 180人　

当該医療技術の概要

医療技術名 内視鏡的小腸狭窄拡張術 取扱患者数 50人　

当該医療技術の概要

医療技術名 長時間ビデオ脳波同時記録 取扱患者数 60人　

当該医療技術の概要

医療技術名 肺動脈性肺高血圧症に対する、標的治療薬による治療 取扱患者数 8人　

当該医療技術の概要

医療技術名 新生児低酸素性虚血性脳症に対する低体温療法 取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名 新生児遷延性肺高血圧に対する一酸化窒素吸入療法 取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名
先天性副腎皮質酵素欠損症（先天性副腎過形成:CAH）および性分化疾
患の遺伝学的検査を含めた包括的な診断および治療

取扱患者数 5人　

当該医療技術の概要

医療技術名 小児に対する急性血液浄化療法 取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

新生児仮死に対して、脳を保護する目的で行われる現在もっともエビデンスのある治療法である。児の体温を34℃程度ま
で下げ、72時間維持する。呼吸循環動態が変動しやすく、感染症や血球減少など合併症の可能性もあるため、きめ細や
かな管理が必要になり、高い専門技術を必要とする。

新生児遷延性肺高血圧症に対する一酸化窒素吸入療法は、血管拡張作用のある一酸化窒素ガスを直接肺に吸入するこ
とにより、肺血管抵抗を下げて、循環動態を改善させる治療法である。他の薬剤療法と比べ、体血圧には影響を与えず肺
動脈のみを選択的に拡張させることが利点であり、比較的安全に施行可能であるが、血小板機能障害やメトヘモグロビン
血症などの副作用に注意して行う必要がある。

先天性副腎皮質酵素欠損症（先天性副腎過形成:CAH）および性分化疾患は、多くの細分化された病型があり、その治療
法の選択は病型によっても異なる。さらに性分化疾患では正確な病態把握以外に、社会的性決定という特殊かつ高度な
医療社会的判断を必要する。当院では、これらに対し、遺伝学的手法を利用した包括的かつ正確な診断を行い、それに
基づいた社会的性決定およびそれらに基づく治療の提供を行っている。

急性血液浄化療法は、急性の機能不全、または慢性機能不全の急性増悪に陥った臓器に対する機能補助、もしくはサイ
トカインや抗体などの各種成分の除去を目的とした体外循環による治療である。小児ではその特性として、循環血液量が
少ないため血行動態の変動が大きく危険性が高いこと、そのために1ml単位の細かな管理が必要であること、血管が細くブ
ラッドアクセスの確保が困難であること、から高い専門技術を必要とする。

（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

入院せず外来で、経肛門的にシングルバルーン内視鏡を挿入し、低侵襲に小腸全を検査する。

深部小腸の狭窄に対し外科的手術を回避し低侵襲に内視鏡的に治療を行う。

てんかん治療の進歩（外科治療など）に伴い、てんかん発作型の詳細な解析が重要性を増している。そのための最も標準
的な方法はデジタル脳波計を用いて数時間～数日に及ぶ長時間ビデオ脳波同時記録を行うことであるが、小児において
は記録・判読共に熟練を要し、施行可能な医療機関は限られている。

小児肺高血圧症の中でも、肺動脈性肺高血圧症はその大部分を占め予後不良であり難病指定されている。患児の重症
度を層別化し年齢を考慮した上で、現在使用可能な3系統11種類の標的治療薬（エンドセリン受容体拮抗薬、ホスホジエ
ステラーゼ5阻害薬/グアニレートシクラーゼ刺激薬、プロスタグランジンI2薬）により、早期から併用療法を行っている。経
口、吸入、皮下注、静注と様々な投与経路と特性を持つ薬剤を組み合わせることにより、患児の予後は以前に比し大幅に
改善してきた。

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名 小児リウマチ性疾患に対する、標的治療薬による治療 取扱患者数 20人　

当該医療技術の概要

医療技術名 造血細胞移植 取扱患者数 12人　

当該医療技術の概要

医療技術名 クロザピンによる治療抵抗性統合失調症患者の治療 取扱患者数 11人　

当該医療技術の概要

医療技術名 修正型電気けいれん療法による難治性精神疾患の治療 取扱患者数 36人　

当該医療技術の概要

医療技術名 胸腔鏡・腹腔鏡下食道切除術 取扱患者数 13人　

当該医療技術の概要

医療技術名 縦隔鏡下食道切除術 取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

医療技術名
喉頭温存頸部食道切除、特に下咽頭後壁浸潤などにて超高位吻合を伴う
もの

取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名 表層拡大型食道早期癌に対する段階的内視鏡治療 取扱患者数 5人　

当該医療技術の概要

従来の開胸・開腹手術と異なり、創を大きく切らずに約1cm前後の穴を数カ所開けてその穴から食道切除とリンパ節郭清
を行う低侵襲な治療法である。開胸・開腹創は疼痛を伴いやすく、肺炎などの術後合併症が問題とされているが、胸腔
鏡・腹腔鏡手術は創が小さく痛みが少ないこと、胸壁破壊が少なく呼吸機能の低下も抑えられることから、低侵襲で有用
性の高い術式である。

食道がん根治術における上縦隔郭清を伴う治療では経胸腔操作が必要であったが、縦隔鏡手術では、胸部操作が必要
なく、分離肺換気および肺虚脱の必要もないため従来の胸腔鏡手術よりもさらに低侵襲となると予想され、体への負担が
軽減される有用な治療法である。念のためにリンパ節郭清度が問題ないことを右胸腔より胸腔鏡を挿入して観察し、根治
性が確保されていることを確認している。

頸部食道癌、中でも咽頭浸潤を伴うものは、手術の場合従来法では喉頭温存が困難であり声帯を含めた咽頭喉頭食道
切除術が選択されるのが一般的である。当科では喉頭回転法を併用するなど視野展開を工夫しながら可及的に喉頭を
温存し、QOLを保った頸部食道癌手術を心掛け、他院からも多くの紹介患者が来院している。

食道表在癌のうち深逹度がごく浅く粘膜に止まるものの多くは、内視鏡的粘膜下層剥離術を用いた一括切除により疾患
のコントロールが期待できるが、切除範囲が広い場合は高度狭窄を来し患者のQOLの低下が生じる場合がある。当科で
は病変の一部を計画的に遺残させることで切除範囲を調整し、遺残部位にはアルゴンプラズマを用いた焼灼術を経時的
に行い、狭窄予防を図りつつ、根治性を保つ治療を行っている。

（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

リウマチ性疾患および自己炎症性疾患は小児疾患の中でもまれであるが、難病指定されている疾患である。現在使用さ
れている3種類の標的治療薬（抗IL-1抗体、抗IL-6製剤、抗TNF製剤）の静注薬あるいは皮下注製剤を病態に応じて、治
療を行っている。従来の治療薬では改善が見込めなかった患者に対して適宜使用することによって、極めて高い寛解を
図ることが可能となっている。

同種骨髄、臍帯血を移植することにより、難治性白血病や、遺伝子異常に起因する先天性免疫不全症の根治治療をす
る。原発性免疫不全症に対する移植は、白血病に対する移植と異なり、様々な合併症があり難易度の高い移植である。ま
た家族内ドナーからのHLA半合致移植も行っている。

従来の抗精神病薬に抵抗する難治性症状のため不安定な状態が続く統合失調症患者に対し、クロザピンによる治療を
行う。クロザピンは、治療効果が高い反面、無顆粒球症、心筋障害、耐糖能異常等の副作用を引き起こし重症化し易い問
題があるため、所定の講習を得た登録医により、血液内科・循環器内科・代謝内分泌内科・薬剤部の協力体制が確立し
ている限定された施設でのみ実施が許可されている。

薬物療法に抵抗する難治性のうつ病、双極性障害、統合失調症、口腔内セネストパチー、器質性精神疾患等を対象とし
て、手術室において麻酔科による全身麻酔の管理のもとで、前頭部に電極を装着し、矩形波出力型のパルス浪通電装置
を用い、脳への通電を行う。けいれんを生じさせず、副作用のリスクを低減した方法であり、修正型と呼ばれ、全身麻酔管
理のできる施設と医師を要する高度な医療である。

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名 頸部食道浸潤T3下咽頭表在癌に対する経口的切除（ELPS+ESD） 取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名 ロボット支援下胃切除術 取扱患者数 12人　

当該医療技術の概要

医療技術名 腹腔鏡下スリーブ状胃切除術 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名 腹腔鏡下噴門側胃切除術、ダブルトラクト再建 取扱患者数 7人　

当該医療技術の概要

医療技術名 腹腔鏡下大腸全摘術 取扱患者数 26人　

当該医療技術の概要

医療技術名 骨盤内臓器全摘術 取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名 ロボット支援下腹腔鏡下直腸切除手術 取扱患者数 14人　

当該医療技術の概要

医療技術名 乳癌における皮下乳腺全摘と腹部穿通枝脂肪弁を用いた同時再建 取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

潰瘍性大腸炎の手術治療（大腸全摘）は、全身状態不良な患者が多く、時には緊急手術を要する場合があり、手術侵襲も
高いことから高難度である。さらに腹腔鏡下大腸全摘術は手技の定型化が確立されておらず特に難易度が高い。一方で、
腹腔鏡手術が完遂できた場合は、その手技の低侵襲性から術後回復は比較的速やかである。この腹腔鏡下手術を積極
的に取り入れ、緊急下においても安全に施行し得ている。

他臓器浸潤を伴うような高度進行直腸癌患者や直腸癌術後骨盤内局所再発患者に対する根治手術として骨盤内臓器全
摘術が適応になることがあるが、腸管切除のみではなく泌尿生殖器臓器の合併切除と再建（人工肛門および回腸導管）が
必要であり、高難度の術式である。中でも再発患者に対する手術については前手術の影響があり難易度がさらに上がる。

従来、開腹手術や腹腔鏡下手術で行ってきた直腸癌に対する前方切除術を手術支援ロボットを用いて行っている。ロボッ
ト支援下手術は、ロボットの特性や利点欠点を熟知した上で扱う必要があり、その特徴を最大限に活かすことによって、機
能温存を保ちつつ確実な直腸癌根治術が可能となる。

乳癌手術では、乳房皮膚を温存し全乳腺を切除する。その全乳腺の代用として腹部の脂肪を遊離移植（マイクロを用いた
血管吻合あり）し、乳癌手術と同時に再建を行う。（形成外科との協力）

（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

当科では1996年より食道癌に重複した頭頸部表在癌の内視鏡治療を開始し、現在300例500病変を超える治療経験を有
している。頸部食道に浸潤した下咽頭表在癌はステージ3で一般的には経口的切除は困難で高度の技能を要するが頭頸
部外科との協力で内視鏡治療と経口的切除をミックスして治療にあたり、喉頭温存可能な低侵襲治療を実現している。

手術支援ロボット「ダビンチ・Xi」を用いた胃切除術を行っている。手術支援ロボットの特長である、自然な3D画像、多関節
機能、手振れのない手術操作により、従来の腹腔鏡手術と比較し、より精細な手術を行うことが可能となっている。術式は
幽門側胃切除術、胃全摘術、噴門側胃切除術を施行している。

内科的治療抵抗性の原発性肥満の患者で、BMI 35kg/m2以上かつ糖尿病、高血圧、脂質異常症のいずれかを有する患
者を対象としている。腹腔鏡下に胃の大彎側を自動縫合器を用いて袖状に切除し、胃の容量を1/10程度とする。この治療
により一般的に50-70%の超過体重減少率、肥満に関係する内科疾患（糖尿病、高血圧、脂質異常症等）の改善率は80%
以上が見込まれている。

胃上部の胃癌に対して胃全摘術を回避して腹腔鏡下に噴門側胃切除術を行う。噴門側胃切除術は、逆流性食道炎と狭
窄が問題となるが、当科では以前行っていた食道残胃吻合からダブルトラクト再建に変更したことにより、逆流性食道炎、
吻合部狭窄の低減を実現した。腹腔鏡下胃全摘との比較でも、手術時間の短縮、術後体重減少の低減を認めている。

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名 腹腔鏡下肝切除術 取扱患者数 39人　

当該医療技術の概要

医療技術名 腹腔鏡下膵体尾部切除術 取扱患者数 22人　

当該医療技術の概要

医療技術名 難治性てんかんに対する迷走神経刺激 取扱患者数 8人　

当該医療技術の概要

医療技術名
術中脳波、ナビゲーションシステム等マルチモダリティーによるてんかん焦
点切除

取扱患者数 15人　

当該医療技術の概要

医療技術名 頭頚部・頭蓋底手術 取扱患者数 10人　

当該医療技術の概要

医療技術名 Met-PETガイド悪性脳腫瘍摘出術 取扱患者数 12人　

当該医療技術の概要

医療技術名 非造影MRIによるASL perfusion MRI 取扱患者数 300人　

当該医療技術の概要

医療技術名 治療困難な脳動脈瘤に対するFlow diverterステント留置術 取扱患者数 7人　

当該医療技術の概要

頭頚部外科・形成外科・耳鼻咽喉科とのチームにて行う頭蓋底腫瘍摘出術。

アミノ酸代謝PET結果をガイドに摘出。

造影剤を用いない、MRIによる脳血流評価。

通常のコイル塞栓術（ステント併用を含む）では治療困難な脳動脈瘤に対して、動脈瘤内にコイルを留置することなく下記
のステントとは全くことなるflow diverterステントのみを留置して動脈瘤を閉塞する新たな治療法。術者と実施施設が限定さ
れた治療法のため他の脳神経外科施設から治療依頼がある。

（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

開腹手術ではなく腹腔鏡手術下に肝切除を行なう。

開腹手術ではなく腹腔鏡手術下に膵体尾部切除を行なう。

迷走神経刺激による難治性てんかん手術。

FMZ-PET・FDG-PETガイド、術中脳波等のマルチモダリティーによるてんかん焦点切除術。

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名
治療が困難な脳動脈瘤に対する頭蓋内血管ステントを用いた脳動脈瘤の
血管内手術

取扱患者数 14人　

当該医療技術の概要

医療技術名 膝前十字靱帯2重束再建術 取扱患者数 77人　

当該医療技術の概要

医療技術名 膝複合靱帯損傷 取扱患者数 8人　

当該医療技術の概要

医療技術名 両側同時人工膝関節置換術 取扱患者数 40人　

当該医療技術の概要

医療技術名 外側半月板逸脱・外側型変形性膝関節症に対する関節鏡視下手術 取扱患者数 29人　

当該医療技術の概要

医療技術名 内側型変形性膝関節症に対する高位脛骨骨切り術 取扱患者数 25人　

当該医療技術の概要

医療技術名
滑膜幹細胞を用いた半月板縫合後の治癒促進（自家滑膜幹細胞の半月
板損傷を対象とする医師主導治験）

取扱患者数 10人　

当該医療技術の概要

医療技術名 脊髄誘発磁界測定による脊髄機能診断 取扱患者数 30人　

当該医療技術の概要

関節鏡視下に骨棘切除、関節包解離の後逸脱した外側半月板をアンカーを用いて内方化する。また軟骨欠損に対する処
置も併せて行う。

脛骨近位部を骨切りし、変形した膝関節のアライメントを矯正する。

半月板損傷に対する半月板修復術の治療成績を向上させることを目的に、半月板縫合部に自家滑膜幹細胞を移植する。

脊髄の電気活動が発生するごく微弱な磁界を測定し、脊髄機能を体表面から診断する技術。

（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

これまで開頭術、血管内手術ともに治療が困難であった脳動脈瘤に対して、近年開発されたVasucular reconstruction
device（頭蓋内ステント）を用いて母血管の交通性を確保し、動脈瘤を閉塞させる技術である。極めて低侵襲的で患者に負
担が少なく、画期的な高度医療技術である。

膝屈筋腱を2重束とし、関節鏡視下に解剖学的に前十字靱帯を再建する。

膝複合靱帯損傷に対し鏡視下に靭帯を再建する。

人工膝関節置換術を両側同時に施行する。

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名 経頭蓋電気刺激筋誘発電位を用いた術中脊髄・末梢神経機能モニタリング 取扱患者数 120人　

当該医療技術の概要

医療技術名 人工骨と自己骨髄血を用いた、骨採取の必要のない脊椎固定術 取扱患者数 60人　

当該医療技術の概要

医療技術名 術中CTを併用した脊椎手術 取扱患者数 30人　

当該医療技術の概要

医療技術名 一期的両側人工股関節置換手術 取扱患者数 24人　

当該医療技術の概要

医療技術名 神経機能モニタリング下の人工股関節置換手術 取扱患者数 5人　

当該医療技術の概要

医療技術名 表面筋電図を用いた脊椎後弯症患者の痛みの客観的評価 取扱患者数 20人　

当該医療技術の概要

医療技術名 腫瘍脊椎骨全摘術 取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名 難治性痒疹患者のNB-UVB療法　 取扱患者数 27人　

当該医療技術の概要

下肢延長を伴う人工股関節置換手術において、下肢末梢神経延長に伴う麻痺を防止する技術。

脊椎後弯症患者の疲労性腰痛を表面筋電図の波形を用いて客観的に分析評価する技術。

脊椎に存在する腫瘍を一塊として摘出する手術。

難治性痒疹は通常の外用療法ではなかなかコントロールが難しい。そのような症例に対して、narrow band UVBを照射する
という治療を行っており、良好な結果を得ている。

（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

脳を経頭蓋電気刺激し四肢の筋より筋誘発電位を測定することで、全身麻酔手術中に脊髄や末梢神経の機能をモニタリ
ングし、安全に脊椎手術をおこなう技術。

脊椎固定術をハイドロキシアパタイト/コラーゲン人工骨および自己骨髄血を用いてを行うことで、術後の採骨部痛を起こさ
ない技術。

脊椎手術中にCT撮影を行うことで、除圧やスクリュー刺入の精度を高めたより安全な手術をおこなう技術。

人工股関節置換手術を一度の麻酔のもとで、左右同日に行い、術後早期の回復と入院期間短縮を可能にする。

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名 重症アトピー性皮膚炎のNB-UVB療法 取扱患者数 10人　

当該医療技術の概要

医療技術名 多汗症のボトックス注射　 取扱患者数 46人　

当該医療技術の概要

医療技術名 重症乾癬に対する生物学的製剤療法 取扱患者数 26人　

当該医療技術の概要

医療技術名 原発性無汗症に対するステロイドパルス療法 取扱患者数 15人　

当該医療技術の概要

医療技術名 難治性皮膚疾患に対する大量ガンマグロブリン投与療法 取扱患者数 7人　

当該医療技術の概要

医療技術名 難治性のアナフィラクトイド紫斑やアトピー性皮膚炎に対する根尖病巣治療 取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名 難治性潰瘍に対する骨髄露出療法 取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名 難治性皮膚疾患に対する血漿交換療法 取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

水疱症や重症薬疹の症例において、免疫抑制療法のみではコントロール不良の症例に対して大量ガンマグロブリン投与
を行い、良好な結果を得ている。

通常の治療でコントロール不良の症例において、歯性の根尖病巣の有無を検索し、存在する症例においてはこれを積極
的に治療を行うことによって良好な結果を得ている。

特に末梢の潰瘍で、通常の治療でコントロール不良の症例において、骨髄を露出させることによって、幹細胞の遊走を促
進し、治療する試みであり、良好な結果である。

進行が急速で、ステロイドパルス療法で反応不良な水疱症や重症薬疹の症例では、進行が抑えられ、良好な結果である。

（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

重症アトピー性皮膚炎の加療は、ガイドラインで示される通常の外用、内服療法ではなかなかコントロールが難しい。その
ような症例において、narrow band UVBを照射するという治療を併用しており、良好な結果を得ている。

局所多汗で悩む患者さんは数多く、しかも確実な効果を見込める治療法に乏しい。そのような患者さんに対してボトックス
の局所注射を行うことによって良好な効果を得ている。

乾癬は慢性に経過する炎症性皮膚疾患の代表的なものである。重症な本疾患に対して、生物学的製剤の投与が保険適
応となった。当科においても重症例に対して使用しており、良好な効果を得ている。

汗が出ないことにより、日常生活の行動に制限が出てしまう難病であるが、それらの症例に対してステロイドパルス療法をし
こうすることによって良好な結果を得ている。

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名 皮膚T細胞リンパ腫に対する化学療法　 取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

医療技術名 悪性黒色腫に対する免疫療法　 取扱患者数 5人　

当該医療技術の概要

医療技術名 悪性黒色腫に対する分子標的療法　 取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名 ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除 取扱患者数 5人　

当該医療技術の概要

医療技術名 ミニマム創内視鏡下手術（腹腔鏡下小切開手術） 取扱患者数 182人　

当該医療技術の概要

医療技術名 浸潤性膀胱癌の膀胱温存療法 取扱患者数 10人　

当該医療技術の概要

医療技術名 腎癌の無阻血低侵襲腎部分切除術 取扱患者数 64人　

当該医療技術の概要

医療技術名 前立腺癌の前立腺部分治療 取扱患者数 8人　

当該医療技術の概要

ガスレス・シングルポート・後腹膜アプローチの低コストをみたす先端的低侵襲手術。対象臓器はすべての泌尿器科臓器
（副腎・腎・尿管・膀胱・前立腺）。頭部装着型立体ディスプレイを用いたガスレス・シングルポート・ロボサージャン型手術を
開発し、2011年途中より行っている。

浸潤性膀胱癌の標準的根治治療は膀胱全摘であるが、一部の患者では膀胱を摘出せずに完治可能であることが知られ
ている。根治性を損なわずに膀胱温存が可能と判断される、転移のない浸潤性膀胱癌患者に対しては、低侵襲な集学的
治療（低用量化学放射線療法＋ミニマム創内視鏡下膀胱部分切除および骨盤リンパ節郭清）による膀胱温存療法を医学
部倫理審査委員会の承認のもとに行っている。

小径の腎腫瘍の多くは腎部分切除の適応となるが、通常は出血をコントロールする目的で術中に腎血流遮断が行われ、
術後腎機能低下や仮性動脈瘤発生などのリスクがある。術後の腎機能を良好に保ち合併症を回避するために、腎血流を
遮断しない術式を開発し、施行している。

限局性前立腺癌の根治療法（前立腺全摘除、放射線療法）は治療による合併症やQOL低下を伴う場合がある。一方、積
極的待機療法（無治療経過観察）も標準治療法の一つであるが、根治の機会を逃す可能性への不安を伴う場合も少なくな
い。十分な治療効果を持ち、かつ合併症の少ない治療法として、前立腺を部分的に治療する前立腺部分治療を適応を満
たす患者に導入している。本治療は医学部倫理審査委員会の承認のもとに行われている。

（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

ボリノスタット、モガムリズマブといった新規採用薬を使用した皮膚T細胞リンパ腫に対する化学療法を行い、良好な経過を
得ている。

抗PD-1抗体を使用した新規の免疫療法を悪性黒色腫に対して行い、良好な経過を得ている。

BRAF阻害剤を使用した新規の分子標的療法を悪性黒色腫に対して行い、良好な経過を得ている。

手術支援ロボット（da Vinciサージカルシステム）を用いた腹腔鏡下前立腺全摘除である。現在では標準術式としてほぼ確
立しており、本邦でも前立腺全摘除の80%以上が本術式で行われているとされているが、比較的難易度の高い手術であり、
十分なトレーニングを積み、Certificateを受けた者のみが術者として執刀する形となっている。

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名 MRI/経直腸超音波画像弾性融合前立腺針生検法 取扱患者数 112人　

当該医療技術の概要

医療技術名 重度尿失禁患者に対する人工尿道括約筋埋込/交換 取扱患者数 8人　

当該医療技術の概要

医療技術名 間質性膀胱炎に対する膀胱水圧拡張 取扱患者数 7人　

当該医療技術の概要

医療技術名
下大静脈あるいは右心房までの浸潤を伴う腎癌に対する、根治的腎摘除
および腫瘍塞栓摘除

取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名 エクスプレス　インプラント　緑内障手術 取扱患者数 10人　

当該医療技術の概要

医療技術名 強度近視眼における黄斑裂孔網膜剥離に対する硝子体手術 取扱患者数 7人　

当該医療技術の概要

医療技術名 多焦点眼内レンズを使用した白内障手術 取扱患者数 34人　

当該医療技術の概要

医療技術名 前房水PCRでの診断治療 取扱患者数 40人　

当該医療技術の概要

緑内障手術。2012年5月に保険適用となった直径は380μm(0.38mm)、全長2.6mmの新しいインプラント装置であるEX-
PRESSを眼球内に挿入し、安定かつ合併症の少ない安全な術後眼圧管理が可能になる。

強度近視眼に発症する黄斑裂孔網膜剥離は治癒困難であり失明にも直結する難治症例である。投下ではILM fovea
sparing法を用い手術を行っており、従来より治癒率が向上している。

通常の白内障手術の単焦点レンズに加え、多重焦点レンズを使用する白内障手術。老眼の解消になり、多様化する患者
のニーズに応えている。

これまで原因不明であるぶどう膜炎に対して有用であり、診断がつくことで治療方針の決定に役立っている。

（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

高齢化社会において増加している前立腺癌の患者の診断をより正確に行うべく、前立腺針生検の検査前にMRIを施行し、
電磁追跡型装置であるUroNav（InVivo社）を用いてMRI画像を生検時の経直腸超音波画像にリアルタイムで弾性融合させ
ることにより、より精度の高い前立腺針生検を行うことを可能としている。従来超音波では検出不能とされている癌もMRI所
見を融合させることにより十分検出可能となる。

男性の前立腺全摘術や経尿道的前立腺切除術に伴う尿道括約筋の損傷により、一定頻度で重度の尿失禁が引き起こさ
れ、患者のQOLを著しく下げてしまう。従来治療抵抗性であったこれらの尿失禁に対して、人工尿道括約筋埋込術は現在
根治的に尿失禁を改善できる保険適応のある唯一の方法とされる。当院は先進医療や保険に収載される前から本手術を
行っており、日本でも有数の人工尿道括約筋埋込施設として全国から患者が集まってきている。

希少疾患である間質性膀胱炎は2015年より難病指定を受け（ハンナ―潰瘍を伴うものに限る）、今後ようやく検査・治療が
発展していくものと予想される。間質性膀胱炎に対する唯一の保険適応のある治療が膀胱水圧拡張であるが、当院では先
進医療であった時期より積極的に本手術を行っており、現在もコンスタントに患者が集まってきている。

腎癌においては、しばしば下大静脈、あるいは右心房にまで到達するような腫瘍塞栓を形成することがあり、治療としては、
根治的腎摘除に加え、下大静脈あるいは右心房を切開し腫瘍塞栓を摘除する必要がある。本手術は、ときに体外循環を
要するなど、術後管理も含め非常に高度な技術や知識を要求される。当院ではがんセンター等からも紹介を受ける形で、
平成28年度には4例行った。

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名 側頭骨頭蓋底腫瘍の手術加療 取扱患者数 15人　

当該医療技術の概要

医療技術名 人工内耳埋込術 取扱患者数 15人　

当該医療技術の概要

医療技術名 めまいの手術治療 取扱患者数 5人　

当該医療技術の概要

医療技術名 頭蓋底手術 取扱患者数 10人　

当該医療技術の概要

医療技術名 小児悪性腫瘍手術 取扱患者数 3人　

当該医療技術の概要

医療技術名 頭頸部悪性腫瘍に対する化学放射線療法 取扱患者数 20人　

当該医療技術の概要

医療技術名 免疫チェックポイント阻害剤による治療 取扱患者数 10人　

当該医療技術の概要

医療技術名 強度変調放射線治療 取扱患者数 147人　

当該医療技術の概要

小児悪性腫瘍の手術は各専門科の連携と、高度の手術技術が必要である。高度な術後管理体制も必要とする。

頭頸部癌に対する化学放射線療法は、高い効果が得られるが有害事象も多い。高度の治療管理技術と高度の管理体制
の整備が必要である。

本薬剤特有の有害事象に対応できる体制が必要。

主に前立腺癌、頭頸部癌に対し、照射野内の放射線強度を変調させながら照射する技術で、従来よりも照射標的の形状
に一致した線量分布を得ることができる。

（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）。

高度の医療の提供の実績

外耳道癌は100万人に一人とも言われるきわめて稀な疾患であり、その手術加療を行える施設は極めて限られる。当科で
は耳鼻咽喉科での外側側頭骨切除ならびに脳神経外科と共同での側頭骨亜全摘術を積極的に施行している。また、脳神
経外科を主科として、頸静脈孔腫瘍の手術も施行している。

内耳障害により両側聾となった症例に対し、人工内耳埋込による聴覚の再獲得が可能となる。当科では本手術と術後の人
工内耳のマッピングを継続して施行している。また、残聴保存型人工内耳や人口中耳、BAHAなどの埋込術も施行してい
る。

メニエール病や遅発性内リンパ水腫に対する内リンパ嚢開放術、良性発作性頭位めまい症に対する半規管遮断術などめ
まいに対する内耳手術を施行している。

頭蓋内外にわたる領域の腫瘍性病変の手術は各専門科の連携と、高度の手術技術が必要である。高度な術後管理体制
も必要とする。

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名 定位放射線治療 取扱患者数 11人　

当該医療技術の概要

医療技術名 小線源治療 取扱患者数 111人　

当該医療技術の概要

医療技術名 神経筋疾患の遺伝子診断（厚生労働省　高度先進医療Aに該当） 取扱患者数 54人　

当該医療技術の概要

医療技術名
脳表シデローシスに対する硬膜瘻孔閉塞術や鉄キレート剤デフェリプロン
投与

取扱患者数 3人　

当該医療技術の概要

医療技術名 体外型補助人工心臓 取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

医療技術名 植込型補助人工心臓 取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

医療技術名
肺尖部胸壁浸潤肺癌に対する術前化学療法放射線併用療法後の外科治
療

取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名 cN2肺癌に対する術前化学療法放射線併用療法後の外科治療 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

内科的な薬物治療や、大動脈バルーンパンピング（IABP）、経皮的心肺補助装置（PCPS）等の補助循環を用いても、循環
動態が維持できない重症心不全症例もしくは心原性ショック症例に対し、体外型補助人工心臓が適応となる。全身麻酔
下、開胸操作により脱血管を左室心尖部に、送血管を上行大動脈に装着する。心機能が回復した場合は離脱を検討する
が、多くの症例では離脱できず心臓移植を申請する。

従来の治療法では救命ないし延命の期待がもてない重症心不全に対して心臓移植が適応となるが、本邦ではドナー不足
により移植待機期間が1000日を超えている。心臓移植適応患者に対して、移植までのつなぎとして植込型補助人工心臓
を使用することができる。植込型補助人工心臓は体外型補助人工心臓と比べ、脳血管合併症や感染症の頻度が低く、術
後は外来通院をしながら自宅にて移植待機が可能となる。

肺尖部胸壁浸潤肺癌（Pancoast肺癌）に対して術前化療放射線併用療法後に肺切除術。

縦隔リンパ節転移陽性IIIA期 非小細胞肺癌に対して術前化療放射線併用療法後に肺切除術。

（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

主に原発性肺癌に対して、4D-CTを用いて呼吸状態を加味しながら、小さな照射標的に複数の狭小X線ビームを用いて
短期間に大量の線量を照射する技術。

口腔癌および前立腺癌に対しては低線量率線源を用い、子宮や乳腺に対しては高線量率線源を用いて、患部に直接的
に線源を挿入し、専用コンピュータを用いた線量評価を行いながら病変を直接照射する技術。

当科では、本学に受診された患者さんに必要な遺伝子診断を行っている。さらに、学外からの依頼も受けており、2017年
度は54名の患者の遺伝子診断を行った。なお、1患者当たり複数の遺伝子診断を行うこともあるため、合計119件の遺伝子
診断を行った。

脳表シデローシスは種々の原因で中枢神経系の軟膜下層にヘモジデリンが沈着し、中枢神経障害を引き起こす難病であ
る。これまで治療法が全く無かったが、脊髄硬膜の欠損部を同定し瘻孔閉鎖術などの修復術を行うことの有効性が報告さ
れ、当院でもすでに少なくとも8例の患者で瘻孔閉鎖術を施行し、1例は血管増強剤の内服治療を行っている。更に、脳内
の酸化反応を沈静化させるため、脳内に沈着した鉄を除去するとされている鉄キレート剤による内服療法を行なっている。

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名
悪性胸膜中皮腫に対する根治的胸膜摘除および術中胸腔内温熱抗癌剤
灌流療法

取扱患者数 9人　

当該医療技術の概要

医療技術名 胸部悪性腫瘍に対する気管・気管支形成術 取扱患者数 7人　

当該医療技術の概要

医療技術名 肺全摘術を回避するための術前抗悪性腫瘍治療に引き続く肺切除術 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名 抗原吸入誘発試験 取扱患者数 7人　

当該医療技術の概要

医療技術名 マイクロサージャリー 取扱患者数 106人　

当該医療技術の概要

医療技術名 穿通枝皮弁、その他の自家組織による乳房再建 取扱患者数 11人　

当該医療技術の概要

医療技術名 頭蓋底再建 取扱患者数 10人　

当該医療技術の概要

医療技術名 赤外観察カメラシステムを用いた各種皮弁の血行評価、リンパ管走行評価 取扱患者数 40人　

当該医療技術の概要

手術用顕微鏡を用いて、微小血管吻合や神経吻合を行い、遊離組織移植や、知覚再建を行う。

乳腺外科と協力して乳がん切除と乳房再建を実施している。各種の穿通枝皮弁などの自家組織では放射線科と協力し
MDCTによる血管評価、3Dカメラを用いたシミュレーションを行う。

耳鼻咽喉科・頭頸部外科、脳神経外科とともに従来根治治療が困難であった頭蓋底部位に生じた腫瘍の切除・再建を
行っている。

より安全・確実に組織移植、リンパ管走行確認ができるように上記システムを利用した手術や研究を行っている。

（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

悪性胸膜中皮腫に対する根治的胸膜摘除および術中胸腔内温熱抗癌剤灌流、術後抗癌剤化学療法の集学的治療。

気道中枢に位置する胸部悪性腫瘍に対して、根治性と機能温存の両者を追求する気管・気管支形成術。

肺悪性腫瘍手術で肺全摘をを回避すべく術前抗癌剤and/or放射線治療を施行後に根治的肺切除術。

鳥関連過敏性肺炎の確定診断のため、入院下で鳥特異抗原を吸入し症状、画像所見、臨床データを評価する。この方法
は診断方法が困難な鳥関連過敏性肺炎の診断に非常に有用である。抗原の精製が一般医療機関では困難である為、本
邦で施行可能なのは現状では当施設のみである。

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名 虚血肢に対する集学的治療 取扱患者数 24人　

当該医療技術の概要

医療技術名 顔面神経麻痺に対する動的再建・ボツリヌス毒素治療 取扱患者数 76人　

当該医療技術の概要

医療技術名 センチネルリンパ節生検 取扱患者数 3人　

当該医療技術の概要

医療技術名 多項目迅速ウイルスPCR法によるウイルス感染症の早期診断 取扱患者数 793人　

当該医療技術の概要

医療技術名 ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断 取扱患者数 36人　

当該医療技術の概要

医療技術名 細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断 取扱患者数 5人　

当該医療技術の概要

医療技術名
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）のPOT法による遺伝子型解析を用
いた院内感染の解析

取扱患者数 284人　

当該医療技術の概要

医療技術名 血漿交換 取扱患者数 36人　

当該医療技術の概要

先進医療Aとして、穿刺された眼房水中ヘルペスウイルスなどの核酸をPCR法を用いて定量し、ウイルス感染症の確定診
断や治療効果判定に寄与した。

先進医療Aとして、眼房水中の細菌と真菌の核酸をPCR法を用いて定量し、眼感染症の確定診断や治療効果判定に寄与
した。

細菌検査検体から検出されたMRSAからDNAを抽出し、遺伝子型を解析することで、同一病棟から検出された複数の患者
からのMRSAが、院内感染によるものか、独立した感染かを識別した。

病因物質を含む血漿を廃棄し、それと同量の新鮮凍結血漿もしくはアルブミン溶液を補充する、まさしく血漿を交換する治
療法である。難病を中心とした難治性自己免疫性疾患（例：血栓性血小板減少性紫斑病、重症筋無力症、全身性エリトマ
トーデス）などに多く行っている。

（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

血管外科、放射線科、内科、皮膚科と協力して虚血のために通常であれば下肢を温存できない症例に対して血管内治
療、バイパス治療、血管再生治療、遊離組織移植の技術を用いて、下肢を温存する治療を行う。

神経血管柄付き遊離筋弁移植、筋膜移植などを用いて笑いの再建、顔面対称性の獲得を行い、不全麻痺に対してはボツ
リヌス毒素治療により顔面対称性の獲得を行っている。

皮膚悪性腫瘍手術で不必要なリンパ節郭清手術を回避するために、アイソトープとインドシアニングリーン蛍光造影を併用
したセンチネルリンパ節生検を行う。

先進医療Aとして、血液中のウイルスDNAをPCR法を用いて定量することにより、造血幹細胞移植後の患者に合併するウイ
ルス感染症の確定診断や治療効果判定に寄与した。

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名 血漿吸着 取扱患者数 13人　

当該医療技術の概要

医療技術名 リンパ球/顆粒球吸着 取扱患者数 15人　

当該医療技術の概要

医療技術名 腹水濾過濃縮再静注 取扱患者数 22人　

当該医療技術の概要

医療技術名 新しい電気刺激方式を採用した低周波治療器（ソリウス）による物理療法 取扱患者数 25人　

当該医療技術の概要

医療技術名
アスリートに対する膝関節靱帯再建術後急性期から競技復帰までのアスレ
ティックリハビリテーションおよびリコンデショニング

取扱患者数 152人　

当該医療技術の概要

医療技術名 難治性疾患である放射線照射後の晩期障害に対する高気圧酸素治療 取扱患者数 68人　

当該医療技術の概要

医療技術名
スポーツ早期競技復帰に向けた運動器外傷に対する高気圧酸素治療の
実施

取扱患者数 197人　

当該医療技術の概要

医療技術名 自家末梢血幹細胞採取・移植 取扱患者数 9人　

当該医療技術の概要

膝靱帯損傷は代表的なスポーツ傷害であり、元の競技レベルへの復帰に再建術を要するケースが多い。競技復帰には術
後早期からの適切な診断と、専門的なリハビリテーションおよびコンディショニングが不可欠である。本学では、整形外科と
連携しながら術前および術当日からスポーツ復帰に至るまで、再損傷予防とパフォーマンスの向上に向けた科学的根拠に
基づくアプローチを展開できる診療・研究体制を整えており、半月板損傷や複合靭帯損傷例にも高い競技復帰率を誇って
いる。

遅発性放射線障害である出血性膀胱炎、出血性腸炎、放射線性咽頭炎等は難治性であり、保存的治療に抵抗する。この
ため、出血がコントロールされない放射線性出血性膀胱炎では、定期的な輸血や膀胱摘出術などの処置を要することも多
いが、高気圧酸素治療は80％以上の有効性がある。しかしながら、全国的には本疾患に対する高気圧酸素治療を実施し
ている施設は希少で、本学の治療は高度医療と位置づけられる。

捻挫、肉離れ、靭帯損傷等の軟部組織外傷や骨折等の急性期における高気圧酸素治療は、外傷の治癒促進となるエビ
デンスが複数あり、オリンピック選手やトップアスリートも含め、一日でも早期にスポーツ競技復帰を望む選手からの社会的
要請は高い。本学では、土日祝日も含めた高気圧酸素治療の実施や急性期の診療体制を確立しており、高度医療の提
供と位置づけている。

血液内科が主たる診療科として取り組んでいる。輸血・細胞治療センターでは末梢血に動員された造血幹細胞の成分採
血による採取と細胞の評価、凍結保存を実施している。

（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

血漿を吸着カラムに通すことにより病因物質を除去する治療法である。当院では難病である家族性高コレステロール血症
や巣状糸球体硬化症、閉塞性動脈硬化症などに対してLDL吸着を行い、加療を行っている。

難病である潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患に対して、病因の1つである活性化したリンパ球を吸着療法に
より除去することにより、病勢のコントロールを行っている。

ほかの様々な治療法では治療困難な難治性腹水症の患者の腹水を取り出し、それを濾過及び濃縮し、患者に再静注する
治療法であり、癌や肝硬変による大量腹水のコントロールを行っている。

新方式の電気刺激法を採用した低周波治療器を使用して、ICUなどに入院している離床困難な重症患者に対して長時間
の筋収縮を促す治療を行うことにより、ICU-AW（IUC関連筋力低下）の予防が期待できる治療法。

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名 同種骨髄の採取・移植 取扱患者数 20人　

当該医療技術の概要

医療技術名 同種臍帯血移植 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名 同種末梢血幹細胞の採取・移植 取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名 ドナーリンパ球輸注 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名 滑膜幹細胞移植 取扱患者数 1人　

当該医療技術の概要

医療技術名 呼吸器感染微生物の高感度迅速多項目ウイルス定性・定量測定 取扱患者数 7人　

当該医療技術の概要

医療技術名 In situ hybridization法によるウイルス感染の分子病理学的診断 取扱患者数 150人　

当該医療技術の概要

医療技術名
Polymyxin B-immobilized fiber column hemoperfusion （PMX）：エンドトキシ
ン吸着療法

取扱患者数 6人　

当該医療技術の概要

臨床研究「半月板形成的修復述後に治験製品の移植が実施できなかった半月板損傷患者を対象とした滑膜幹細胞移
植」

Influenza, RSV, Metapneumovirusi, Parainfluenza, Coronavirus, Parecho virus, Boca virus, Enterovirus, Rhinovirus,
Adenovirusなどの呼吸器感染ウイルスの多項目同時測定を提供した。本技術は再生医療研究センター清水則夫先生の開
発したものである。また同様に喀痰からのPneumocystisなどの真菌同定系も提供した。

EBウイルスのRNA（EBER）を特異的プローブで検出し、悪性リンパ腫やEBウイルス関連癌の分子病理診断を行っている。

グラム陰性菌感染によるエンドトキシンンショックが適応となる。ブラッドアクセスを介して、血液を体外に導出し、エンドトキ
シンンの吸着剤であるポリミキシンBを不溶性の線維に固定したカラム（トレミキシン）に灌流させ、エンドトキシンンを吸着除
去した後、血液を体内に戻す血液浄化療法である。

（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

血液内科・小児科が主たる診療科として取り組んでいる。輸血・細胞治療センターでは骨髄バンクドナーを含む採取、移植
細胞の評価、血液型不適合移植の場合の処理を担当している。

血液内科・小児科が主たる診療科として取り組んでいる。輸血・細胞治療んセンターでは移植細胞の評価を担当している。

血液内科・小児科が主たる診療科として取り組んでいる。輸血・細胞治療センターでは末梢血に動員された造血幹細胞の
成分採血による採取と細胞の評価、凍結保存を実施している。

同種造血幹細胞移植後の造血器腫瘍の再発の治療として実施する。輸血・細胞治療センターではドナー末梢血中のリン
パ球を成分採血によって採取し、細胞の評価、凍結保存を実施している。

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名
Percutaneous cardiopulmonary support system （PCPS）：経皮的心肺補助
あるいはv-a ECMO

取扱患者数 8人　

当該医療技術の概要

医療技術名 Intraaortic baloon pumping （IABP）：大動脈内バルーンパンピング 取扱患者数 17人　

当該医療技術の概要

医療技術名 Continuous hemodiafiltration （CHDF）：持続血液濾過透析 取扱患者数 10人　

当該医療技術の概要

医療技術名
Extra corporeal membrane oxygenation （v-v ECMO）：体外膜型酸素化装
置

取扱患者数 2人　

当該医療技術の概要

医療技術名 左心補助人工心臓 （LVAS） 取扱患者数 4人　

当該医療技術の概要

医療技術名 右心補助人工心臓 （RVAS） 取扱患者数 0人　

当該医療技術の概要

医療技術名 院外心肺停止患者の蘇生後脳症に対する脳低温療法 取扱患者数 15人　

当該医療技術の概要

医療技術名 経皮的人工心肺（PCPS）を用いた院外心肺停止患者に対する心肺蘇生 取扱患者数 9人　

当該医療技術の概要

治療抵抗性の急性重症心不全と末期的慢性重症心不全の場合に適応となる。左室から脱血し、血液ポンプを用いて上行
大動脈に送血することにより、左室ポンプ機能をほぼ100%代行できる補助循環装置である。

左心補助人工心臓駆動下において内科的治療に反応しない右心不全の場合に適応となる。右房から脱血し、血液ポンプ
を用いて肺動脈に送血することにより、右室ポンプ機能を100%代行できる補助循環装置である。

院外心肺停止で搬送される患者さんが蘇生に成功した際、ただちに体温を34度まで下げて24時間維持するもの。低酸素
に暴露された脳のダメージを最小限にできることが期待され、心肺蘇生の国際ガイドラインでもそのエビデンスが支持され
ている。当院ではER発足以来積極的に取り入れ、院外心肺停止患者さんの社会復帰に成果を上げている。

院外心肺停止で搬送される患者さんに対し、経皮的人工心肺装置PCPSを用いて蘇生中の脳酸素灌流を維持する蘇生
法。低酸素に暴露された脳のダメージを最小限にできることが期待され、適応症例を十分に吟味して院外心肺停止患者さ
んの神経予後に一定の成果を上げている。

（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

緊急心蘇生や重症心不全に対する循環補助が適応となる。大腿静脈から遠心ポンプにより脱血した静脈血を、膜型人工
肺を用いて酸素化し動脈血として大腿動脈に沿う血閉鎖回路による補助循環である。

急性心筋梗塞後の心原性ショックや急性心筋梗塞に伴う心室中隔穿孔や僧帽弁閉鎖不全、開心術後のポンプ機能不全
が適応となる。胸部下降大動脈に留置したバルーンを、駆動装置を用いて心拍に同期させて収縮・拡張させる装置であ
る。心臓の拡張期にバルーンを拡張することによって、大動脈圧拡張末期圧を上昇させ冠血流量を増加させる効果と、収
縮期直前にバルーンを急速に収縮させ拡張末期圧を低下させ心拍出を容易にする効果を有する。

急性腎傷害を合併した循環動態が不安定な重症患者が適応となる。ブラッドアクセスを介して、血液を体外に導出し、小
型の濾過器を用い限外濾過により持続的に体液を除水する。同時に透析液を流すことによって、拡散によっても物質を除
去する血液浄化療法である。24時間以上持続して施行する。

ARDSや重症肺炎（細菌性、ウイルス性）、肺外傷などの、低酸素血症や高二酸化炭素血症の重症呼吸不全が適応とな
る。大腿静脈から遠心ポンプにより脱血した静脈血を膜型人工肺を用いて酸素化し、中心静脈に返す補助循環である。長
期体外循環による呼吸補助を行うことにより生体肺を休ませ、肺の回復を待つ治療法である。

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名 重症外傷に対する集学的治療 取扱患者数 264人　

当該医療技術の概要

医療技術名 重症外傷・腹部コンパートメント症候群に対するOpen Abdominal Mananagement取扱患者数 11人　

当該医療技術の概要

医療技術名 染色体異常に対する出生前診断 取扱患者数 198人　

当該医療技術の概要

医療技術名 神経難病に対する発症前遺伝子診断 取扱患者数 12人　

当該医療技術の概要

医療技術名
遺伝性疾患に対する遺伝カウンセリングおよび遺伝子診断（確定診断・発
症前診断・保因者診断）

取扱患者数 131人　

当該医療技術の概要

医療技術名 がんゲノム医療 取扱患者数 42人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

各種遺伝性疾患の遺伝リスクの説明、家族に対する遺伝リスクの説明を行っている。また、院内臨床各科との連携によって
遺伝性腫瘍等の遺伝性疾患に対する遺伝子検査（確定診断、発症前診断）、および小児期発症の遺伝性疾患に対する
保因者診断を実施している。

標準治療が無いがん患者に対して、ゲノム解析を行い遺伝子変異に基づいた分子標的薬剤などで治療をする医療。

（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

交通外傷・転落外傷含む多くの多発外傷患者はその損傷臓器ごとに優先順位と有効な修復方法がある。当科では経験豊
富なスタッフが各症例ごとに適切な止血順序、止血方法を選択し、IVRから外科的止血、輸液輸血管理を厳格に管理して
いる。

緊急開腹手術を要する患者さんのうち、一期的な閉腹により術後管理に困難が予想される症例に対してはOpen
Abdominal Managementによる段階的閉腹を心がけている。1週間以上の集中治療管理を要するためにきめの細かい管理
を要する。

出生前診断の一環としての羊水染色体検査の実施および、染色体異常・先天異常の疾患概要、検査のメリット・デメリット・
リスクの説明を行っている。

ハンチントン病・脊髄小脳変性症などの遺伝性神経難病は現在のところ確立した治療法がなく、発症者の家族の遺伝的リ
スクを有するクライアントに対する遺伝子診断は慎重に行う必要がある。しかし、遺伝的リスクを持つ患者のニーズは高く、
当科では神経内科・精神神経科との連携のもと、医学部倫理審査委員会の承認を得ながら発症前の遺伝子検査を行って
いる。

（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 23 56 ベーチェット病 190
2 筋萎縮性側索硬化症 37 57 特発性拡張型心筋症 39
3 脊髄性筋萎縮症 4 58 肥大型心筋症 10
4 原発性側索硬化症 59 拘束型心筋症
5 進行性核上性麻痺 10 60 再生不良性貧血 32
6 パーキンソン病 115 61 自己免疫性溶血性貧血 5
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 3
8 ハンチントン病 5 63 特発性血小板減少性紫斑病 71
9 神経有棘赤血球症 64 血栓性血小板減少性紫斑病 4
10 シャルコー・マリー・トゥース病 3 65 原発性免疫不全症候群 141
11 重症筋無力症 116 66 IgＡ 腎症 31
12 先天性筋無力症候群 67 多発性嚢胞腎 39
13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 138 68 黄色靱帯骨化症 23

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
43 69 後縦靱帯骨化症 112

15 封入体筋炎 70 広範脊柱管狭窄症 20
16 クロウ・深瀬症候群 1 71 特発性大腿骨頭壊死症 98
17 多系統萎縮症 54 72 下垂体性ADH分泌異常症 13
18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 175 73 下垂体性TSH分泌亢進症
19 ライソゾーム病 74 下垂体性PRL分泌亢進症 13
20 副腎白質ジストロフィー 2 75 クッシング病 7
21 ミトコンドリア病 13 76 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 1
22 もやもや病 267 77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 14
23 プリオン病 1 78 下垂体前葉機能低下症 40
24 亜急性硬化性全脳炎 79 家族性高コレステロール血症（ホモ接合体） 2
25 進行性多巣性白質脳症 2 80 甲状腺ホルモン不応症
26 HTLV-1関連脊髄症 1 81 先天性副腎皮質酵素欠損症 12
27 特発性基底核石灰化症 1 82 先天性副腎低形成症
28 全身性アミロイドーシス 16 83 アジソン病 2
29 ウルリッヒ病 84 サルコイドーシス 218
30 遠位型ミオパチー 3 85 特発性間質性肺炎 103
31 ベスレムミオパチー 86 肺動脈性肺高血圧症 9
32 自己貪食空胞性ミオパチー 87 肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症
33 シュワルツ・ヤンペル症候群 88 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 6
34 神経線維腫症 12 89 リンパ脈管筋腫症 2
35 天疱瘡 49 90 網膜色素変性症 27
36 表皮水疱症 3 91 バッド・キアリ症候群
37 膿疱性乾癬（汎発型） 5 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 26
39 中毒性表皮壊死症 94 原発性硬化性胆管炎 1
40 高安動脈炎 110 95 自己免疫性肝炎 19
41 巨細胞性動脈炎 7 96 クローン病 493
42 結節性多発動脈炎 20 97 潰瘍性大腸炎 1101
43 顕微鏡的多発血管炎 54 98 好酸球性消化管疾患 2
44 多発血管炎性肉芽腫症 36 99 慢性特発性偽性腸閉塞症 2
45 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 33 100 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症
46 悪性関節リウマチ 25 101 腸管神経節細胞僅少症
47 バージャー病 49 102 ルビンシュタイン・テイビ症候群
48 原発性抗リン脂質抗体症候群 2 103 CFC症候群
49 全身性エリテマトーデス 394 104 コステロ症候群
50 皮膚筋炎／多発性筋炎 204 105 チャージ症候群
51 全身性強皮症 141 106 クリオピリン関連周期熱症候群 6
52 混合性結合組織病 48 107 全身型若年性特発性関節炎 7
53 シェーグレン症候群 71 108 TNF受容体関連周期性症候群
54 成人スチル病 42 109 非典型溶血性尿毒症症候群 1
55 再発性多発軟骨炎 8 110 ブラウ症候群

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）



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）

疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数
111 先天性ミオパチー 1 161 家族性良性慢性天疱瘡
112 マリネスコ・シェーグレン症候群 162 類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。） 15
113 筋ジストロフィー 7 163 特発性後天性全身性無汗症 18
114 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 164 眼皮膚白皮症
115 遺伝性周期性四肢麻痺 165 肥厚性皮膚骨膜症
116 アトピー性脊髄炎 166 弾性線維性仮性黄色腫
117 脊髄空洞症 1 167 マルファン症候群 3
118 脊髄髄膜瘤 168 エーラス・ダンロス症候群 1
119 アイザックス症候群 1 169 メンケス病
120 遺伝性ジストニア 170 オクシピタル・ホーン症候群
121 神経フェリチン症 171 ウィルソン病 4
122 脳表ヘモジデリン沈着症 12 172 低ホスファターゼ症

123
禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性

白質脳症
173 VATER症候群

124
皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優

性脳動脈症
174 那須・ハコラ病

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
175 ウィーバー症候群

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

154
徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん

性脳症
1 204 エマヌエル症候群

155 ランドウ・クレフナー症候群 205 脆弱Ｘ症候群関連疾患
156 レット症候群 206 脆弱X症候群
157 スタージ・ウェーバー症候群 207 総動脈幹遺残症
158 結節性硬化症 1 208 修正大血管転位症
159 色素性乾皮症 3 209 完全大血管転位症
160 先天性魚鱗癬 210 単心室症



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）

疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数

211 左心低形成症候群 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
212 三尖弁閉鎖症 260 シトステロール血症
213 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 261 タンジール病
214 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 262 原発性高カイロミクロン血症
215 ファロー四徴症 263 脳腱黄色腫症 1
216 両大血管右室起始症 264 無βリポタンパク血症
217 エプスタイン病 265 脂肪萎縮症 2
218 アルポート症候群 2 266 家族性地中海熱 1
219 ギャロウェイ・モワト症候群 267 高ＩｇＤ症候群
220 急速進行性糸球体腎炎 268 中條・西村症候群

221 抗糸球体基底膜腎炎 269
化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アク

ネ症候群
222 一次性ネフローゼ症候群 34 270 慢性再発性多発性骨髄炎
223 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 271 強直性脊椎炎 21
224 紫斑病性腎炎 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
226 間質性膀胱炎（ハンナ型） 3 274 骨形成不全症
227 オスラー病 1 275 タナトフォリック骨異形成症
228 閉塞性細気管支炎 276 軟骨無形成症
229 肺胞蛋白症（自己免疫性又は先天性） 277 リンパ管腫症/ゴーハム病
230 肺胞低換気症候群 278 巨大リンパ管奇形（頚部顔面病変）

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

変）
232 カーニー複合 280 巨大動静脈奇形（頚部顔面又は四肢病変）
233 ウォルフラム症候群 281 クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 3

234
ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロ

フィーを除く。）
282 先天性赤血球形成異常性貧血

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

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
306 好酸球性副鼻腔炎 7



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）

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

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

315
ネイルパテラ症候群（爪膝蓋骨症候群）／Ｌ

ＭＸ１Ｂ関連腎症
327

特発性血栓症（遺伝性血栓性素因によるも
のに限る。）

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

（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

　・特定機能病院入院基本料（一般）　７対１

　・特定機能病院入院基本料（精神）　１０対１

　・超急性期脳卒中加算

　・診療録管理体制加算１

　・医師事務作業補助体制加算　７５対１

　・急性期看護補助体制加算　５０対１

　・看護職員夜間配置加算　（看護職員夜間１２対１配置加算
２）

　・療養環境加算

　・重症者等療養環境特別加算

　・無菌治療室管理加算１

　・無菌治療室管理加算２

　・緩和ケア診療加算

　・特定集中治療室管理料１

　・ハイケアユニット入院医療管理料１

　・新生児特定集中治療室管理料２

　・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

　・精神科身体合併症管理加算

　・精神科リエゾンチーム加算

　・栄養サポートチーム加算

　・医療安全対策加算１

　・データ提出加算

　・入退院支援加算

　・精神疾患診療体制加算

　・精神科急性期医師配置加算

　・救命救急入院料１

　・救命救急入院料２

　・小児入院医療管理料２

　・緩和ケア病棟入院料１

　・

　・

　・

　・

　・呼吸ケアチーム加算

　・後発医薬品使用体制加算１

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・感染防止対策加算１

　・患者サポート体制充実加算

　・

　・

　・

　・

　・病棟薬剤業務実施加算２ 　・

　・病棟薬剤業務実施加算１

　・総合評価加算

（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

 ・がん患者指導管理料イ  ・脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

 ・糖尿病合併症管理料  ・腫瘍脊椎骨全摘術

 ・がん性疼痛緩和指導管理料
 ・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

 ・がん患者指導管理料ロ
 ・仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術
（便失禁）

 ・がん患者指導管理料ハ
 ・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））

 ・移植後患者指導管理料（造血幹細胞移植後）  ・網膜再建術

 ・外来緩和ケア管理料  ・緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術）

 ・糖尿病透析予防指導管理料  ・人工中耳植込術

 ・外来放射線照射診療料  ・内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型（拡大副鼻腔手術）

 ・院内トリアージ実施料
 ・人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨
導補聴器交換術

 ・ニコチン依存症管理料
 ・乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術（一連につき）（ＭＲＩによるも
の）

 ・排尿自立指導料
 ・乳がんセンチネルリンパ節加算２及びセンチネルリンパ節生
検（単独）

 ・がん治療連携計画策定料
 ・乳がんセンチネルリンパ節加算１及びセンチネルリンパ節生
検（併用）

 ・肝炎インターフェロン治療計画料
 ・乳腺悪性腫瘍手術（乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴
わないもの）及び乳輪温存乳房切除術（腋窩郭清を伴うも
の））

 ・ハイリスク妊産婦連携指導料２
 ・肺悪性腫瘍手術（壁側・臓側胸膜全切除（横隔膜、心膜合
併切除を伴うもの）に限る。）

 ・ハイリスク妊産婦連携指導料１  ・ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）

 ・薬剤管理指導料

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

 ・医療機器安全管理料２  ・胸腔鏡下弁形成術

 ・医療機器安全管理料１  ・経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの）

 ・在宅酸素療法指導管理料の注２に掲げる遠隔モニタリング
加算

 ・胸腔鏡下弁置換術

 ・在宅植込型補助人工心臓（非拍動流型）指導管理料  ・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

 ・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注２に掲げる遠隔モ
ニタリング加算

 ・経皮的中隔心筋焼灼術

 ・在宅腫瘍治療電場療法指導管理料
 ・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）

 ・在宅経肛門的自己洗腸指導管理料
 ・両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交
換術

（様式第2）



 ・遺伝学的検査
 ・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

 ・持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定
 ・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

 ・ＨＰＶ核酸検出及びＨＰＶ核酸検出（簡易ジェノタイプ判定）  ・大動脈バルーンパンピング法（ＩＡＢＰ法）

 ・検体検査管理加算(Ⅰ)  ・補助人工心臓

 ・検体検査管理加算(Ⅳ)  ・植込型補助人工心臓（非拍動流型）

 ・国際標準検査管理加算

 ・腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術、腹腔鏡下小切
開後腹膜リンパ節群郭清術、腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘
出術、腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術、腹腔鏡下小切
開副腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小
切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術、腹腔鏡下
小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術、腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘
出術及び腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術

 ・遺伝カウンセリング加算  ・腹腔鏡下胃切除術（内視鏡手術用支援機器を用いる場合）

 ・心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算
 ・腹腔鏡下噴門側胃切除術（内視鏡手術用支援機器を用い
る場合）

 ・胎児心エコー法  ・腹腔鏡下胃全摘術（内視鏡手術用支援機器を用いる場合）

 ・時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト  ・バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術

 ・ヘッドアップティルト試験
 ・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。）

 ・長期継続頭蓋内脳波検査  ・腹腔鏡下肝切除術

 ・光トポグラフィー  ・生体部分肝移植術

 ・神経学的検査  ・腹腔鏡下膵腫瘍摘出術

 ・補聴器適合検査  ・腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術

 ・小児食物アレルギー負荷検査  ・腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術

 ・内服・点滴誘発試験  ・早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

 ・ＣＴ透視下気管支鏡検査加算
 ・腹腔鏡下直腸切除・切断術（内視鏡手術用支援機器を用
いる場合）

 ・画像診断管理加算１  ・体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

 ・画像診断管理加算２  ・腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固によるもの）

 ・ポジトロン断層撮影  ・生体腎移植術

 ・ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影  ・膀胱水圧拡張術

 ・ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影  ・腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術

 ・冠動脈ＣＴ撮影加算  ・人工尿道括約筋植込・置換術

 ・外傷全身ＣＴ加算
 ・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）

 ・心臓ＭＲＩ撮影加算  ・腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに限る。）

 ・乳房ＭＲＩ撮影加算  ・腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮頸がんに限る。）

 ・小児鎮静下ＭＲＩ撮影加算  ・胎児胸腔・羊水腔シャント術

 ・抗悪性腫瘍剤処方管理加算
 ・胃瘻増設術（内視鏡下胃瘻増設術、腹腔鏡下胃瘻増設術
を含む。）



 ・外来化学療法加算１  ・輸血管理料Ⅰ

 ・無菌製剤処理料  ・貯血式自己血輸血管理体制加算

 ・心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)  ・コーディネート体制充実加算

 ・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)  ・自己クリオプレシピテート作製術（用手法）

 ・運動器リハビリテーション料(Ⅰ)  ・人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算

 ・呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)  ・胃瘻造設時嚥下機能評価加算

 ・がん患者リハビリテーション料  ・麻酔管理料（Ⅰ）

 ・集団コミュニケーション療法料  ・麻酔管理料（Ⅱ）

 ・精神科ショート・ケア「大規模なもの」  ・放射線治療専任加算

 ・精神科デイ・ケア「大規模なもの」  ・外来放射線治療加算

 ・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。）

 ・高エネルギー放射線治療

 ・医療保護入院等診療料  ・１回線量増加加算

 ・レーザー機器加算  ・強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）

 ・エタノールの局所注入（甲状腺）  ・画像誘導放射線治療（ＩＧＲＴ）

 ・エタノールの局所注入（副甲状腺）  ・体外照射呼吸性移動対策加算

 ・人工腎臓  ・定位放射線治療

 ・導入期加算１  ・定位放射線治療呼吸性移動対策加算

 ・透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算  ・画像誘導密封小線源治療加算

 ・後縦靱帯骨化症手術（前方進入によるもの） 　・

 ・下肢末梢動脈疾患指導管理加算  ・保険医療機関間の連携による病理診断

 ・皮膚悪性腫瘍切除術（センチネルリンパ節加算を算定する
場合に限る。）

 ・病理診断管理加算２

 ・組織拡張器による再建手術（乳房（再建手術）の場合に限
る。）

 ・悪性腫瘍病理組織標本加算



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

　・実物大臓器立体モデルによる手術支援 　・

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

　・

　・

　・ 　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・ 　・

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

臨床検査及び病理診断を実施する部門の状況

　・

　・

　・

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

臨床部門が病理診断部門或いは臨床検査部門と開催
した症例検討会の開催頻度

週に3回程度、症例検討会を実施している。
(剖検例は週1回。その他に臨床各科と合計月10回以上開

催)

剖　検　の　状　況

　・

　・

剖検症例数　　　　　　44　例　　　／　　剖検率   10.5　%

（様式第2）



1  研究費補助等の実績
研究課題名 研究者氏名 所属部門 金額(円） 補助元又は委託元

精神の障害が一定の影響を及ぼした事案における量刑判断等のあり方に関す
る学際的研究

岡田　幸之 精神行動医科学 975,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

持続炎症モデルを用いた腸管上皮細胞スパイラル形質転換による発がん機構
解析

土屋　輝一郎 消化器内科 4,290,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

オートファジー機能異常による心不全発症機構を制御標的とする創薬をめざし
た研究

秦野　雄 循環器内科 1,365,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

Seed & Soilモデルに基づく多発性筋炎･皮膚筋炎の病態解明と治療法開発 上阪　等 膠原病・リウマチ内科学 5,460,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

肝胆膵領域難治癌に対する新規分子標的治療の開発 田邉　稔 肝胆膵外科学 3,705,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

軟骨・半月板再生を目的とした同種滑膜間葉系幹細胞の安全性の検証 辻　邦和 軟骨再生学講座 715,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

病的近視による眼球変形機序の四次元時空的解明と分子標的治療の確立 大野　京子 眼科学 4,810,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

周術期における好中球細胞外トラップ形成と臓器障害の関連に関する検討 内田　篤治郎 心肺統御麻酔学 4,290,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

靭帯骨化発生・進展の分子基盤の解明と治療法の研究開発 猪瀬　弘之 整形外科学 5,330,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

リハビリテーション評価のための無拘束自動化動作計測システムの開発 神野　哲也 リハビリテーション部 260,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

リハビリテーション評価のための無拘束自動化動作計測システムの開発 相澤　純也 スポーツ医学診療センター 260,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

カルバペネム耐性腸内細菌感染症の効果的感染対策の確立及び新規治療標
的の解析

貫井　陽子 感染制御部 650,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

鋼製器具管理の標準化における指標データーの検証 久保田　英雄 材料部 390,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

頭頸部がん患者の問題解決スキルに焦点を当てた心理的介入プログラムの開
発と効果検証

松島　英介 心療・緩和医療学 1,300,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

新規細胞移植モデルの確立を目指した肝幹細胞の分化・増殖機構の解明 柿沼　晴 肝臓病態制御学講座 1,430,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

非古典的Wntシグナルを介した肝幹・前駆細胞の分化調節機構の解明 東　正新 消化器内科 1,430,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

変異RNAリピート分子が起こす神経変性疾患の病態解明 石川　欽也 長寿・健康人生推進センター 650,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

活性化型チロシンキナーゼ変異体による造血器腫瘍の治療抵抗性獲得機構と
制御法の開発

三浦　修 血液内科学 1,300,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

精巣分化におけるエピジェネティックな分子制御機構の解明と再生医療への応
用

鹿島田　健一 小児科 910,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会 小計19件

（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



1  研究費補助等の実績
研究課題名 研究者氏名 所属部門 金額(円） 補助元又は委託元

（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

高IgM症候群の原因遺伝子同定によるヒト免疫グロブリンクラススイッチ機構の
解明

今井　耕輔
茨城県小児・周産期地域医療学
講座

1,560,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

周産期における母児エピゲノムの体系的解析 宮坂　尚幸 生殖機能協関学 1,690,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

末端黒子型悪性黒色腫に対する分子標的治療の開発 並木　剛 皮膚科学 117,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

難治性疾患の微小循環の解明と画像医学的評価方法の構築 立石　宇貴秀 画像診断・核医学 1,560,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

QSIとDTIを用いた高分解能MRマイクロイメージングに関する研究 山田　一郎 画像診断・核医学 1,040,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

口腔癌に対する導入化学療法併用小線源治療の効果と安全性に関する研究 吉村　亮一 腫瘍放射線治療学 1,430,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

膵神経内分泌腫瘍の潜在的悪性度診断のための網羅的情報解析 工藤　篤 肝胆膵外科学 585,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

冠動脈バイパス術中局所冠動脈三次元超音波画像による手術支援システムの
研究開発

荒井　裕国 心臓血管外科学 650,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

ASL-MRIを用いた妊娠期脳循環動態の計測 田中　洋次 脳神経外科 1,300,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

高圧・高酸素による軟部組織外傷の治癒促進と作用機序の解明 柳下　和慶 高気圧治療部 1,560,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

関節組織の再生に用いられる間葉系幹細胞の増殖と可塑性を定義する因子の
同定と解析

古賀　英之 運動器外科学 780,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

MRIと生検による前立腺癌focal therapyの治療域設定法の確立 松岡　陽 泌尿器科 1,170,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

ミトコンドリア内分子シャペロンを標的とした尿路上皮癌に対する新規癌治療戦
略

吉田　宗一郎 腎泌尿器外科学 780,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

更年期うつ症状の発症機構における酸化ストレスの関与に関する基礎的研究 寺内　公一 女性健康医学講座 650,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

頭頸部扁平上皮癌におけるPI3K経路上の変異解析とクリニカルシーケンスへ
の応用

朝蔭　孝宏 頭頸部外科学 1,170,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

原発性および続発性眼内リンパ腫におけるリンパ腫細胞の眼内浸潤機構の解
析

高橋　洋如 眼科学 2,080,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

脱神経皮弁における神経再生の機序の解明 -皮膚からのシグナルに着目して
-

森　弘樹 形成・再建外科学 910,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

腸間膜リンパ液中の脂質メディエーター機能における迷走神経電気的刺激の
役割

森下　幸治 救命救急センター 455,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

精神科事前指示の活用による自己決定権を尊重した精神科医療のあり方に関
する研究

岡田　幸之 精神行動医科学 130,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会 小計19件



1  研究費補助等の実績
研究課題名 研究者氏名 所属部門 金額(円） 補助元又は委託元

（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

尿酸代謝経路を標的とした変形性関節症の新規治療戦略の構築 麻生　義則 整形外傷外科治療開発学講座 260,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

鳥関連過敏性肺炎の病因解明 古澤　春彦 呼吸器内科 910,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

インスリン受容体異常症の新たな病態解明 髙澤　啓 発生発達病態学 650,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

CRLF2高発現を示す小児B細胞型急性リンパ球性白血病発症の分子機構の
解明

成戸　卓也 発生発達病態学 1,440,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

MR enterocolonographyによるクローン病活動性評価法の最適化 北詰　良雄 放射線診断科 780,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

パーキンソン病の認知機能障害の神経基盤：脳賦活、機能的・構造的結合、血
流解析

服部　高明 脳神経病態学 780,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

脳腫瘍幹細胞をターゲットとした悪性脳腫瘍の治療抵抗性機序の解明とその
克服

田村　郁 脳神経外科 910,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

Hsp90とFGFR3を同時標的とした膀胱癌に対する新規分子標的療法の樹立 田中　一 泌尿器科 1,040,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

再生医療を利用した移植卵巣の機能改善に対する新規治療開発 大島　乃里子 生殖機能協関学 650,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

「コグニティブライフシステム」の創出を目指して 岡田　幸之 精神行動医科学 520,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

医師のノンテクニカルスキル習得および向上のための基盤構築に関する研究 髙橋　英夫 生体集中管理学 390,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

全身投与による中枢神経制御を可能とする新規核酸医薬の開発 永田　哲也 脳神経病態学 5,720,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

発癌・進展に関わる背景肝ゲノム要因の探索とiPS細胞を用いた肝発癌機構の
統合解析

朝比奈　靖浩 肝臓病態制御学講座 5,720,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

腸管上皮による抗原処理調節機構の解析 永石　宇司 消化管先端治療学講座 5,850,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

蛋白分解系によるWNKシグナル調節機構の解明 蘇原　映誠 腎臓内科学 5,460,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

疾患特異的ヒトiPS細胞によるPM/DM筋線維のMHCクラスI発現亢進機序の解
明

長谷川　久紀 膠原病・リウマチ内科 1,300,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

膵臓癌におけるヒストンアセチル化阻害による細胞周期関連シグナルの解明 小野　宏晃 肝胆膵外科 1,300,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

アルコール代謝遺伝子多型と飲酒量が頭頸部癌症例の血清マグネシウム濃度
に与える影響

有泉　陽介 頭頸部外科学 1,300,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

有酸素運度後の脳循環動態の解明：ポジトロン断層法による局所脳血流量解
析の応用

成相　直 脳神経機能外科学 260,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会 小計19件
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機構論的速度論モデルに基づく薬物による血糖値異常の予測 永田　将司 薬剤部 1,560,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

新規NASHモデルを用いた細胞死を起点とする組織線維化の分子機構の解明 伊藤　美智子 臓器代謝ネットワーク講座 1,430,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

原発性アルドステロン症の病態・予後予測因子としてのゲノム・エピゲノム因子
の意義

吉本　貴宣 糖尿病・内分泌・代謝内科 1,690,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

腸管CD4-CD8αβ- double negative T細胞の機能解析 岡田　英理子 臨床医学教育開発学 1,430,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

ナノネット粘膜防御によるクローン病新規治療開発 荒木　昭博 長寿・健康人生推進センター 910,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

WNKシグナル系の新規機能の探索と制御機構の解明 賴　建光
茨城県腎臓疾患地域医療学講
座

1,820,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

新たな視点によるALSの進行パターンの電気生理学的探索 叶内　匡 検査部 1,040,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

新規線維芽細胞サブセットを標的とした関節リウマチ治療法開発への挑戦 溝口　史高 膠原病・リウマチ内科学 1,170,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

デクスメデトミジンを用いた肺高血圧症に対する新規治療戦略 土井　庄三郎
茨城県小児・周産期地域医療学
講座

1,560,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

好塩基球を標的とした難治性皮膚疾患の病態解析とピンポイントな新規治療法
の開発

横関　博雄 皮膚科学 1,820,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

致死性の低い手段による自殺未遂者の予後に関する研究 竹内　崇 精神科 1,014,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

磁気共鳴画像検査を用いたせん妄発症の予測とその薬理学的な予防法に関
する臨床研究

車地　暁生 精神行動医科学 1,690,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

乳癌画像診断におけるheterogeneity探索に関する研究 久保田　一徳 医療情報部 1,430,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

NF-κBと免疫寛容　-がん増殖抑制効果と臓器移植後拒絶反応の抑制- 田邉　稔 肝胆膵外科学 39,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

くも膜下出血後急性脳損傷におけるmiRNAを介した血管内皮前駆細胞動員の
役割

菅原　貴志 脳神経機能外科学 1,300,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

てんかん原性バイオマーカーとしてのレッドスパイクの検出と臨床応用の研究 前原　健寿 脳神経機能外科学 650,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

生体骨を模した新しい複層型人工骨の開発とdrug delivery 吉井　俊貴 整形外科学 1,560,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

「関節包」からみた肩・肘関節疾患に関するメゾ解剖学的研究 二村　昭元 運動器機能形態学講座 1,950,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

ヒトiPS細胞由来心筋細胞・肝細胞を用いた高濃度プロポフォールの毒性評価 木戸　浩司 心肺統御麻酔学 1,690,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会 小計19件
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腎細胞癌における腫瘍促進性炎症と免疫逃避のメカニズム：新規治療戦略の
構築に向けて

齋藤　一隆 腎泌尿器外科学 1,040,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

外有毛細胞シナプスにおけるグルタミン酸受容体の局在の同定と難聴発症機
序の解明

藤川　太郎 耳鼻咽喉科学 520,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

2次元レーザー血流測定システムを用いた低侵襲的診断・治療法の口腔外科
領域への導入

工藤　敏文 総合外科学 26,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

Field cancerization;口腔癌・食道癌重複症例の探索 川田　研郎 消化管外科学 260,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

小児肝移植患児移行期支援を目的とした野外教育活動プログラムの開発 田邉　稔 肝胆膵外科学 13,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

他害行為を行った精神障がい者の評価,治療,社会支援復帰における看護師の
役割

岡田　幸之 精神行動医科学 130,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

ネクロプトーシス回避機構の解明 大島　茂 消化器内科 1,690,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

次世代シークエンサーによる新しい多発性嚢胞腎診療 蘇原　映誠 腎臓内科学 1,690,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

原発性免疫不全症からみた膠原病関連疾患再発見への挑戦 上阪　等 膠原病・リウマチ内科学 1,430,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

可視化癌幹細胞における特異的キナーゼ解析と臨床病理学的検証 水野　裕貴 肝胆膵・総合外科学 2,210,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

間葉系幹細胞の増殖と可塑性に関わるシグナルの解析 辻　邦和 軟骨再生学講座 1,040,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

臨床実用を目指した小型・安価な光学式遠心血液ポンプ内血栓検出センサの
開発研究

藤原　立樹 心臓血管外科学 1,820,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

アカデミアにおける臨床研究の品質確保の手法の検討 笠井　祥子 膠原病・リウマチ内科学 520,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

ピロリ菌感染に関連した胃癌発癌機構におけるグルタチオン分解酵素CHAC1
の役割

伊藤　崇 人体病理学 1,690,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

カリウムによる血圧調整機構の解明 野村　尚弘 腎臓内科学 1,950,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

新生児慢性肺疾患におけるmicrovesiclesの役割と免疫学的機序の解明 若林　健二 生体集中管理学 1,040,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

脊髄損傷後に生じる神経障害性疼痛の痛みレセプター軸索輸送制御による新
規治療の探索

平井　高志 整形外科学 1,560,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

ヒト爪細胞におけるWnt活性の重要性の検討 末貞　伸子 形成・再建外科学 1,040,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

ヒトiPS細胞由来の培養細胞を用いたプロポフォール注入症候群の機序の解明 伊藤　裕之 心肺統御麻酔学 1,950,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会 小計19件
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終末期がん患者の嗜好性に着目した心理プログラムの開発 市倉　加奈子 心療・緩和医療学 910,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

人工心肺施行中の遊離形セファゾリン濃度が著名に増加する原因究明と適正
投与法

朝田　瑞穂 薬剤部 550,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

血管内皮機能検査としての血中miR診断パネルの確立 濱田　里美 検査部 570,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

炎症性タンパク血清アミロイドAの高比重リポタンパク亜分画への反応性の差異
について

島野　志都子 検査部 570,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

第2世代ヘテロ核酸による脳血管内皮細胞マイクロRNA制御と脳梗塞治療法開
発

石橋　哲 神経内科 13,260,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

栄養等の発生発達期環境整備に向けた環境-遺伝子-エピゲノム-形質連関の
包括的解析

宮坂　尚幸 生殖機能協関学 260,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

性暴力被害者への継続的支援－急性期支援プログラムおよび精神鑑定ガイド
ラインの開発

岡田　幸之 精神行動医科学 260,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

ユビキチン修飾による腸管恒常性維持機構の解明 鬼澤　道夫 消化管先端治療学講座 6,630,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

究極の遺伝子治療法確立に必要なWASPの特性解明および移植造血幹細胞
の制御法開発

森尾　友宏 発生発達病態学 910,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

PIP3関連分子異常による原発性免疫不全症の病態解明と新規原因遺伝子同
定

今井　耕輔
茨城県小児・周産期地域医療学
講座

1,720,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

日々の患者状態データを用いた診療・ケアの質評価と看護業務マネジメント手
法の開発

森脇　睦子 クオリティ・マネジメント・センター 325,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

血液脳関門通過性ヘテロ核酸の開発 横田　隆徳 脳神経病態学 19,240,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

母体の栄養環境を介した子のエピゲノム記憶遺伝子の探索 辻本　和峰 糖尿病・内分泌・代謝内科 1,430,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

マクロファージを標的とした炎症性筋疾患の新規治療法開発 梅澤　夏佳 膠原病・リウマチ内科 1,430,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

ヒトIBD付随大腸発がん体外モデルの構築 日比谷　秀爾 消化器内科 1,430,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

ヒトiPS細胞を利用したB型肝炎再活性化時の宿主自然免疫応答機構の解明と
治療開発

金子　俊 消化器内科 1,430,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

AKAPs-PKA 結合阻害剤の腎性尿崩症治療薬への応用 安藤　史顕 腎臓内科 1,430,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

網羅的腎臓病診断パネルを生かした新しい疾患原因遺伝子の探索とデータ
ベースの構築

森　崇寧 血液浄化療法部 1,430,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

血液凝固線溶系の修飾による骨折治癒の促進 湯浅　将人 整形外科 1,430,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会 小計19件
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眼内悪性リンパ腫のラマン散乱光解析による新規診断法開発 岩﨑　優子 眼科 1,430,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

高難度手術の教育システム開発～いかに安全に職人技を継承させるか～ 髙橋　誠 臨床医学教育開発学 1,560,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

片脚ジャンプ着地中の運動力学的変数の非対称性に着目した膝損傷予防動
作指導の開発

相澤　純也 スポーツ医学診療センター 1,560,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

ゲノム薬理学的解析とプロテオーム解析を用いた薬剤性中枢神経障害の病態
解明

柳町　昌克 小児科 1,625,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

急性白血病の幹細胞を根絶する分子標的薬の効果を予測するコンパニオン検
査法の開発

東田　修二 臨床検査医学 1,690,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

関節リウマチをモデルとした専門性が高い疾患領域の地域連携体制構築に向
けた検討

森脇　睦子 クオリティ・マネジメント・センター 1,625,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

入院中の骨折および外傷性頭蓋内出血の予測モデル開発と追加的医療費算
出

鳥羽　三佳代 クオリティ・マネジメント・センター 1,950,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

医学生・初期研修医に対する社会保険医療制度教育の標準化と教材開発 藍　真澄 保険医療管理部 1,950,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

クローン病再燃予測システムの開発 大塚　和朗 光学医療診療部 2,730,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

unconventional T細胞による腸管抗原の取り込み／提示経路の証明 根本　泰宏 消化器病態学 1,820,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

脂質応答性リンパ球の制御によるIBD新規治療法の開発 藤井　俊光 消化器内科 1,820,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

人工多能性幹細胞由来幹細胞を用いたHBV持続感染とHBV起因肝癌の分子
機構の解明

新田　沙由梨 医学部 1,820,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

慢性肝疾患の線維化進展におけるＭＭＰ関連因子の機能解明と抗線維化療
法の開発

井津井　康浩 総合教育研修センター 1,820,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

心房細動に対するカテーテル心筋焼灼術の脳梗塞予防効果に関する検討 合屋　雅彦 循環制御内科学 1,300,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

選択的オートファジーによるインフラマソーム分解を標的とした心不全発症機序
の解明

前嶋　康浩 循環器内科 1,677,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

原発性免疫不全症における腸内細菌叢解析と分子病態解析 金兼　弘和 発生発達病態学 1,560,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

小児原発性巣状糸球体硬化症における表現型決定因子のRNA-seq解析によ
る解明

田中　絵里子 小児科 3,770,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

将来の妊娠を考慮した性差に基づくうつ病・双極性障害薬物療法構築のエビ
デンス創生

竹内　崇 精神科 260,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

早期発症統合失調症における感受性遺伝子の多型依存的発現による分子基
盤変化の解明

上里　彰仁 精神行動医科学 2,080,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会 小計19件
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メラトニン・オレキシン神経伝達を視点にしたせん妄予防，治療，病態評価の総
合研究

竹内　崇 精神科 52,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

膵癌の進展様式に基づいたバイオマーカー探索と前向き臨床試験による検証 伴　大輔 肝胆膵外科学 2,275,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

主幹動脈閉塞性脳梗塞に対する血管内治療を利用した新しい側副血行賦活
化治療の開発

三木　一徳 血管内治療学 2,080,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

PETによるてんかん原性獲得過程の可視化と新たな焦点診断方法の確立 稲次　基希 脳神経外科 2,080,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

骨補填材を応用した骨癒合促進法の開発 早乙女　進一 整形外傷外科治療開発学講座 1,300,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

抗がん剤の骨内局所投与による骨転移がんの局所制御 早乙女　進一 整形外傷外科治療開発学講座 650,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

新規ＰＡＩ－１阻害剤による骨代謝改善/骨壊死発症予防の実現 麻生　義則 整形外傷外科治療開発学講座 715,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

誘電率測定に基づく血液凝固機能評価法の臨床応用：心臓手術における検討 山本　雄大 心肺統御麻酔学 3,510,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

眼球映像を利用した耳石器・重力認知機能検査の開発 堤　剛 耳鼻咽喉科学 1,170,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

メカノトランスダクション欠損マウスを用いたゲンタマイシンの耳毒性発生機序の
解明

川島　慶之 耳鼻咽喉科学 2,080,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

前庭水管拡大を呈する難聴遺伝子SLC26A4による難聴は血管条機能障害由
来である

伊藤　卓 耳鼻咽喉科学 1,690,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

HTLV-1感染による血液眼関門の破綻機構の解析と分子標的療法の開発 鴨居　功樹 眼科 1,430,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

敗血症性DICにおけるカルシウム非依存性ホスホリパーゼA2の役割 相星　淳一 救命救急センター 2,990,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

炎症性腸疾患の寛解期に果たす口腔ケアの役割：口腔と腸内細菌叢に着目し
た研究

松岡　克善 消化管先端治療学講座 390,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

膝ACL再建術後アスリートの片脚ホッピング動作能力に関する調査的研究 廣幡　健二 スポーツ医学診療センター 1,690,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

悪性中皮腫におけるnicheと薬剤耐性の関連 桐村　進 病理部 2,080,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

自己多血小板血漿の関節内注射による膝疼痛軽減効果の解析 宮武　和正 運動器外科学 2,080,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

腸管上皮幹細胞初代培養を用いた炎症性腸疾患における幹細胞病態解明と
新規治療薬開発

西村　龍 消化器病態学 2,470,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

ヒトiPS細胞由来HBV感染培養系を用いた宿主IFNλ応答とHBV逃避機構の解
明

村川　美也子 検査部 2,080,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会 小計19件
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ウイルス制御下における肝発癌・進展機構の解明と新規治療標的の探索 北畑　富貴子 総合診療部 2,080,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

筋運動による炎症性筋疾患抑制機序の解明 木村　直樹 膠原病・リウマチ内科学 2,080,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

アンフィレグリンとSTAT3を軸にした痒疹の発症機序の解明 端本　宇志 皮膚科学 2,990,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

統合失調症の難治症状を形成する核内構造変化の分子病態の解明 塩飽　裕紀 精神科 2,080,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

悪性髄膜腫の網羅的遺伝子解析および動物モデルの作成 工藤　琢巳 脳神経外科 2,210,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

成熟骨芽細胞移植による骨折治癒促進機序の解明と新規治療法開発への応
用

藤田　浩二 整形外科学 1,950,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

関節軟骨でのIL1bによるFGFシグナルの細胞死誘導へのスイッチング機構の
解明

片桐　洋樹 軟骨再生学講座 1,560,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

妊娠産褥期の酸化ストレスと産褥うつ病の関連についての仮説検証的研究 廣瀬　明日香 周産・女性診療科 2,340,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

ヒト受精卵に発生するフラグメントから胚発生不良の原因を予測する方法の開
発

村形　佐知 周産・女性診療科 2,340,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

AQP1ﾉｯｸｱｳﾄﾏｳｽを用いたリンパ節移植におけるリンパ節内循環機構の解明 本間　勉 形成・再建外科学 1,950,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

ECMO症例におけるmicrovesiclesの臓器障害に対する役割 塩田　修玄 生体集中管理学 1,690,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

DPCデータを用いた日本の外傷診療の評価 遠藤　彰 救命救急センター 1,690,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

ヒトヘルペスウイルスに対する選択的な免疫機構の同定と治療法の開発 星野　顕宏 生涯免疫難病学講座 2,600,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

ヒト小腸を大腸化する運命決定因子の同定 渡邉　守 消化器病態学 3,900,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

ヒトiPS細胞を用いた画期的人工発癌モデルの開発 朝比奈　靖浩 肝臓病態制御学講座 2,470,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

上皮置換による大腸機能改変とその応用 中村　哲也 消化管先端治療学講座 3,250,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

ユビキチン化蛋白の網羅的解析による炎症性発癌メカニズムの解明 鬼澤　道夫 消化管先端治療学講座 2,210,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

脳内に核酸医薬を送達する高分子ミセルの創製と脳神経系難病の標的治療へ
の展開

横田　隆徳 脳神経病態学 29,016,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

WNKシグナルによる塩分ストレス応答の分子病態解明と治療法の開発 内田　信一 腎臓内科学 38,220,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会 小計19件
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骨、関節組織のホメオスタシスにおける骨形成因子BMPの生理機能の解析 辻　邦和 軟骨再生学講座 2,340,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

独自の培養系を用いた腸管上皮幹細胞における生体恒常性維持機構の解明 渡邉　守 消化器病態学 20,540,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

NADワールドによる骨軟骨代謝制御機構の解明 大川　淳 整形外科学 3,900,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

臨床遺伝看護分野の継続教育プログラム開発 小笹　由香 看護部 260,000 補
文部科学省
独立行政法人日本学術振興会

特発性後天性全身性無汗症の横断的発症因子、治療法、予後の追跡研究 横関　博雄 皮膚科学 1,885,000 補 厚生労働省

医療従事者らの医療安全スキル向上に向けたe-learningシステム開発に関する
研究

髙橋　英夫 生体集中管理学 1,230,000 補 厚生労働省

自己免疫疾患に関する調査研究 上阪　等 膠原病・リウマチ内科学 8,200,000 補 厚生労働省

脊柱靭帯骨化症に関する調査研究 大川　淳 整形外科学 6,198,000 補 厚生労働省

小児期および成人移行期小児リウマチ患者の全国調査データの解析と両者の
異同性に基づいた全国的「シームレス」診療ネットワーク構築による標準的治療
の均てん化

森　雅亮 生涯免疫難病学講座 6,154,000 補 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 鹿島田　健一 小児科 200,000 補 厚生労働省

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 齋田　幸久 東京医科歯科大学 620,000 補 厚生労働省

プリオン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究 三條　伸夫 脳神経病態学 100,000 補 厚生労働省

先天性骨髄不全症の診断基準・重症度分類・診療ガイドラインの確立に関する
研究

金兼　弘和 発生発達病態学 400,000 補 厚生労働省

HAMならびにHTLV-1陽性難治性疾患に関する国際的な総意形成を踏まえた
診療ガイドラインの作成

鴨居　功樹 眼科 300,000 補 厚生労働省

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

石黒　めぐみ 応用腫瘍学講座 120,000 補 厚生労働省

自己炎症性疾患とその類縁疾患の全国診療体制整備、重症度分類、診療ガイ
ドライン確立に関する研究

森尾　友宏 発生発達病態学 600,000 補 厚生労働省

自己炎症性疾患とその類縁疾患の全国診療体制整備、重症度分類、診療ガイ
ドライン確立に関する研究

金兼　弘和 発生発達病態学 600,000 補 厚生労働省

自己炎症性疾患とその類縁疾患の全国診療体制整備、重症度分類、診療ガイ
ドライン確立に関する研究

今井　耕輔
茨城県小児・周産期地域医療学
講座

600,000 補 厚生労働省

難治性炎症性腸管障害に関する調査研究 松岡　克善 消化管先端治療学講座 250,000 補 厚生労働省
小計19件
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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

横田　隆徳 脳神経病態学 200,000 補 厚生労働省

原発性免疫不全症候群の診断基準・重症度分類および診療ガイドラインの確
立に関する研究

森尾　友宏 発生発達病態学 1,200,000 補 厚生労働省

プリオン病のサーベイランスと感染予防に関する調査研究 三條　伸夫 脳神経病態学 500,000 補 厚生労働省

網膜脈絡膜・視神経萎縮症に関する調査研究 大野　京子 眼科学 400,000 補 厚生労働省

運動失調症の医療基盤に関する調査研究 石川　欽也 長寿・健康人生推進センター 700,000 補 厚生労働省

特発性大腿骨頭壊死症の医療水準及び患者のQOL向上に関する大規模多
施設研究

神野　哲也 リハビリテーション部 100,000 補 厚生労働省

本邦における反復発作性運動失調症の実態把握調査研究 石川　欽也 長寿・健康人生推進センター 200,000 補 厚生労働省

難治性血管炎に関する調査研究 前嶋　康浩 循環器内科 80,000 補 厚生労働省

肥厚性皮膚骨膜症の診療内容の均てん化に基づく重症度判定の策定に関す
る研究

横関　博雄 皮膚科学 100,000 補 厚生労働省

高気圧作業に伴う船上（水上）減圧における減圧症発症状況等人体影響に係
る調査研究

柳下　和慶 高気圧治療部 1,989,000 補 厚生労働省

ヘテロ２本鎖核酸の臨床応用のための分子技術の開発 横田　隆徳 脳神経病態学 65,000,000 委
国立研究開発法人科学技術振
興機構(JST)

iPS細胞・体性幹細胞由来再生医療製剤の新規品質評価技術法の開発 森尾　友宏 発生発達病態学 35,600,000 委
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)

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 渡辺　守 消化器病態学 255,000,000 委
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)

スマートライフケア社会への変革を先導するものづくりオープンイノベーション拠
点

横田　隆徳 脳神経病態学 3,000,500 委
国立研究開発法人科学技術振
興機構(JST)

第３世代ヘテロ核酸の開発 横田　隆徳 脳神経病態学 80,000,000 委
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)

血液脳関門通過型抗アミロイドβオリゴマー抗体の創生によるアルツハイマー
病の分子イメージング診断、治療法の開発及び発症メカニズムの解明

横田　隆徳 脳神経病態学 48,720,000 委
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)

「尿を診る」急性肝不全の新規バイオマーカーの体外診断法の確立 若林　健二 生体集中管理学 750,000 委
国立研究開発法人国立成育医
療研究センター

成人T細胞白血病細胞のアジュバント特性に基づく新規免疫療法の開発 福田　哲也 血液内科学 1,040,000 委
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)

頭頸部がんに対する標準治療確立のための多施設共同研究 朝蔭　孝宏 頭頸部外科学 300,000 委
国立研究開発法人国立がん研
究センター 小計19件
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がん治療薬効判定のための標準化画像診断に関する研究 立石　宇貴秀 画像診断・核医学 700,000 委
国立研究開発法人国立がん研
究センター

半月板再生製品としての滑膜幹細胞の製造・販売承認に向けた検討：品質管
理項目の検証と非侵襲評価法の開発

古賀　英之 運動器外科学 9,585,730 委
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)

心拍によるてんかん発作予測アルゴリズムの開発と臨床応用 宮島　美穂 心療・緩和医療学 6,630,000 委 国立大学法人京都大学

アトピー性皮膚炎の難治性皮膚病変の病態解析と病態に基づいた革新的な核
酸医薬外用療法の医師指導型臨床研究

横関　博雄 皮膚科学 15,399,000 委
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)

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

大川　淳 整形外科学 9,880,000 委
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)

難治性てんかん病態におけるグリア機能の解明と診察ガイドライン作成の研究 前原　健寿 脳神経機能外科学 9,880,000 委
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)

脳卒中急性期における口腔機能管理法の開発に関する研究 前原　健寿 脳神経機能外科学 1,495,000 委
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)

進行小児固形腫瘍に対するオラパリブを用いた治療法開発 髙木　正稔
茨城県小児・周産期地域医療学
講座

50,000,000 委
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)

移植後日和見感染症に対する特異的T細胞療法の開発と臨床応用に関する
研究

森尾　友宏 発生発達病態学 6,520,000 委
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)

染色体構造異常、造腫瘍性関連遺伝子解析の効率的なパイプラインの構築
と、社会実装に向けたゲノム解析標準手法及びゲノム評価基準案の策定に関
する研究

森尾　友宏 発生発達病態学 110,000,000 委
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)

慢性疼痛および術後遺残性疼痛に対する血液脳関門通過型核酸医薬の開発 大川　淳 整形外科学 8,859,000 委
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)

RAS関連自己免疫性リンパ増殖症様疾患(RALD)治療法開発 髙木　正稔
茨城県小児・周産期地域医療学
講座

27,690,000 委
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)

RNA異常配列による神経難病（SCA３１）に対するヘテロ核酸医薬開発 石川　欽也 神経内科 47,060,000 委
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)

慢性活動性EBV感染症および類縁疾患の病態解明 森尾　友宏 発生発達病態学 1,950,000 委
国立研究開発法人国立成育医
療研究センター

自己炎症性疾患の治療標的分子の同定および薬剤開発基盤整備 森尾　友宏 発生発達病態学 975,000 委 国立大学法人京都大学

治療指針の策定に向けた臨床研究と基礎研究の実施 横関　博雄 皮膚科学 1,000,000 委 国立大学法人島根大学

滑膜幹細胞による変形性膝関節症(軟骨・半月板)の再生医療の実用化 森尾　友宏 発生発達病態学 500,000 委
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)

観察研究実施探索的マーカーの開発と測定 上阪　等 膠原病・リウマチ内科学 2,500,000 委 国立大学法人北海道大学

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 吉本　貴宣 糖尿病・内分泌・代謝内科 1,000,000 委
独立行政法人国立病院機構京
都医療センター 小計19件
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成人における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 森尾　友宏 発生発達病態学 3,999,999 委
国立研究開発法人国立精神･神
経医療研究センター

閉経後骨粗鬆症発症機構への酸化ストレスの関与と食習慣による予防に関す
る研究

寺内　公一 女性健康医学講座 1,300,000 委 国立大学法人東京大学

新規治療の治療効果に関わるウイルス・宿主因子の解明と治療後の病態進展・
軽快および発癌機構

朝比奈　靖浩 肝臓病態制御学講座 2,000,000 委 国立大学法人山梨大学

化学療法にて消失した大腸癌肝転移病変の、DW-MRIを用いた術前診断能の
妥当性に関する研究　Diffusion-Weighted Magnetic REsonance Imaging
Assessment of Liver Metastasis to Improve Surgical Planning（DREAM）

植竹　宏之 総合外科学 900,000 委
地方独立行政法人神奈川県立
病院機構神奈川県立がんセン
ター

先進的治療法が確立した新たな成育疾患のスクリーニング法の開発とその適応
基準の作成に関する研究

今井　耕輔
茨城県小児・周産期地域医療学
講座

650,000 委
国立研究開発法人国立成育医
療研究センター

CVID患者における発症分子基盤と病態の解明 今井　耕輔
茨城県小児・周産期地域医療学
講座

800,000 委 国立大学法人広島大学

PETのQA/QC、PET中央診断、登録時のPET診断、Interim PET診断、PET中
央診断標準化、観察者間variability検討、QC持続性試験と診断法の検証

立石　宇貴秀 画像診断・核医学 910,000 委
独立行政法人国立病院機構名
古屋医療センター

国内完結側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

三宅　智 臨床腫瘍学 27,300,000 委 国立大学法人京都大学

頭頸部癌全国症例登録システムの構築と臓器温存治療のエビデンス創出 朝蔭　孝宏 頭頸部外科学 650,000 委 国立大学法人神戸大学

再生医療等臨床研究を支援する再生医療ナショナルコンソーシアムの実現 森尾　友宏 発生発達病態学 20,083,200 委
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)

Ｂ型肝炎ウイルスの感染複製増殖機構解明による創薬基盤形成に関する研究 朝比奈　靖浩 肝臓病態制御学講座 5,005,000 委
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)

トレーサビリティの確保された線源と画像誘導を利用した高線量率小線源治療
の標準化と高度化の研究

吉村　亮一 腫瘍放射線治療学 400,000 委
国立研究開発法人国立がん研
究センター

高IgE症候群の病因と病態の理解に基づく新規治療法の開発 今井　耕輔
茨城県小児・周産期地域医療学
講座

1,300,000 委 国立大学法人徳島大学

植込型補助人工心臓装着後の出血性合併症予知法および予防法の確立に関
する研究

荒井　裕国 心臓血管外科学 208,000 委 国立大学法人東北大学

慢性肝疾患の組織病態進展機構の解析および血清組織糖鎖の網羅的探索に
よる予後予測マーカーの構築

朝比奈　靖浩 肝臓病態制御学講座 2,000,000 委 国立大学法人北海道大学

ヒトiPS細胞を用いたHBV感染・培養系の開発と新規抗ウイルス薬の創生 朝比奈　靖浩 肝臓病態制御学講座 4,940,000 委 国立大学法人東京大学

大腸がん肝転移切除例に適した新規抗がん剤を用いた術後補助化学療法の
研究

植竹　宏之 応用腫瘍学講座 800,000 委 愛知県がんセンター

変形性膝関節症に対する疼痛改善治療法の確立など 古賀　英之 運動器外科学 1,000,000 委
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)

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 上阪　等 膠原病・リウマチ内科学 403,000 委 国立大学法人東京大学
小計19件
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稀少免疫疾患に対する新規高精度ゲノム編集手法を用いた治療技術開発に
関する研究

森尾　友宏 発生発達病態学 5,200,000 委 国立大学法人大阪大学

滑膜幹細胞による変形性膝関節症(軟骨・半月板)の再生医療の実用化 冨田　誠 臨床試験管理センター 500,000 委
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)

女性アスリートにおける脛骨疲労骨折のリスクファクター・バイオメカニクス因子
の探索と、疲労骨折予防のための介入研究

柳下　和慶 高気圧治療部 700,000 委 国立大学法人東京大学

VAL-MAP2.0の開発と臨床試験実施 大久保　憲一 呼吸器外科学 226,980 委 国立大学法人東京大学

現場実践型ゲノム医療従事者の養成プログラム開発 池田　貞勝 腫瘍センター 2,600,000 委 国立大学法人岡山大学

変形性膝関節症に対する疼痛改善治療法の確立など 冨田　誠 臨床試験管理センター 1,800,000 委
国立研究開発法人日本医療研
究開発機構(AMED)

患者のQOL向上をめざした胃がんに対する低侵襲標準治療確立に関する多
施設共同試験

小嶋　一幸 低侵襲医歯学研究センター 500,000 委
国立研究開発法人国立がん研
究センター 小計7件

（注）　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。

計254件
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Masahide Yamamoto, Ken Watanabe,
Tetsuya Fukuda　他

血液内科
Prediction of Prognosis for Patients with Diffuse Large B-Cell
Lymphoma Refractory to or in First Relapse After Initial R-CHOP
Therapy: A Single-Institution Study.

Anticancer Res.. 2017.May; 37
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Keigo Okada, Ayako Nogami, Shinya Ishida
他

血液内科
FLT3-ITD induces expression of Pim kinases through STAT5 to
confer resistance to the PI3K/Akt pathway inhibitors on leukemic
cells by enhancing the mTORC1/Mcl-1 pathway

Oncotarget. 2017.Dec; 9 8870-
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Yoshihiro Umezawa, Hiroki Akiyama, Keigo
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血液内科
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factor 1-induced chemotaxis by platelet endothelial cell adhesion
molecule 1 (PECAM-1).

Journal of Biological Chemistry.
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19655.

Masaaki Mori, Naonobu Sugiyama, Yosuke
Morishima　他

膠原病・リウマチ内科、小児科
Safety and effectiveness of etanercept for treatment of juvenile
idiopathic arthritis: Results from a postmarketing surveillance

Mod Rheumatol. 2018
Jan;28(1):101-107.

Mori M, Nakagawa M, Tsuchida N　他 膠原病・リウマチ内科、小児科
Proposal for the development of biologics in pediatric
rheumatology field.

Pediatr Int. 2018 Feb;60(2):108-
114.

Mori M, Hara T, Kikuchi M　他 膠原病・リウマチ内科、小児科
Infliximab versus intravenous immunoglobulin for refractory
Kawasaki disease: a phase 3, randomized, open-label, active-
controlled, parallel-group, multicenter trial.

Sci Rep. 2018 Jan 31;8(1):1994.

Masanori Murakami, Takanobu Yoshimoto,
Kazuhiko Nakabayashi　他

糖尿病・内分泌・代謝内科
Molecular characteristics of the KCNJ5 mutated aldosterone-
producing adenomas.

Endocr. Relat. Cancer　2017
Oct;24(10):531-541.

Hashimoto K, Nishihara E, Matsumoto M
他

糖尿病・内分泌・代謝内科
Sialic acid-binding immunoglobulin-like lectin1 as a Novel
Predictive Biomarker for Relapse in Graves’ Disease -A
multicenter study-

Thyroid.  2018 Jan;28(1):50-59.

Yohei Arai, Daiei Takahashi, Kenichi Asano
他

腎臓内科
Salt suppresses IFNγ inducible chemokines through the IFNγ-
JAK1-STAT1 signaling pathway in proximal tubular cells.

Sci Rep. 2017.Apr; 7 46580.

Shintaro Mandai, Susumu Furukawa,
Manami Kodaka　他

腎臓内科
Loop diuretics affect skeletal myoblast differentiation and
exercise-induced muscle hypertrophy.

Sci Rep. 2017.Apr; 7 46369.
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Emi Sasaki, Koichiro Susa, Takayasu Mori
他

腎臓内科、血液浄化療法部
KLHL3 Knockout Mice Reveal the Physiological Role of KLHL3
and the Pathophysiology of Pseudohypoaldosteronism Type II
Caused by Mutant KLHL3.

Mol. Cell. Biol.. 2017.Apr; 37
(7):

Yuri Kasagi, Daiei Takahashi, Tomomi Aida
他

腎臓内科、血液浄化療法部
Impaired degradation of medullary WNK4 in the kidneys of KLHL2
knockout mice.

Biochem. Biophys. Biophys. Res.
Commun.. 2017.May; 487 (2):
368-374.

Satoko Miyamoto, Atsushi Ohkubo, Hiroshi
Seshima　他

腎臓内科、血液浄化療法部
Selective Plasma Exchange for the Removal of Pemphigus
Autoantibodies, Fibrinogen, and Factor XIII in Pemphigus
Vulgaris.

Ther Apher Dial. 2017.Jun; 21
(3): 226-231.

Atsushi Ohkubo, Tomokazu Okado, Satoko
Miyamoto　他

腎臓内科、血液浄化療法部
Fibrinogen Reduction During Selective Plasma Exchange due to
Membrane Fouling.

Ther Apher Dial. 2017.Jun; 21
(3): 232-237.

Yohei Arai, Eiichiro Kanda, Soichiro Iimori
他

腎臓内科
The use of vitamin D analogs is independently associated with the
favorable renal prognosis in chronic kidney disease stages 4-5: the
CKD-ROUTE study.

Clin Exp Nephrol.
2017Jun;21(3):481-487

Atsushi Ohkubo, Tomokazu Okado 腎臓内科、血液浄化療法部 Selective plasma exchange
Transfus. Apher. Sci.. 2017.Oct;
56 (5): 657-660.

Soichiro Iimori, Shotaro Naito, Yumi Noda
他

腎臓内科、血液浄化療法部
Prognosis of chronic kidney disease with normal-range
proteinuria: The CKD-ROUTE study

PLoS ONE. 2018.Jan; 13 (1):
e0190493.

Shintaro Mandai, Hidehiko Sato, Soichiro
Iimori　他

腎臓内科
Dialysis Case Volume Associated With In-Hospital Mortality in
Maintenance Dialysis Patients.

Kidney International Reports.
2018.Mar; 3 (2): 356-363.

Nomura Naohiro, Shoda Wakana, Wang
Yuanlong　他

腎臓内科
Role of ClC-K and barttin in low potassium-induced sodium
chloride cotransporter activation and hypertension in mouse
kidney.

Biosci Rep. 2018.Feb; 38 (1):

Mori Takayasu, Yousefzadeh Matthew J,
Faridounnia Maryam　他

腎臓内科、血液浄化療法部
ERCC4 variants identified in a cohort of patients with segmental
progeroid syndromes

Hum Mutat. 2018.Feb; 39 (2):
255-265.
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Kiyoshi Isobe, Hyun Jun Jung, Chin-Rang
Yang　他

腎臓内科
Systems-level identification of PKA-dependent signaling in
epithelial cells

Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A..
2017.Oct; 114 (42): E8875-
E8884.

Ishikawa Seiko, Naito Shotaro, Iimori
Soichiro

腎臓内科
Loop diuretics are associated with greater risk of sarcopenia in
patients with non-dialysis-dependent chronic kidney disease

PLoS One. 2018.Feb; 13 (2):
e0192990.

Takahashi Y, Iwai S, Yamashita S　他 循環器内科
Novel Mapping Technique for Localization of Focal and Reentrant
Activation During Atrial Fibrillation.

J Cardiovasc Electrophysiol. .
2017.Apr; 28 (4): 375-382.

Kawabata M, Goya M, Sasaki T　他 循環器内科
Surface Electrocardiogram Screening for Subcutaneous
Implantable Cardioverter-Defibrillators in Japanese Patients With
and Without Brugada Syndrome

Circ J. 2017 Jun 23;81(7):981-
987.

Kawabata M, Goya M, Sasaki T　他 循環器内科
Left Atrial Appendage Thrombi Formation in Japanese Non-
Valvular Atrial Fibrillation Patients During Anticoagulation
Therapy - Warfarin vs. Direct Oral Anticoagulants.

Circ J. 2017 Apr 25;81(5):645-
651

Iwai S, Takahashi Y, Masumura M　他 循環器内科
Occurrence of Focal Atrial Tachycardia During the Ablation
Procedure Is Associated With Arrhythmia Recurrence After
Termination of Persistent Atrial Fibrillation.

J Cardiovasc Electrophysiol..
2017.May; 28 (5): 489-497.

Ohigashi H, Tamura N, Ebana Y　他 循環器内科
Effects of immunosuppressive and biological agents on refractory
Takayasu arteritis patients unresponsive to glucocorticoid
treatment.

J Cardiol.. 2017.May; 69 (5):
774-778.

Ueshima D, Ashikaga T, Yoshikawa S　他 循環器内科

Effect of over-2-year dual antiplatelet therapy on the rate of
major adverse cardiac and cerebral events for everolimus-eluting
stent implantation: The landmark analysis from Tokyo-MD PCI
registry.

J Cardiol. . 2017.Jun; 69 (6):
815-822.

Inaba O, Satoh Y, Isobe M 循環器内科
Factors and values at admission that predict a fulminant course of
acute myocarditis: data from Tokyo CCU network database

Heart Vessels. . 2017.Aug; 32
(8): 952-959.

Hirasawa K, Izumo M, Sasaoka T　他 循環器内科
Effect of aortic regurgitant jet direction on mitral valve leaflet
remodeling: a real-time three-dimensional transesophageal
echocardiography study.

Sci Rep.. 2017.Aug; 7 (1): 8884.
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Tamura N, Maejima Y, Tezuka D　他 循環器内科
Profiles of serum cytokine levels in Takayasu arteritis patients:
Potential utility as biomarkers for monitoring disease activity.

J Cardiol. . 2017.Sep; 70 (3):
278-285.

Taku Fukushima, Takashi Ashikaga, Shunji
Yoshikawa　他

循環器内科
Effect of drug-coated balloon on stent restenosis, neointimal
proliferation, and coronary dissection: an optical coherence
tomography analysis.

Coron. Artery Dis.. 2018
Jan;29(1):39-45.

Ebana Y, Ozaki K, Liu L　他 循環器内科、遺伝子診療科
Clinical utility and functional analysis of variants in atrial
fibrillation-associated locus 4q25

J Cardiol. . 2017.Oct; 70 (4):
366-373.

Nagahori M, Kochi S, Hanai H　他 消化器内科
Real life results in using 5-ASA for maintaining mild to moderate
UC patients in Japan, a multi-center study, OPTIMUM Study

BMC Gastroenterol. 2017.Apr;
17(1): 47

Shuji Hibiya, Kiichiro Tsuchiya, Ryohei
Hayashi　他

消化器内科
Long-term Inflammation Transforms Intestinal Epithelial Cells of
Colonic Organoids.

J Crohns Colitis. 2017.May; 11
(5): 621-630.

Kiichiro Tsuchiya, Ryohei Hayashi, Keita
Fukushima　他

消化器内科
Caudal type homeobox 2 expression induced by leukocytapheresis
might be associated with mucosal healing in ulcerative colitis.

J. Gastroenterol Hepatol.
2017.May; 32 (5): 1032-1039.

Kento Takenaka, Kazuo Ohtsuka, Yoshio
Kitazume　他

消化器内科
Magnetic resonance evaluation for small bowel strictures in
Crohn's disease: comparison with balloon enteroscopy

J. Gastroenterol. 2017.Aug; 52
(8): 879-888.

Yuka Matsumoto, Wakana Mochizuki,
Shintaro Akiyama　他

消化器内科
Distinct intestinal adaptation for vitamin B12 and bile acid
absorption revealed in a new mouse model of massive ileocecal
resection.

Biol Open. 2017.Sep; 6 (9):
1364-1374.

Tetsuya Nakamura, Toshiro Sato 消化器内科
Advancing Intestinal Organoid Technology Toward Regenerative
Medicine

Cell Mol Gastroenterol Hepatol.
2017.Nov; 5 (1): 51-60.

Yoichi Nibe, Shigeru Oshima, Masanori
Kobayashi　他

消化器内科
Novel polyubiquitin imaging system, PolyUb-FC, reveals that
K33-linked polyubiquitin is recruited by SQSTM1/p62

Autophagy. 2018.Jan;14(2):347-
358.
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Shintaro Akiyama, Wakana Mochizuki,
Yoichi Nibe　他

消化器内科
CCN3 Expression Marks a Sulfomucin-nonproducing Unique
Subset of Colonic Goblet Cells in Mice

Acta Histochem Cytochem.
2017.Dec; 50 (6): 159-168.

Fumiaki Ishibashi, Hiromichi Shimizu, Toru
Nakata　他

消化器内科
Contribution of ATOH1+ Cells to the Homeostasis, Repair, and
Tumorigenesis of the Colonic Epithelium.

Stem Cell Reports. 2018.Jan; 10
(1): 27-42.

Shiro Yui, Luca Azzolin, Martti Maimets
他

消化器内科
YAP/TAZ-Dependent Reprogramming of Colonic Epithelium Links
ECM Remodeling to Tissue Regeneration

Cell Stem Cell. 2018.Jan; 22 (1):
35-49.e7.

Kohei Suzuki, Tatsuro Murano, Hiromichi
Shimizu　他

消化器内科
Single cell analysis of Crohn's disease patient-derived small
intestinal organoids reveals disease activity-dependent
modification of stem cell properties

J. Gastroenterol. 2018.Jan (オン
ライン）

Kento Takenaka, Kazuo Ohtsuka, Yoshio
Kitazume　他

消化器内科
Utility of Magnetic Resonance Enterography For Small Bowel
Endoscopic Healing in Patients With Crohn's Disease.

Am. J. Gastroenterol. 2018.Feb;
113 (2): 283-294.

Taro Watabe, Takashi Nagaishi, Naoya
Tsugawa　他

消化器内科
B cell activation in the cecal patches during the development of
an experimental colitis model

Biochem. Biophys. Res.
Commun.. 2018.Feb; 496 (2):
367-373.

Miyako Murakawa, Yasuhiro Asahina,
Fukiko Kawai-Kitahata　他

消化器内科、検査部

Hepatic IFNL4 expression is associated with non-response to
interferon-based therapy through the regulation of basal
interferon-stimulated gene expression in chronic hepatitis C
patients

J. Med. Virol. 2017.Jul; 89 (7):
1241-1247.

Murakawa M, Asahina Y, Nagata H　他 消化器内科、検査部
ITPA gene variation and ribavirin-induced anemia in patients with
genotype 2 chronic hepatitis C treated with sofosbuvir plus
ribavirin.

Hepatol Res. 2017.Oct; 47(11):
1212-1218.

Hiroko Nagata, Mina Nakagawa, Yasuhiro
Asahina　他

消化器内科
Effect of interferon-based and -free therapy on early occurrence
and recurrence of hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis C

J. Hepatol. 2017.Nov; 67 (5):
933-939.

Akihiro Hoshino, Satoshi Okada, Kenichi
Yoshida　他

小児科
Abnormal hematopoiesis and autoimmunity in human subjects with
germline IKZF1 mutations.

J Allergy Clin Immunol. 2017.Jul;
140 (1): 223-231.
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Toshiaki Ono, Yuriko Fujita, Tetsuro
Matano　他

小児科
Characterization of in vitro expanded virus-specific T cells toward
adoptive immunotherapy against virus infection

Jpn J Infect Dis. 2018 Mar
22;71(2):122-128.

Masatoshi Takagi, Akihiro Hoshino,
Kenichi Yoshida 他

小児科
Genetic heterogeneity of uncharacterized childhood autoimmune
diseases with lymphoproliferation.

Pediatr Blood Cancer. 2018.Feb;
65 (2):

Rina Nishii, Takaya Moriyama, Laura J
Janke　他

小児科
Preclinical evaluation of NUDT15-guided thiopurine therapy and
its effects on toxicity and anti-leukemic efficacy.

Blood. 2018.Mar (オンライン)

Shiwaku H, Kimura Y, Narushima K　他 精神科
Unilateral atonia and asynmetric cholinergic dysfunction in the
ROSS syndrome

Biol Psychiatry. 2018 Jan
15;83(2):e31-e32.

Akeo Kurumaji, Michio Itasaka, Akihito
Uezato　他

精神科
A distinctive abnormality of diffusion tensor imaging parameters in
the fornix of patients with bipolar II disorder.

Psychiatry Res Neuroimaging.
2017 Aug 30;266:66-72

Kazuo Takiguchi, Akihito Uezato, Michio
Itasaka　他

精神科
Association of schizophrenia onset age and white matter integrity
with treatment effect of D-cycloserine: a randomized placebo-
controlled double-blind crossover study

BMC Psychiatry. 2017.Jul; 17
(1): 249.

Akihito Uezato, Naoki Yamamoto, Daisuke
Jitoku　他

精神科
Genetic and molecular risk factors within the newly identified
primate-specific exon of the SAP97/DLG1 gene in the 3q29
schizophrenia-associated locus.

Am J Med Genet B
Neuropsychiatr Genet. 2017
Dec;174(8):798-807

Momoko Kobayashi, Daisuke Jitoku,
Yoshimi Iwayama　他

精神科
Association studies of WD repeat domain 3 and
chitobiosyldiphosphodolichol beta-mannosyltransferase genes with
schizophrenia in a Japanese population

PLoS ONE. 2018.Jan; 13 (1):
e0190991.

Nakajima Y, Kawada K, Tokairin Y　他 食道外科

A Pilot Trial of S-1 and Paclitaxel in Unresectable or
Postoperative Recurrent Esophageal Squamous Cell Carcinoma
Pretreated by Fluorouracil, Cisplatin, and Docetaxel
Chemotherapy

Dig Surg. 2018.Feb;35(2):131-
137

Kawada K, Kawano T, Okada T　他 食道外科
The usefullness of intra-oropharyngeal U-turm method using
trans-nasal endoscopy for detecting superficial squamous cell
carcinoma of the base of the tongue

J Otolaryngol ENT Res.
2017.Aug; 8 240.
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Kenro Kawada, Takuya Okada, Taro
Sugimoto　他

食道外科
Observation of the Pharynx to the Cervical Esophagus Using
Trans-nasal Endoscopy with Image-enhanced Endoscopy for Early
Detection of Head and Neck Cancers

Journal of Gastrointestinal &
Digestive System. 2017.Aug; 7
(4):

Yuichiro Kume, Yasuaki Nakajima, Takuya
Okada　他

食道外科
A comparative analysis between pegfilgrastim and lenograstim
administered to patients receiving cytotoxic chemotherapy for
squamous cell carcinoma of the esophagus.

Journal of Medical and Dental
Sciences. 2018.Mar; 65 (1): 19-
25.

Yuichiro Kume, Kenro Kawada, Takuya
Okada　他

食道外科

The macroscopic and histological effects of argon plasma
coagulation followed by subepithelial ablation on early esophageal
squamous cell carcinoma using magnifying endoscopy with blue
laser imaging

Journal of Medical and Dental
Sciences. 2018.Mar; 65 (1): 1-8.

Tomoki Aburatani, Kazuyuki Kojima, Sho
Otsuki　他

胃外科
Double-tract reconstruction after laparoscopic proximal
gastrectomy using detachable ENDO-PSD

Surg Endosc. 2017
Nov;31(11):4848-4856

Baongoc Nasri, Mikito Inokuchi, Toshiaki
Ishikawa　他

胃外科
High expression of EphA3 (erythropoietin-producing
hepatocellular A3) in gastric cancer is associated with metastasis
and poor survival

BMC Clin Pathol. 2017 Apr
27;17:8

Tomoki Aburatani, Mikito Inokuchi, Yoko
Takagi　他

胃外科
High expression of P21-activated kinase 5 protein is associated
with poor survival in gastric cancer.

Oncol Lett. 2017.Jul; 14 (1):
404-410.

Yuya Sato, Kazuyuki Kojima, Mikito
Inokuchi　他

胃外科
Intraoperative Pancreatic Injury Gives Rise to Severe
Postoperative Pancreatic Fistula: Results of a Review of Unedited
Videos of the Laparoscopic Surgical Procedures

International Surgery. 2018.Mar
(オンライン）

Igari K, Kudo T, Toyofuku T　他 末梢血管外科 Endothelial dysfunction in patients with Buerger disease
Vasc Health Risk Manag.
2017.Aug; 13 317-323.

Oba A, Shimada S, Akiyama Y　他 肝胆膵外科
ARID2 modulates DNA damage response in human hepatocellular
carcinoma cells.

Journal of Hepatology.
2017.May; 66 (5): 942-951.

Keiichi Akahoshi, Takanori Ochiai, Ayumi
Takaoka　他

肝胆膵外科 Emergency Cholecystectomy for Patients on Antiplatelet Therapy.
Am Surg. 2017.May; 83 (5): 486-
490
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Atsushi Oba, Atsushi Kudo, Keiichi
Akahoshi　他

肝胆膵外科
A simple morphological classification to estimate the malignant
potential of pancreatic neuroendocrine tumors

J. Gastroenterol.. 2017.Oct; 52
(10): 1140-1146

Ohata Y, Shimada S, Akiyama Y　他 肝胆膵外科
Acquired resistance with epigenetic alterations under long-term
anti-angiogenic therapy for hepatocellular carcinoma.

Molecular Cancer Therapeutics.
2017.Jun; 16 (6): 1155-1165.

Ishikawa Y, Ban D, Matsumura S　他 肝胆膵外科
Surgical pitfalls of jejunal vein anatomy in
pancreaticoduodenectomy

J Hepatobiliary Pancreat Sci.
2017.Jul; 4 (7): 394-400

Kazuhide Shimizu, Masayuki Nitta, Takashi
Komori　他

脳神経外科
Intraoperative Photodynamic Diagnosis Using Talaporfin Sodium
Simultaneously Applied for Photodynamic Therapy against
Malignant Glioma: A Prospective Clinical Study.

Frontiers in Neurology.
2018.Jan; 9 24.

Katagiri Kenta, Yu Matsukura, Takeshi
Muneta　他

整形外科
Fibrous synovium releases higher numbers of mesenchymal stem
cells than adipose synovium in a suspended synovium culture
model.

Arthroscopy. 2017.Apr; 33 (4):
800-810.

Jae-Sung An, Takeshi Muneta, Ichiro
Sekiya　他

整形外科
Osteochondral lesion of lateral tibial plateau with extrusion of
lateral meniscus treated with retrograde osteochondral autograft
transplantation and arthroscopic centralisation

AP-SMART. 2017.Apr; 8 18-23.

Mai Katakura, Hideyuki Koga, Kaori
Nakamura

整形外科
Effects of different femoral tunnel positions on tension changes in
anterolateral ligament reconstruction

Knee Surg Sports Traumatol
Arthrosc. 2017 Apr;25(4):1272-
1278.

H Katagiri, L F Mendes, F P Luyten 整形外科
Definition of a Critical Size Osteochondral Knee Defect and its
Negative Effect on the Surrounding Articular Cartilage in the Rat.

Osteoarthr. Cartil..2017
Sep;25(9):1531-1540..

Mikio Shioda, Takeshi Muneta, Kunikazu
Tsuji　他

整形外科
TNFα promotes proliferation of human synovial MSCs while
maintaining chondrogenic potential

PLoS ONE. 2017.May; 12 (5):
e0177771.

Yuji Kohno, Mitsuru Mizuno, Nobutake
Ozeki　他

整形外科
Yields and chondrogenic potential of primary synovial
mesenchymal stem cells are comparable between rheumatoid
arthritis and osteoarthritis patients

Stem Cell Res Ther. 2017.May;
8 (1): 115.
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Nobutake Ozeki, Takeshi Muneta, Kenichi
Kawabata　他

整形外科
Centralization of extruded medial meniscus delays cartilage
degeneration in rats.

J Orthop Sci. 2017.May; 22 (3):
542-548.

Shimpei Kondo, Takeshi Muneta, Yusuke
Nakagawa　他

整形外科
Transplantation of autologous synovial mesenchymal stem cells
promotes meniscus regeneration in aged primates.

J. Orthop. Res.. 2017.Jun; 35
(6): 1274-1282.

Mitsuru Mizuno, Hisako Katano, Koji
Otabe　他

整形外科
Complete human serum maintains viability and chondrogenic
potential of human synovial stem cells: suitable conditions for
transplantation.

Stem Cell Res Ther. 2017.Jun; 8
(1): 144.

Kunikazu Tsuji, Miyoko Ojima, Koji Otabe
他

整形外科
Effects of Different Cell-Detaching Methods on the Viability and
Cell Surface Antigen Expression of Synovial Mesenchymal Stem
Cells.

Cell Transplant. 2017.Jun; 26
(6): 1089-1102.

R Takada, T Jinno, D Koga　他 整形外科

Comparison of wear rate and osteolysis between second-
generation annealed and first-generation remelted highly cross-
linked polyethylene in total hip arthroplasty. A case control study
at a minimum of five years.

Orthop Traumatol Surg Res.
2017 Jun;103(4):537-541.

Toshifumi Watanabe, Hideyuki Koga,
Masafumi Horie　他

整形外科
Post-Cam Design and Contact Stress on Tibial Posts in Posterior-
Stabilized Total Knee Prostheses: Comparison Between a Rounded
and a Squared Design

J Arthroplasty. 2017
Dec;32(12):3757-3762

Hideyuki Koga, Toshifumi Watanabe,
Masafumi Horie　他

整形外科
Augmentation of the pullout repair of a medialmeniscus posterior
root tear by arthroscopic centralization

Arthrosc Tech. 2017 Aug
21;6(4):e1335-e1339

Kei Inomata, Ichiro Sekiya, Koji Otabe　他 整形外科
Acute arterial occlusion after total knee arthroplasty: a case
report.

Clin Case Rep. 2017.8
;5(8):1376-1380

Kaori Nakamura, Hideyuki Koga, Ichiro
Sekiya　他

整形外科
Evaluation of pivot shift phenomenon while awake and under
anaesthesia by different manoeuvres using triaxial accelerometer.

Knee Surg Sports Traumatol
Arthrosc. 2017.Aug; 25 (8):
2377-2383.

Yusuke Nakagawa, Takeshi Muneta,
Toshifumi Watanabe　他

整形外科
Arthroscopic centralization achieved good clinical improvements
and radiographic outcomes in a rugby player with osteoarthritis
after subtotal lateral meniscectomy: A case report.

J Orthop Sci. 2017 Sep 29. pii:
S0949-2658(17)30242-7.
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Hideyuki Koga, Atsuo Nakamae, Yosuke
Shima　他

整形外科
Hip and Ankle Kinematics in Noncontact Anterior Cruciate
Ligament Injury Situations: Video Analysis Using Model-Based
Image Matching.

Am J Sports Med. 2018.Feb; 46
(2): 333-340.

Satoshi Sumiya, Shigenori Kawabata, Yuko
Hoshino　他

整形外科
Magnetospinography visualizes electrophysiological activity in the
cervical spinal cord.

Sci Rep. 2017.May; 7 (1): 2192.

Kohno Y, Mizuno M, Ozeki N　他 整形外科
Comparison of mesenchymal stem cells obtained by suspended
culture of synovium from patients with
rheumatoid arthritis and osteoarthritis.

BMC Musculoskelet Disord.
2018 Mar 9;19(1):78.

Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Yoshiyasu
Arai　他

整形外科

A Comparative Study of Anterior Decompression With Fusion and
Posterior Decompression With Laminoplasty for the Treatment of
Cervical Spondylotic Myelopathy Patients With Large Anterior
Compression of the Spinal Cord.

Clin Spine Surg. 2017.Oct; 30
(8): E1137-E1142.

Yoto Oh, Koji Fujita, Yoshiaki
Wakabayashi　他

整形外科

Location of atypical femoral fracture can be determined by tensile
stress distribution influenced by femoral bowing and neck-shaft
angle: a CT-based nonlinear finite element analysis model for the
assessment of femoral shaft loading stress.

Injury. 2017.Dec; 48 (12): 2736-
2743.

Wei Xuetao, Egawa Satoru, Matsumoto
Renpei　他

整形外科
Augmentation of fracture healing by hydroxyapatite/collagen
paste and bone morphogenetic protein-2 evaluated using a rat
femur osteotomy model.

J Orthop Res. 2018.Jan; 36 (1):
129-137.

Hirai Takashi, Yoshii Toshitaka, Sakai
Kenichiro　他

整形外科
Long-term results of a prospective study of anterior
decompression with fusion and posterior decompression with
laminoplasty for treatment of cervical spondylotic myelopathy.

J Orthop Sci. 2018.Jan; 23 (1):
32-38.

Inose H, Yamada T, Mulati M　他 整形外科
Bone Turnover Markers as a New Predicting Factor for Nonunion
After　Spinal Fusion Surgery.

Spine (Phila Pa 1976). 2018 Jan
1;43(1):E29-E34.

Yuma Waseda, Soichiro Yoshida, Taro
Takahara　他

泌尿器科
Utility of computed diffusion-weighted MRI for predicting
aggressiveness of prostate cancer.

J Magn Reson Imaging.
2017.Aug; 46 (2): 490-496

Takeda T, Makabe A, Hirai C　他 耳鼻咽喉科
Determination of the time course of caloric nystagmus in patients
with spinocerebellar degeneration using caloric step stimulus
procedure.

Acta Otolaryngol. 2018
Jan;138(1):41-45
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Maya Higuma, Nobuo Sanjo, Hiroshi
Mitoma　他

神経内科
Whole-day gait monitoring in patients with Alzheimer's disease: a
relationship between attention and gait cycle.

Journal of Alzheimer's Disease
Reports 2017.Apr; 1 (1): 1-8.

Hiroya Kuwahara, Jindong Song, Takahiro
Shimoura　他

神経内科
Modulation of blood-brain barrier function by a heteroduplex
oligonucleotide in vivo.

Sci Rep. 2018.Mar; 8 (1): 4377.

Tomohiro Mizuno, Masahiko Goya, Kenzo
Hirao　他

心臓血管外科
Implantable epicardial cardioverter-defibrillator-induced localized
constrictive pericarditis.

Interact Cardiovasc Thorac
Surg. 2018 Jan 1;26(1):158-160.

Tatsuki Fujiwara, Daisuke Sakota,
Katsuhiro Ohuchi　他

心臓血管外科
Optical Dynamic Analysis of Thrombus Inside a Centrifugal Blood
Pump During Extracorporeal Mechanical Circulatory Support in a
Porcine Model.

Artif Organs. 2017.Oct; 41 (10):
893-903

Sema M, Miyazaki Y, Tsutsui T　他 呼吸器内科
Environmental levels of avian antigen are relevant to the
progression of chronic hypersensitivity pneumonitis during antigen
avoidance.

Immun Inflamm Dis. 2018
Mar;6(1):154-162

Shirai T, Furusawa H, Furukawa A　他 呼吸器内科
Protein antigen of bird-related hypersensitivity pneumonitis in
pigeon
serum and dropping.

Respir Res. 2017 Apr
20;18(1):65

Furusawa H, Sugiura M, Mitaka C　他 呼吸器内科
Direct hemoperfusion with polymyxin B-immobilized fibre
treatment for acute exacerbation of interstitial pneumonia.

Respirology. 2017
Oct;22(7):1357-1362

Satoshi Usami, Mutsumi Okazaki, Tomohisa
Nitta　他

形成・美容外科
Histological investigation of common insensate flaps obtained from
the hand and forearm regions for use in fingertip reconstruction.

J Plast Surg Hand Surg.
2017.Jun; 51 (3): 182-186.

Tsutomu Homma, Mutsumi Okazaki,
Kentaro Tanaka　他

形成・美容外科
Simultaneous Surgical Treatment for Smile Dysfunction and
Lagophthalmos Involving a Dual Latissimus Dorsi Flap.

Plast Reconstr Surg Glob Open.
2017.Jul; 5 (7): e1370.

Kentaro Tanaka, Kimihiro Igari, Mitsuhiro
Kishino　他

形成・美容外科
The possibility of free tissue transfer as a nutrient flap for critical
ischemic foot: A case report.

Microsurgery. 2017.Sep; 37 (6):
694-698
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Hiroki Mori, Noriko Uemura, Haruka Koga
他

形成・美容外科
Objective assessment of reconstructed breast hardness using a
durometer.

Breast Cancer. 2018.Jan; 25 (1):
81-85

S Nogami, N Kawaguchi-Ihara, E Shiratori
他

検査部
Detection of the MYD88 mutation by the combination of the
allele-specific PCR and quenching probe methods.

Int J Lab Hematol. 2017.Apr; 39
(2): 163-168

Yagishita K, Oyaizu T, Aizawa J　他
高気圧治療部、スポーツ医学診
療センター

The effects of hyperbaric oxygen therapy on reduction of edema
and pain in athletes with ankle sprain in the acute phase: A pilot
study

Sport Exerc Med Open J.
2017.Apr; 3 (1): 11-16

Takuya Oyaizu, Mitsuhiro Enomoto, Naoki
Yamamoto　他

高気圧治療部、スポーツ医学診
療センター

Hyperbaric oxygen reduces inflammation, oxygenates injured
muscle, and regenerates skeletal muscle via macrophage and
satellite cell activation.

Sci Rep. 2018 Jan 22;8(1):1288.

Shimpei Baba, Yuji Sugawara, Kengo
Moriyama　他

輸血・細胞治療センター
Amelioration of intractable epilepsy by adjunct vagus nerve
stimulation therapy in a girl with a CDKL5 mutation.

Brain Dev. 2017.Apr; 39 (4):
341-344.

Masatoshi Takagi, Yasuyoshi Ishiwata, Yuki
Aoki　他

輸血・細胞治療センター
HLA haploidentical hematopoietic cell transplantation using
clofarabine and busulfan for refractory pediatric hematological
malignancy.

Int J Hematol. 2017.May; 105
(5): 686-691.

Masatoshi Takagi, Shohei Ogata, Hiroo
Ueno　他

輸血・細胞治療センター
Haploinsufficiency of TNFAIP3 (A20) by germline mutation is
involved in autoimmune lymphoproliferative syndrome.

J. Allergy Clin. Immunol..
2017.Jun; 139 (6): 1914-1922

Takehiro Takashima, Miko Okamura, Tzu-
Wen Yeh　他

輸血・細胞治療センター
Multicolor Flow Cytometry for the Diagnosis of Primary
Immunodeficiency Diseases

J. Clin. Immunol. 2017.Jul; 37
(5): 486-495.

Ichiro Sekiya, Darwin J.Prockop 輸血・細胞治療センター
Beginning of an Unresolved Debate:Should Mesenchymal Stem
Cells Be Expanded at Low Density to Preserve Early Progenitors?

STEM CELLS 35Anniversary.
2017.Sep; 1 36-37.

Shohei Tomii, Takumi Akashi, Noboru Ando
他

病理部
Cortical Actin Alteration at the Matrix-Side Cytoplasm in Lung
Adenocarcinoma Cells and Its Significance in Invasion.

Pathobiology. 2017.Jul; 84 (4):
171-183.
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Yoshimi Suzuki, Keisuke Uchida, Tamiko
Takemura　他

病理部
Propionibacterium acnes-derived insoluble immune complexes in
sinus macrophages of lymph nodes affected by sarcoidosis.

PLoS ONE. 2018.Feb; 13 (2):
e0192408.

Morito Kurata, Kouhei Yamamoto, Branden
S Moriarity　他

病理部 CRISPR/Cas9 library screening for drug target discovery.
J. Hum. Genet.. 2018.Feb; 63
(2): 179-186.

Ochiai K, Shiraishi A, Otomo Y　他 救命救急センター
Increasing or fluctuating bispectral index values during post-
resuscitation targeted temperature management can predict
clinical seizures after rewarming.

Resuscitation. 2017
May:114,106–12;

Endo A, Otomo Y, Morio T　他 救命救急センター
Multilateral Functional Alterations of Human Neutrophils in
Sepsis: From the Point of Diagnosis to the Seventh Day.

Shock. 2017 Dec;48(6):629-637.

Hiroko Terui-Kohbata, Masayuki Yoshida 遺伝子診療科
Current condition of genetic medicine for hereditary breast
cancer.

Molecular and Clinical Oncology.
2017.Jul; 7 (1): 98-102.

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

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

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

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

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

　「論文種別」欄には、Original Article、Case report, Review, Letter, Othersから一つ選択すること。
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森　雅亮 膠原病・リウマチ内科、小児科
特集：川崎病‐第41回近畿川崎病研究会-. 川崎病治療における
生物学的製剤の位置づけ

Progress in Medicine.2017,
37:858-862.

森　雅亮 膠原病・リウマチ内科、小児科
特集：最新免疫学 X 周産期医学. 臨床医学・新生児編. 先天性自
己炎症症(自己炎症性疾患).

周産期医学.2017, 47:1599-
1606.

前嶋 康浩 循環器内科
Dipeptidyl peptidase-4による適応現象を標的とした心血管疾患の
新たな標的についての検討 –自己免疫性心筋炎に対するアプロー
チを中心に–

適応医学. 2017.07; 20 (2): 21-
26

前嶋 康浩 循環器内科 オートファジーの制御異常による心不全発症機構の解明
日本薬理学雑誌. 2018.03; 151
(3): 100-105.

絹笠 祐介 大腸・肛門外科 【外科の近未来-1,000号記念】 ロボット手術の近未来
外科. 2017.11; 79 (11): 1036-
1040

星野　傑、古賀 英之、中川 裕介　他 整形外科
2重束ACL再建術における半月板損傷の有無や処置法の違いによ
る術後2年成績の比較　TMDU MAKS study

JOSKAS　2017.05.42.4.803

古賀 英之、宗田　大 整形外科
回旋制動性を得る至適条件に基づいた遺残組織温存2重束再建
術－東京医科歯科大学－

MB Orthopaedics. 2017.09; 30
(9): 15-27.

松村 惠津子、渡邊 敏文、小田邉 浩二　他 整形外科
ジルコニアセラミック大腿骨コンポーネントを用いた日本人向け後
方安定型人工膝関節の2年成績：他種との比較

日本関節病学会誌. 2017.12; 47
809-810.

古賀 英之 整形外科
整形外科手術 名人のknow-how 逸脱半月板に対する鏡視下
centralization法

整形・災害外科2018.01; 61 (1):
2-6.

清川 佑介、野村 文敬、杉本 太郎　他 耳鼻咽喉科 ELPSが有用であった舌根部神経鞘腫の1例
口腔・咽頭科. 2017.06; 30 (2):
227-232
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13 Original Article

14 Original Article
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長岡 英気、荒井 裕国 心臓血管外科
虚血性僧帽弁閉鎖不全症に対する外科治療の考え方、適応と限
界

日本冠疾患学会雑誌. 2017.06;
23 (2): 121-124.

藤原 立樹、荒井 裕国 心臓血管外科
補助人工心臓の適応と装着後の治療　体外設置型補助人工心臓
の現況―適応から近年の動向まで

医学のあゆみ. 2017.07; 262 (1):
5-10

大井 啓司、荒井 裕国 心臓血管外科 冠動脈疾患と術後外来管理
日本医師会雑誌. 2017.10; 146
(7): 1340-1343

髙﨑 千尋、小林 正嗣、今井 紗智子　他 呼吸器外科 フリーソフトで行うvirtual-assistedlungmapping （VAL-MAP）
気管支学. 2017.12; 39 (6): 490-
495

森　弘樹、美原 留奈、岡崎　睦 形成・美容外科
背部皮膚で再建した乳頭は腹部皮膚と軟骨移植もしくは胸部皮膚
と軟骨移植で再建した乳頭よりも突出を維持できる

形成外科. 2017.09; 60 (9):
1054-1055

浜永 真由子、森　弘樹、植村 法子　他 形成・美容外科
乳房インプラントの回転　エキスパンダー・インプラントの選択との関
連性について

Oncoplastic Breast Surgery.
2017.09; 2 78-83.

植村 法子、岡崎　睦、森　弘樹 形成・美容外科
患者が選択する女性化乳房手術のアプローチ　乳輪縁切開とラン
ダム切開

日本形成外科学会会誌.
2017.09; 37 (9): 497-502.

　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。

宇佐美 聡、河原 三四郎、鈴木 英嗣　他 形成・美容外科
母指CM関節症に対する耳介軟骨移植によるresurfacing
arthroplasty

日本手外科学会雑誌. 2017.11;
34 (2): 38-42

田中 顕太郎、岡崎　睦 形成・美容外科
形成外科　珠玉のオペ[1]基本編ー次世代に継承したい秘伝のテ
クニック

形成外科. 2017.11; 60 207-212.
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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・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 

研究者等の責務、研究計画書に関する手続・記載事項、研究に関する登録・公表、インフォーム

ド・コンセントを受ける手続等、倫理審査委員会の要件等、利益相反の管理、研究に係る試料及

び情報等の保管、モニタリング及び監査 

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 

利益相反マネージメントの対象、マネージメントの概要、手続等（書類の記入方法等） 

③ 利益相反を審査し、適当な管理措置について検討するための委員

会の開催状況 

年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11回 

 ・研修の主な内容 

臨床研究法施行後の臨床研究の在り方、認定委員会とその審査について、臨床研究法における 

利益相反管理について（研修会に参加できない場合は、随時e-learningで受講が可能） 

（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 

○血液内科専門医・大学院コース（東京医科歯科大学医学部附属病院および関連病院にて医員と

して血液内科臨床に携わり、血液学会専門医を取得、大学院生として造血や造血器腫瘍発症の分

子機序について分子生物学的手法を用いて研究し、医学博士の取得を目指す。） 

○血液内科専門医コース（東京医科歯科大学医学部附属病院および関連病院にて医員として血液

内科臨床に携わり、臨床経験を積むことで血液専門医および、がん治療認定医取得を目指す。） 

○腎臓内科専門医・大学院コース（卒後2年間の初期研修終了後、大学病院及び関連病院にて総合

内科医・腎臓内科医としての後期専門研修を開始し、他科から信頼される総合内科医・腎臓内科

医としての基礎的臨床能力を養成する。また内シャント造設術や腎生検などの診療実技について

も習熟する。同時に臨床における未解決問題について自覚を持ち、専門研修を通じて発見した課

題などについて、大学院に入学し研究を行う。） 

○腎臓内科専門医コース（卒後2年間の初期研修終了後、大学病院及び関連病院にて総合内科医・

腎臓内科医としての後期専門研修を開始し、他科から信頼される総合内科医・腎臓内科医として

の基礎的臨床能力を養成する。また内シャント造設術や腎生検などの診療実技についても習熟す

る。さらに大学病院と関連病院が緊密に連携・協力することによって、若手医師が総合内科医療

から専門性の高い腎臓内科医療までの経験を積むことができる。質の高い専門性を有する医師キ

ャリア形成システムが構築されており、まさしく優秀な総合内科医・腎臓内科医となることがで

きる。） 

○糖尿病・内分泌・代謝内科専門医コース（大学病院及び関連教育施設、指導医の下でレジデン

ト・医員として糖尿病、各種内分泌疾患、高血圧、脂質異常症、肥満症などの診療に従事する。

内科認定医（卒後3年）の取得の後、さらに総合内科専門医（3年）、内分泌代謝科専門医（3年）

、糖尿病専門医（3年）、高血圧専門医（3年）、肥満症専門医（3年）、甲状腺学会認定専門医（

5年）の各専門医受験資格の取得をめざす。関連研修施設はいずれも内科、内分泌・代謝科、糖尿

病科の各専門医の育成を目的とした学会認定教育施設が中心で、複数の病院をローテートする。

内科・内分泌代謝科・糖尿病・高血圧の各専門医資格を持つ指導医の下で臨床能力を高めること

ができる。） 

○糖尿病・内分泌・代謝内科専門医・大学院コース（大学院または社会人大学院に入学し、研究

指導者の下で主に臨床・基礎的研究に携わる。また教育関連病院に勤務している場合でも臨床を

継続しながら大学院（社会人）に入学することも可能で、途中、大学院（一般）や専門研修への

変更も可能。いずれも原則的には4年間で単位を修得及び研究論文を提出、医学博士取得を目指す

。また院生の期間は専門医に必要な期間としても認められる。研究テーマは、内分泌・代謝、高

血圧、糖尿病、肥満領域の病態生理、診断、治療に関する幅広い臨床・基礎研究課題の中から指

導者と相談して選択する。） 

○神経内科専門医コース（卒後2年間の初期研修終了後、神経内科専門医取得を目標とした後期研

修システムを開始する。神経放射線学を専門に研究している教室で研修を行い、都内や周辺地域

の病院での研修も経験し、さらに当科で行っている臨床神経学、神経生理学、神経病理学の専任

研修システムと併せることにより、神経内科専門に求められる知識・経験を充分なものとする。

後期研修システムに関しては、様々な目的を持った医師を対象とした代表的な3つのプランを用意

しているが、海外留学など希望に対応したフレキシブルなコース設定が可能である。また本学救

命救急センターや関連病院（連携病院）に関しては、希望により選択することが可能である。） 

○神経内科専門医・大学院コース（卒後2年間の初期研修終了後、神経内科専門医取得を目標とし

た後期研修システムを開始する。神経放射線学を専門に研究している教室で研修を行い、都内や

周辺地域の病院での研修も経験し、さらに当科で行っている臨床神経学、神経生理学、神経病理

学の専任研修システムと併せることにより、神経内科専門に求められる知識・経験を充分なもの

とする。後期研修システムに関しては、様々な目的を持った医師を対象とした代表的な3つのプラ

ンを用意しているが、海外留学など希望に対応したフレキシブルなコース設定が可能である。ま



た本学救命救急センターや、関連病院（連携病院）に関しては、希望により選択することが可能

である。） 

○神経内科専門医・社会人大学院コース（卒後2年間の初期研修終了後、神経内科専門医取得を目

標とした後期研修システムを開始する。神経放射線学を専門に研究している教室で研修を行い、

都内や周辺地域の病院での研修も経験し、さらに当科で行っている臨床神経学、神経生理学、神

経病理学の専任研修システムと併せることにより、神経内科専門に求められる知識・経験を充分

なものとする。後期研修システムに関しては、様々な目的を持った医師を対象とした代表的な3

つのプランを用意しているが、海外留学など希望に対応したフレキシブルなコース設定が可能で

ある。また本学救命救急センターや、関連病院（連携病院）に関しては、希望により選択するこ

とが可能である。） 

○老年病内科学コース（総合内科として、複数の疾患を持つ高齢者の診療を通して、高齢者特有

の病態、診察法（高齢者総合的機能評価：CGA）、治療法を学びます。さらに転倒・骨折、褥瘡、

排尿障害、嚥下障害などの老年症候群への対応や、低栄養や過栄養に対する栄養アセスメント、

インスリン注射を含む服薬指導、認知症や高齢者うつ病への対策、終末期医療、福祉・介護サー

ビスの利用などに対応するためにご家族や他科の医師・看護師・薬剤師・栄養士・理学療法士・

介護サービス提供者などと協力するチーム医療の中心となって働くための能力を身につけます。

疾患としては高齢者の生活習慣病の総合的コントロール、動脈硬化性疾患の診療（特に末梢動脈

疾患の診療と血管再生療法などの先進医療）、漢方などに重点を置いており、老年病専門医のほ

か、糖尿病専門医・老年精神医学会専門医・漢方専門医の取得ができます。これらを通して高齢

医学の幅広い知識と高度の専門性を兼ね備えた医師の育成を目指します。） 

○消化器専門医・大学院コース（東京医科歯科大学医学部附属病院消化器内科は炎症性腸疾患、

肝疾患、小腸内視鏡、消化器癌化学療法を診療の柱とし、多彩な関連病院と連携している。関連

病院は地域中核病院が多く、緊密に連携・協力することによって、高頻度に見られる疾患のみな

らず、若手医師が炎症性腸疾患の専門治療、慢性肝炎から肝癌治療、小腸内視鏡の専門治療と経

験を積むことができる。大学院にて先進的研究に従事することで、質の高い専門性を有するとと

もに先進医療の発展に貢献できる医師が養成される。） 

○消化器専門医コース（東京医科歯科大学医学部附属病院消化器内科は炎症性腸疾患、肝疾患、

小腸内視鏡、消化器癌化学療法を診療の柱とし、多彩な関連病院と連携している。関連病院は地

域中核病院が多く、緊密に連携・協力することによって、高頻度に見られる疾患のみならず、若

手医師が炎症性腸疾患の専門治療、慢性肝炎から肝癌治療、小腸内視鏡の専門治療と経験を積む

ことができる。医師キャリア形成システムの構築を通して、質の高い専門性を有するとともに地

域医療に貢献できる医師が養成される。） 

○循環器内科専門医コース（多様な臨床現場で専門研修を行うコースです。） 

○循環器内科専門医・大学院コース（専門研修を通じて課題を発見し研究へ進展するコースです

。） 

○呼吸器内科専門医コース（医師３年目の後期臨床研修は、呼吸器内科として研修の初年度とし

て考えている。当科では科学的な視点を持ちながら患者の苦しみに共感し臨床のできる医師を数

多く輩出することが我々の教室の使命と考え、外来および病棟にて①間質性肺炎（特発性肺線維

症、過敏性肺炎など）、②肺癌、③気管支喘息・COPD、④呼吸器感染症の４つを主軸に研修が可

能である。特に間質性肺炎の診断（画像、病理、臨床をふまえた診断）及び治療は、全国でもト

ップレベルにあると考えられ、有意義な研修ができる。連携病院とともに７−８年を目安にそれぞ

れの専門医が取れるようなコースを設定している。） 

○呼吸器内科専門医・大学院生コース（基本的には４年間の後期臨床研修を終えた医師が大学院

入学の対象となるが、希望があれば早期の大学院入学も可能である。当科では科学的な視点を持

ちながらも臨床のできる医師を輩出することが教室の使命と考えており、大学院も社会人大学院

生を中心としており、臨床の診療もある程度維持しながら研究を行っている。①間質性肺炎（過

敏性肺炎を含む）、②肺癌、③気管支喘息・COPD、④呼吸器感染症と、大きく分けて４つの班で

独自のプロジェクトの研究を行っている。特に間質性肺炎に関する研究は全国でもトップレベル

にあると考えられ、有意義な研究ができる。連携病院の研修を含めて８−９年を目安に呼吸器専門

医および医学博士が取れるようなコースを設定している。） 



○膠原病・リウマチ内科Clinical Track 1（東京医科歯科大学膠原病･リウマチ内科では、内科専

門医・リウマチ専門医受験資格取得、学位取得、または短期的な知識・技術習得など、様々な目

的をもった医師を対象とした後期研修プログラムを編成し、参加者を募集している。全国でも有

数の膠原病･リウマチ診療機関ゆえの豊富な症例数と、豊富な指導医、そして膠原病･リウマチ専

門医育成のGlobal standardに基づいた後期研修プログラムにより、知識・技術ともに世界的水準

を満たす膠原病臨床医を育成する。また学術的キャリアを希望する医師には、当科における多彩

な研究への参加を通し、膠原病・免疫学分野に広く貢献できるPhysician-Scientistを育成する。

このように当科では、全国の膠原病･リウマチ後期研修プログラムの中でも、非常にユニークな後

期研修の機会を提供している。） 

○膠原病・リウマチ内科Clinical Track 2（東京医科歯科大学膠原病･リウマチ内科では、内科専

門医・リウマチ専門医受験資格取得、学位取得、または短期的な知識・技術習得など、様々な目

的をもった医師を対象とした後期研修プログラムを編成し、参加者を募集している。全国でも有

数の膠原病･リウマチ診療機関ゆえの豊富な症例数と、豊富な指導医、そして膠原病･リウマチ専

門医育成のGlobal standardに基づいた後期研修プログラムにより、知識・技術ともに世界的水準

を満たす膠原病臨床医を育成する。また学術的キャリアを希望する医師には、当科における多彩

な研究への参加を通し、膠原病・免疫学分野に広く貢献できるPhysician-Scientistを育成する。

このように当科では、全国の膠原病･リウマチ後期研修プログラムの中でも、非常にユニークな後

期研修の機会を提供している。） 

○消化器・一般外科後期研修コース（2年間の初期研修修了者を対象とし、本学附属病院外科およ

び外科の関連病院において研修を行う。一般外科の幅広い知識・技術とともに消化管外科・肝胆

膵外科・血管外科・乳腺外科の専門的な知識と技術を習得する。日本では外科医が消化器癌およ

び乳癌の治療において中心的な役割を担っており、癌治療については手術治療だけでなく化学療

法や緩和医療も含めた専門的な知識および技術も習得する。外科専門医取得の資格要件となる手

術症例をマスターするだけでなく、様々な症例を経験し、幅広い外科知識と技術を習得する。今

後、現行の外科専門医制度に代わって新外科専門医制度が始まるとされており、新制度に対応す

る体制を整えている。大学に後期研修責任者（研修メンター）を設置し、各研修医に対する1年ご

との達成度調査により研修内容の評価を行い、充実した研修計画を送ることができるように運用

する。） 

○心臓血管外科専門医コース（心臓血管外科専門医は、日本外科学会専門医取得後にさらに専門

の修練を積んで試験に合格することで取得できるサブスペシャリティーの専門医資格です。この

ため、当科の現行のトレーニングプログラムは、通常、後期研修としての形式をとらず、卒後初

期研修修了後、1年2-3カ月程度の一般外科研修を関連施設で集中的に行い、できる限り早期に日

本外科学会専門医資格を取得した後、心臓血管外科専門医資格の取得を目指します。現行の当科

プログラムにおいて心臓血管外科専門医取得年数は卒後10年であり、全国的に見ても早期の専門

医取得が可能となっております。） 

○広域連携心臓血管外科専門医コース（卒後初期研修修了後、日本外科学会専門医資格を取得で

きるよう、1年から1年半の一般外科研修を行います。その後各コースにわかれ、それぞれの専門

医資格の取得を第一の目標とします。東京医科歯科大学医学部附属病院は成人心疾患を診療の柱

とし、多彩な関連病院と連携しています。秋田大学、島根大学を含め関連病院が緊密に連携・協

力することによって、若手医師が都会・地方・僻地における心臓血管外科の経験を積むことがで

き、医師キャリア形成システムの構築を通して、質の高い専門性を有するとともに地域医療に貢

献できる医師が養成されます。） 

○呼吸器外科専門医コース（呼吸器外科医は主に原発性肺癌・転移性肺腫瘍・縦隔腫瘍・悪性胸

膜中皮腫・気胸など肺・気管支・縦隔・胸壁疾患などに対する診断・治療のスペシャリストであ

り、一般外科の知識・技量を習得した後、呼吸器外科専門医を目指すことになる。初期研修修了

後、卒後３年目に１年間の一般外科研修を行い、日本外科学会専門医を取得できるだけの修練・

経験を行う。その後、各コースにわかれるが、基本は呼吸器外科医の第一目標である呼吸器外科

専門医を取得できるよう育成する。） 

○呼吸器外科専門医大学院コース（呼吸器外科医は主に原発性肺癌・転移性肺腫瘍・縦隔腫瘍・

悪性胸膜中皮腫・気胸など肺・気管支・縦隔・胸壁疾患などに対する診断・治療のスペシャリス



トであり、一般外科の知識・技量を習得した後、呼吸器外科専門医を目指すことになる。東京医

科歯科大学医学部附属病院はこのようなスペシャリスト育成のためにも、完全胸腔鏡下手術など

の低侵襲手術から高度な技術を必要とする拡大手術など豊富な症例を経験することができる。そ

して経験豊富な呼吸器外科専門医による育成を東京医科歯科大学関連病院・そのほか協力関係に

あるhigh volume centerの連携により多彩な呼吸器外科の経験を積むことにより呼吸器外科医と

いう専門性の高い知識・技量を得る。さらに、専門医を目指しながら臨床を経験していく過程で

様々な疑問に遭遇するが、それらを大学院にて呼吸器外科領域の研究テーマとし学位を取得する

ことも可能である。） 

○広域連携呼吸器外科専門医コース（呼吸器外科医は主に原発性肺癌・転移性肺腫瘍・縦隔腫瘍

・悪性胸膜中皮腫・気胸など肺・気管支・縦隔・胸壁疾患などに対する診断・治療のスペシャリ

ストであり、一般外科の知識・技量を習得した後、呼吸器外科専門医を目指すことになる。また

都市・地方という医療事情の異なる多彩な臨床経験により、地域中核病院にても医療に貢献でき

る医師を養成できる。） 

○泌尿器科専門医コース（東京医科歯科大学医学部附属病院は泌尿器科腫瘍、排尿障害を診療の

柱とし、がんセンター等の機能を有した多彩な関連病院と連携している。若手医師が泌尿器科医

療の経験を積むことができ、医師キャリア形成システムの構築を通して、質の高い専門性を有す

るとともに地域医療に貢献できる医師が養成される。） 

○広域連携泌尿器科専門医コース（東京医科歯科大学医学部附属病院は泌尿器科腫瘍、排尿障害

を診療の柱とし、地域がんセンター等の機能を有した多彩な関連病院と連携している。秋田大学

、島根大学を含め関連病院が緊密に連携・協力することによって、若手医師が都会・他地域にお

ける泌尿器科医療の経験を積むことができ、医師キャリア形成システムの構築を通して、質の高

い専門性を有するとともに地域医療に貢献できる医師が養成される。） 

○眼科専門医コース（すべてのコースが日本眼科学会で規定した専門医の要項を満たすことがで

きる施設である。経験豊富な指導者のもとで、適切な指導を受けることができる。それぞれの施

設は大学と連携を緊密にしており、難治疾患なども適切に対処できている。また、大学の専門外

来に参加する機会があり、それぞれの専門性を高めていくことができる。秋田大学・島根大学に

おいて網膜疾患、緑内障疾患について研修することができる。） 

○眼科専門医・大学院コース（すべてのコースが日本眼科学会で規定した専門医の要項を満たす

ことができる施設である。経験豊富な指導者のもとで、適切な指導を受けることができる。それ

ぞれの施設は大学と連携を緊密にしており、難治疾患なども適切に対処できている。また、大学

の専門外来に参加する機会があり、それぞれの専門性を高めていくことができる。また、このコ

ースのあとに大学に戻り大学院生、または大学あるいは関連病院で社会人大学院として学位取得

も可能。秋田大学・島根大学において網膜疾患、緑内障疾患について研修することができる。） 

○皮膚科専門医コース（東京医科歯科大学皮膚科における皮膚科研修は、皮膚アレルギー性疾患

の診断、治療を中心に、フットケアや多汗症治療、下肢循環不全や膠原病の診断、治療、さらに

は皮膚悪性腫瘍の診断、治療と、幅広い分野で可能な体制を整えている。さらには、各関連病院

の協力により、あらゆる皮膚疾患に対応可能な皮膚科専門医を育成可能と考える。臨床を重視し

た専門医コースであり、皮膚科専門医を取得し、その後さらに上級の専門医を取得することを目

標にする。コースの途中から、大学院へ入学し（社会人大学院を含む）、学位をとり、研究の道

を選択することも可能である。） 

○耳鼻咽喉科・頭頸部外科コース（全国の大学の中で、耳鼻咽喉科学講座と頭頸部外科学講座の

ふたつの大学院講座ならびに臨床科を持つ、唯一の教育病院として、耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

領域全体の研修が可能なのが最大の特徴である。特記される項目は、耳科学におけるめまい・難

聴症例の生理学ならびに分子生物学的研究に基づいた診断・治療、全国で最多の症例である頭蓋

底病変・小児頭頸部悪性腫瘍の診断・治療、最先端の内視鏡技術の治療への応用、三次元立体モ

デルを用いた手術シミュレーションの研究と臨床応用である。コース受講対象者の熟練度に応じ

て、症例の診断・治療を担当し、関連するテーマについて基礎・臨床医学の両者の観点からの研

鑽を目指す。） 

○精神科専門医コース（本コース（精神科後期臨床研修）においては、初期臨床研修との連続性

をもたせるために、身体合併症に対する医療や救急医療と関連性も重要視しながら、精神科の一



般的な臨床研修を行い、精神保健指定医や精神科専門医の取得を目標としたプログラムとなって

いる。このため、本コース内の研修施設をそれぞれ、１-３年間の研修（通常２か所）を行い、３

～４年間でこのプログラム全体を研修するシステムとなっている。） 

○精神科大学院コース（本コース（精神科後期臨床研修）においては、大学院あるいは社会人大

学院に進学し、原則４年間で学位を取得することが主な目的である。ただし、初期臨床研修との

連続性をもたせるために、身体合併症に対する医療や救急医療と関連性も重要視しながら、精神

科の一般的な臨床研修を行い、精神保健指定医や精神科専門医の取得を目標としたプログラムと

のコーディネートも可能とする柔軟性のあるものとなっている。） 

○小児科専門医・専門分野別専門医コース(東京医科歯科大学医学部附属病院小児科およびそのネ

ットワーク施設の最大の特徴は、①数多くの地域小児医療基幹施設との連携による充実した小児

一般臨床の研修の場の提供、②7つの診療グループ（血液・腫瘍・免疫、循環器、神経、腎臓、内

分泌、新生児、アレルギー）による幅広い臓器別専門医療の充実、③大学における最先端の基礎

研究の3つを柱とし、小児科全般にわたる臨床の基礎から、専門医療、さらに基礎研究領域まで幅

広く修得できる体制を持つ事である。さらには愛媛大学、島根大学ならびにその関連病院と連携

し、各大学で特色のある先端医療や地域医療に従事することによって、幅広く質の高い専門性を

有する小児科専門医育成が可能である。従って、小児科専門医はもちろんのこと、後期研修終了

後には、各診療グループに所属することで各臓器別専門医を取得することが可能であり、また教

室としても臓器別専門医取得を重視しているところである。なおローテート先の病院の決定は、

年1回行われる人事に関するアンケートで各個人からの希望を募り、それを医局の人事決定諮問機

関であるキャリアパス委員会で審議し決定しなるべく公平性と透明性を保つようにしている。） 

○小児科専門医・大学院コース（東京医科歯科大学医学部附属病院小児科では、大学病院におけ

る臓器別グループローテートによる研修、各関連施設における小児一般臨床の研修などを行った

後に、より専門領域の知見を高めるために、大学院に進学することができる。この場合、なるべ

く早期に小児科専門医取得に必要な研修を修了するように配慮する一方、大学院進学は小児科臨

床の基礎を習得してから入学するように指導している。研究を進める上で、臨床に根ざした問題

意識がその発展には大変重要であると考えるからである。発生発達病態学教室生命研究所では、D

NA損傷修復や先天性免疫不全症の診断や病態機構の解明では世界トップレベルの業績を挙げてお

り、さらには造血幹細胞移植や細胞免疫療法などの先端的治療法の開発など幅広い成果を上げて

いる。また、学内の他の教室と共同して特発性肺動脈性肺高血圧症発症機構の解明、腎機能障害

進行機序の解析、内分泌疾患の分子機構の解明など、様々な形での研究を行う体制が整っている

。大学院に進学しても、臓器別専門の研修を併せて行うことは可能であり、原則学位（PhD）所得

と臓器別専門医双方の所得が可能である。） 

○臨床検査専門医コース（東京医科歯科大学医学部附属病院検査部において、検体検査（血液、

生化学、免疫、一般、細菌）と生理機能検査（心電図、超音波、呼吸機能、神経生理、脳波）の

全般的な検査技術を習得するとともに、各自が希望する専門分野の検査技術の向上を目指す。特

定の関連病院検査部への医師派遣はしていない。） 

○広域連携臨床検査専門医コース（東京医科歯科大学医学部附属病院検査部において、検体検査

（血液、生化学、免疫、一般、細菌）と生理機能検査（心電図、超音波、呼吸機能、神経生理、

脳波）の全般的な検査技術を習得するとともに、各自が希望する専門分野の検査技術の向上を目

指す。特定の関連病院検査部への医師派遣はしていない。広域連携臨床検査専門医コースでは秋

田大学、島根大学を含めた関連施設と緊密に連携・協力することによって、若手医師が異なった

施設や環境で検査診療を行なうことで、臨床検査専門医になるための経験を積み、検査医として

診療科医師の診療支援をする能力を向上させる。） 

○臨床検査専門医大学院コース（東京医科歯科大学医学部附属病院検査部において、検体検査（

血液、生化学、免疫、一般、細菌）と生理機能検査（心電図、超音波、呼吸機能、神経生理、脳

波）の全般的な検査技術を習得するとともに、各自が希望する専門分野の検査技術の向上を目指

す。特定の関連病院検査部への医師派遣はしていない。臨床検査専門医大学院コースでは、専門

医取得とともに、臨床検査医学の研究による学位取得も目指す。） 

○形成外科専門医コース（多様な臨床現場で専門研修を行うコースです。専門医コース 日本形成

外科学会専門医 修了要件：形成外科学会専門医取得） 



○形成外科専門医・大学院コース（専門研修を通じて課題を発見し研究へ進展するコースです。

形成外科専門医・大学院コース 日本形成外科学会専門医・医学博士 修了要件：形成外科学会専

門医取得および学位取得） 

○整形外科専門医コース（後期研修開始より、原則として1年ごとに大学及び協力関連施設をロー

テーションすることによって、幅広い整形外科の診療技術・知識を修得し、バランスのとれた整

形外科専門医を育成し、その後に続くsubspecialty修得の礎を築くことを目標とする。日本整形

外科学会認定の整形外科専門医を取得して本コースは修了となるが、修了者はほぼ全員、引き続

きsubspecialtyを習得すべく、当科での専門研修へ進んでいる。従って本コースにおける整形外

科専門医取得は最終目標ではなく、あくまでsubspecialty確立までの一過程ととらえるべきであ

る。） 

○整形外科専門医・大学院コース（整形外科専門医コースの研修中、後期研修開始より2～4年程

度経過した後、大学院へ進学し、より高度な整形外科関連の研究に従事して学位論文を作成し、

医学博士の学位を取得する「専門医・大学院コース」を途中で選択することが可能である。本コ

ースは整形外科専門医取得と、学位取得をもって修了となるが、修了者はほぼ全員、引き続きサ

ブスペシャリティーを習得すべく、当科での専門研修へ進んでいる。） 

○産婦人科専門医コース（東京医科歯科大学医学部附属病院周産・女性診療科（産婦人科）は、

周産期・生殖内分泌・婦人科腫瘍・女性ヘルスケアを診療の柱とし、総合・地域周産期センター

、がん診療連携拠点病院等の機能を有した多彩な教育関連病院と連携している。教育関連病院と

緊密に連携・協力することによって、若手医師が各専門分野をバランス良く研修することのでき

るキャリア形成システムが構築されており、このシステムを通じて質の高い専門性を有しかつ地

域医療に貢献できる医師が養成される。専門医・大学院コースでは、専門性を高めるためにさら

に大学院での基礎・臨床研究を行うことにより、医学博士の学位を取得することができる。） 

○産婦人科専門医・大学院コース（東京医科歯科大学医学部附属病院周産・女性診療科（産婦人

科）は、周産期・生殖内分泌・婦人科腫瘍・女性ヘルスケアを診療の柱とし、総合・地域周産期

センター、がん診療連携拠点病院等の機能を有した多彩な教育関連病院と連携している。教育関

連病院と緊密に連携・協力することによって、若手医師が各専門分野をバランス良く研修するこ

とのできるキャリア形成システムが構築されており、このシステムを通じて質の高い専門性を有

しかつ地域医療に貢献できる医師が養成される。専門医・大学院コースでは、専門性を高めるた

めにさらに大学院での基礎・臨床研究を行うことにより、医学博士の学位を取得することができ

る。） 

○放射線科専門医コース（画像診断・IVR・放射線治療（一部施設に限定）)全般に関して、各施

設の特性から、研修者の希望を極力反映できるよう、研修コース内容を個別に設定する。放射線

診断専門医・放射線治療専門医の取得を修了要件とする。） 

○放射線科専門医・大学院コース（画像診断・IVR・放射線治療（一部施設に限定）全般に関して

、各施設の特性から、研修者の希望を極力反映できるよう、研修コース内容を個別に設定する。

また、大学院に入学し、研究へ進展する。学位と放射線診断専門医・放射線治療専門医の取得を

修了要件とする。） 

○脳神経機能外科専門医コース（3年目の後期研修より本格的な脳神経外科臨床に関わる。脳神経

外科学会が認定する脳神経外科専門医試験の受験資格は卒後7年目からであり、それまでは、大学

および各関連施設で臨床医としての研修を積む。大学院に進んで基礎研究をする道も選択可能で

あるが、可能な限り7年目での専門医取得を目指す。脳神経外科専門医取得をもって本コースの修

了要件とする。） 

○脳神経機能外科専門医大学院コース（3年目の後期研修より本格的な脳神経外科臨床に関わる。

脳神経外科学会が認定する脳神経外科専門医試験の受験資格は卒後7年目からであり、それまでは

大学および各関連施設で臨床医としての研修を積む。大学院に進んで基礎研究をする道も選択可

能であるが、可能な限り7年目での専門医取得を目指す。社会人大学院生となり、臨床研修を積み

ながら、研究を平行して行うことも可能である。在籍中に学位取得を目標とし、実際その目標は

達せられている。脳神経外科専門医取得および学位取得をもって本コースの修了要件とする。） 

○血管内治療科専門医コース（後期研修システムは様々な目的を持った医師を対象とした柔軟性

の高いプランを用意している。日本脳神経血管内治療学会が認定する専門医試験の受験資格は、



基本診療科（脳神経外科学会、医学放射線学会、救急医学会、内科学会）専門医取得後であり、

それまでは、大学および関連施設で基本診療領域の臨床医としての研修を積む。研修中に大学院

に進んで基礎研究を行う道も選択可能である。基本診療科専門医、脳神経血管内治療専門医を取

得して本コースを修了する。） 

○血管内治療科専門医・大学院コース（後期研修システムは様々な目的を持った医師を対象とし

た柔軟性の高いプランを用意している。日本脳神経血管内治療学会が認定する専門医試験の受験

資格は、基本診療科（脳神経外科学会、医学放射線学会、救急医学会、内科学会）専門医取得後

であり、それまでは、大学および関連施設で基本診療領域の臨床医として研修する。研修期間中

に大学院へ進み基礎研究を行う。研修中の学位取得を目標とする。基本診療科専門医、脳神経血

管内治療専門医を取得して本コースを修了する。） 

○外傷医・外傷外科医養成コース（救急医として必要な全ての診療能力を有している上に、外傷

および外科救急疾患の救急対応では、外科医として執刀し、適切な手術を実施できる能力を有す

るAcute care surgeonを養成する。救急科専門医および日本外科学会専門医を取得できる。JATE

Cの普及により、外傷緊急手術を適切に実施できる外傷外科医のニーズが急速に拡大している。学

内・学外での一般外科・血管外科の修練ができるともに、東京医科歯科大学救命救急センターに

おいて豊富なスタッフ陣の指導の下に、外傷手術のみならず、急性腹症、血管緊急症の緊急手術

の修練を積むことが出来る。これは現在、世界的にそのニーズが認識されてきているAcute care 

surgeonの考え方と合致する。外科をサブスペシャリティーとしたい救急医志望者に最適なコース

である。当救命救急センターで2014年に日本外科学会National Clinical Databaseに登録した症

例数は274件であった。また脳神経外科/整形外科をサブスペシャリティーとしたい救急医志望者

にも、同様にコースを提供できる。） 

○総合診療・ER救急専門医コース（将来、総合診療医・内科系救急医・集中治療をめざしている

医師向け研修コースである。救急科専門医、日本内科学会認定医を取得できる。さらにコース修

了後に臨床経験を積み、集中治療専門医を取得することも可能である。豊富な経験症例数と充実

した救急科スタッフ（内科専門医、外科専門医、救急科専門医、集中治療専門医）のもと、１）

内因外因を問わず、軽傷から最重症まで幅広く、あらゆる領域の救急患者の初期診療を自らの判

断で適切な診断を進め、必要に応じて専門診療科へ適切に紹介することのできる知識を習得する

。２）患者の急激な容体変化時には、適切な救命処置を遂行することができる技術を習得する。

３）病院前診療を習得する。４）初療診療の後に集中治療室に入院した患者の集中治療管理を習

得する。 ことを目標とする東京医科歯科大学医学部附属病院は、年間8000台を超える救急車受

入実績を持ち、また救急科と各診療科の優れたスタッフとの連携体制も整備されており、優秀な

総合診療医・救急医を育成する上では、有利な環境にある。） 

○麻酔科専門医コース（研修開始後3年以内に経験目標に必要な特殊麻酔症例数を達成できるよう

に、ローテーションを構築し、4年目には、集中治療などのサブスペシャリティーに関する研修を

選択したり大学院入学も選択できるように配慮します。） 

○病理専門医・大学院コース（病理学教室では人体病理学講座、包括病理学講座、診断病理学講

座（附属病院病理部）が密接に協力しながら診療・研究を行っており、後期研修はいずれかの講

座に大学院生として所属します。1,2年目（卒後3,4年目）は東京医科歯科大学医学部附属病院お

よび協力施設において診断学の研修を中心に行うと同時に、病因や病態にも目を向けて問題提起

を行い、研究技術の修得も含めて問題解決の能力を養います。3,4年目では新人の指導、および研

究活動を中心に行い、4年間での博士課程の修了・学位の取得を目指します。学位の取得によって

後期研修が修了となり、本学や他大学病理学教室、病院病理部、研究所、海外留学などの道へ進

まれます。この時点でほとんどの方が病理専門医試験の受験に必要な研修内容（経験資格）も満

たしており、5年目（2017年からの新研修制度では4年目）での専門医取得が可能となります。） 

 

 

 

 

（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         １７５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        

三浦 修 血液内科 診療科長 ３６年  

上阪 等 膠原病・リウマチ内科 診療科長 ３２年  

吉本 貴宣 糖尿病・内分泌・代謝内科 診療科長 ２６年  

内田 信一 腎臓内科 診療科長 ３１年  

平尾 見三 循環器内科 診療科長 ３７年  

金子 英司 老年病内科 診療科長 ２８年  

渡邉 守 消化器内科 診療科長 ３７年  

森尾 友宏 小児科 診療科長 ３３年  

西川 徹 精神科 診療科長 ３９年  

工藤 敏文 末梢血管外科 診療科長 ２８年  

中島 康晃 食道外科 診療科長 ２３年  

小嶋 一幸 胃外科 診療科長 ２９年  

植竹 宏之 腫瘍化学療法外科 診療科長 ２７年  

安野 正道 大腸・肛門外科 診療科長 ３１年  

中川 剛士 乳腺外科 診療科長 １９年  

田邉 稔 肝胆膵外科 診療科長 ３１年  

岡本 健太郎 小児外科 診療科長 １６年  

前原 健寿 脳神経外科 診療科長 ３１年  

根本 繁 血管内治療科 診療科長 ３８年  

大川 淳 整形外科 診療科長 ３４年  

横関 博雄 皮膚科 診療科長 ３６年  

藤井 靖久 泌尿器科 診療科長 ２９年  

大野 京子 眼科 診療科長 ２９年  

堤 剛 耳鼻咽喉科 診療科長 ２５年  

朝蔭 孝宏 頭頸部外科 診療科長 ２６年  

宮坂 尚幸 周産・女性診療科 診療科長 ２８年  

吉村 亮一 放射線治療科 診療科長 ２１年  

立石 宇貴秀 放射線診断科 診療科長 ２１年  

内田 篤治郎 麻酔・蘇生・ペインクリック科 診療科長 ２７年  

横田 隆徳 神経内科 診療科長 ３２年  

荒井 裕国 心臓血管外科 診療科長 ３４年  

大久保 憲一 呼吸器外科 診療科長 ３０年  

稲瀬 直彦 呼吸器内科 診療科長 ３１年  

岡崎 睦 形成・美容外科 診療科長 ２６年  

東田 修二 検査部 診療科長 ３２年  

北川 昌伸 病理部 診療科長 ３５年  

大友 康裕 救命救急センター 診療科長 ３２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 

2017年度よりジェネラリストラダー制度のラダーレベルⅢ・Ⅳ・Ⅴの中で、高度の医療に関

する研修を位置づけて実施した。そのほか薬剤関連・生体モニタ―関連・がん看護関連など

について研修を開催した。 

 ・研修の期間・実施回数 

  2017年5月24日～2018年3月2日 ・ 計14回 

 ・研修の参加人数 

  計782名 

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 

個人情報保護に関する教育 

 ・研修の期間・実施回数 

2017年8月8日 ・ 1回 

 ・研修の参加人数 

537名 

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 病院長 大川 淳 

  管理担当者氏名 （総務課長） 平野 秀紀 （管理課長）   庄司 義則 
（医事課長） 高砂 健介 （医療支援課長） 高橋 宗久 

 
 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 総務課 電子化されているも
のは中央電算室で、紙媒
体のものは病歴管理室
で一括管理している。 
 病院外への診療情報
の持ち出しは、診療情報
提供、診療報酬請求等の
特定の用途に制限して
いる。やむを得ない事情
により持ち出す場合に
は病院長の許可が必要
となる。 
 

各科診療日誌 各診療科 
処方せん 薬剤部、中央電算室 
手術記録 中央電算室、病歴管理室 
看護記録 中央電算室、病歴管理室 
検査所見記録 中央電算室、病歴管理室 
エックス線写真  
紹介状 中央電算室、病歴管理室 
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 

中央電算室、病歴管理室 

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 総務部人事課 【総務部人事課】 
本学の人事システムで
一括管理を行っている。 
 
【医療支援課企画係】 
コンピューター又はフ
ァイル等により保管管
理している。 
 
【医学部事務部】 
[倫理審査に関する資料
]申請書等、議事録、各
種報告書等の倫理審査
に関する資料について
は、電子媒体、紙媒体と
もに、医学部事務部で一
括管理している。 
 
【総務課総合教育研修
係】専門研修の申請に係
る記録は紙媒体及び電
子媒体で管理し、それ以
外の記録は電子媒体で
管理している。 
 
【総務課総務係】 
文書にて保管し、年度毎
にまとめている。（閲覧
実績なし） 
 
 

高度の医療の提供の実績 医療支援課企画係 
 

高度の医療技術の開発及び評価
の実績 

医学部事務部 

高度の医療の研修の実績 総務課総合教育研修係 
閲覧実績 総務課総務係 
紹介患者に対する医療提供の実
績 

医事課医事係 

入院患者数、外来患者及び調剤
の数を明らかにする帳簿 

医事課医事係、薬剤部 



                

【医事課医事係】 
[紹介患者に対する医療
提供の実績]諸記録は、
上記診療に関する諸記
録と同じ。紹介患者数は
、医事課で電子データ管
理。[入院患者数、外来
患者数]医事課で電子デ
ータ管理。 
 

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 【医療安全管理部、感染
制御部】 
電子化されている諸記
録は、医療安全管理部、
感染制御部それぞれの
部署で管理し、紙媒体に
ついても、それぞれの部
署で管理している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医療に係る安全管理のための委
員会の開催状況  

医療安全管理部 
 
 

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 
感染制御部 
 

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 【医療安全管理部、感染
制御部】 
電子化されている諸記
録は、医療安全管理部、
感染制御部それぞれの
部署で管理し、紙媒体に
ついても、それぞれの部
署で管理している。 

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 

医療安全管理部 

従業者に対する医薬品の安全使
用のための研修の実施状況 

医療安全管理部 

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
  

医療安全管理部 

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 

医療安全管理部 

医療機器安全管理責任者の配置
状況 

医療安全管理部 

従業者に対する医療機器の安全
使用のための研修の実施状況 

医療安全管理部 

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 

医療安全管理部 

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
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 【医療安全管理部、感染
制御部】 
電子化されている諸記
録は、医療安全管理部、
感染制御部それぞれの
部署で管理し、紙媒体に
ついても、それぞれの部
署で管理している。 
 
【医事課診療報酬対策
室】電子データで保存し
ている。 
 
 
 
 
【病院統括部】 
電子媒体情報、紙媒体情
報共に、病院統括部で一
括管理している。 
 
 
 
【医療支援課患者サービ
ス係】 
電子入力し、パスワード

管理している。 
 
【総務課総務係】 
専用電話、専用メールア
ドレス、投書箱を設置済
み。 
 
 
 
 
【総務課総務係】 
医学部附属病院規則に
管理者が有する権限を
明記。 
 
病院統括部において監
査することを事務分掌
規則に明記。 
 
役員会の運営に関する
申合せの審議事項に明
記。 
 

専任の院内感染対策を行う者
の配置状況 

感染制御部 

医薬品安全管理責任者の業務
実施状況 

医療安全管理部 

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 

医事課診療報酬対策
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 

医療安全管理部 

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 病院統括部 
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 

医療支援課患者サー
ビス係 

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 

総務課総務係 

職員研修の実施状況 医療安全管理部 
感染制御部 

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 

総務課総務係 

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 

総務課総務係 

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 

総務課総務係 

(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              （事務部長）中島 一浩 

 閲 覧 担 当 者 氏 名              （総務課長）平野 秀紀 

 閲覧の求めに応じる場所              病院特別会議室 

 閲覧の手続の概要 

 

閲覧の希望する者は、閲覧責任者の許可を得て閲覧することができる。 

 

 

 

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

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

する番号に〇印を付けること。 

 

 

〇病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧の実績 

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

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

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

 



 
 
 

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

 
 
① 医療に係る安全管理のための指針の整備状況 

 
     有・無 

 
 ・ 指針の主な内容： 

○インフォームド・コンセントを徹底した患者本位の全人的医療、安全な医療の提供を行う。 
○医療現場でのインシデント報告を通しての検証及び事故防止対策を策定・実施する。 
○医療における基本の徹底と質の向上を図る。 
○上記の目的を実施するため、次の機構を組織する。 
(1)医療安全管理委員会…本院における医療事故防止に関する方策の検討・実施、各種マニュア
ルの策定及び研修等を行う。 

(2)リスクマネージャー会議…各診療科、中央診療部門の中核となる実務者で構成し、日常にお
ける安全管理レポート等から事故の検証と再発防止につとめる。 

(3)医療安全管理部…安全管理レポートの調査分析等を行うとともに、事故防止に関するマニュ
アルの追加並びに指導を行う。 

○患者からの相談に対応するため、院内に患者相談室を置き、必要に応じ、関連部署との連絡
調整を行い、相談内容を適切に処理する。 

 
 
 

 

 
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２９回 
・ 活動の主な内容： 

 
○医療事故防止に関する方策の検討・実施、各種マニュアルの策定及び研修等を行う。 
○安全管理レポート等からの事故の検証と再発防止につとめる。 
○安全管理レポートの調査分析等を行うとともに、事故防止に関する指導を行う。 

 
 
 

 

 
③ 医療に係る安全管理のための職員研修の実施状況 

 
     年２回 

 
 ・ 研修の内容（すべて）： 

○医療安全の警鐘事例について 
○インフォームド・コンセントについて 
○医療機器の安全管理について 
○医薬品の安全管理について 

 
 
 

 

 
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： 
 

○インシデント・アクシデント報告の内容分析 
○医療安全管理委員会でのワーキンググループ 
○リスクマネージャー会議でのワーキンググループ 

 
 
 

 

（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： 

◯職員に対する研修に関する基本方針 
(1)感染対策の基本的考え方および具体的方策や、抗菌薬使用の適正化について、職員に周知徹
底を図ることを目的に実施する。 

(2)感染対策に関する職員研修は、就職時の初期研修のほか、全職員および職種別対象を年２回
以上開催する。抗菌薬適正使用に関する職員研修は、年２回程度開催する。 

(3)研修の開催結果を記録・保存する。 
◯感染症の発生状況の報告に関する基本方針 

MRSA等の感染を防止するため、「院内感染現況報告」を週１回程度作成し、感染制御部にて確
認・検討を行うとともに、対策チームを通じ院内への情報提供・注意喚起に活用する。また、
検討結果は委員会にて報告され、再確認等、活用する。 

◯院内感染発生時の対応に関する基本方針 
異常発生時は、その状況および患者への対応等を病院長に報告する。感染制御部にて速やかに
発生の原因を究明し改善策を立案するとともに、状況に応じ委員会を開催する。 
改善策を実施するために感染制御部・対策チームを中心に全職員への周知徹底を図る。 

 
 
 
 
② 院内感染対策のための委員会の開催状況 

 
年１１回 

 
 ・ 活動の主な内容： 
 

○院内感染防止に関する検討・実施・各種マニュアルの策定および教育・研修等を行った。 
○定期的(週１回)な院内感染状況報告と対策の協議ならびに抗菌薬使用状況等の分析を行った。 
○医療現場においての感染防止対策に関する取組みの評価を行った。 

 
 
 
 
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２２回 

 
 ・ 研修の内容（すべて）： 

○病院全職員を対象とした院内感染及び感染症等に関する研修の実施 
  ○職業感染防止対策 
    ◯血流感染防止対策 
  ○根拠に基づいた感染防止策 
  ○基本的な感染対策 
 
 
 
 
④ 感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策の状況 
 
 ・ 病院における発生状況の報告等の整備        （ 有・無 ） 
 ・ その他の改善のための方策の主な内容： 
 
  (1)医療現場の感染対策に関する環境整備の定期的な確認及び指導。 

(2)感染に関するニュースレター及び各種研修資料の提供。 
(3)細菌検査担当者、薬剤部担当者とともに院内感染に関する情報を共有し改善に努める。 
(4)エピネット等による針刺し事故等の報告分析と再発防止に努める。 

 
 
 

（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２回 

 
 ・ 研修の主な内容： 

○医薬品の安全管理について 
 
 
 
 
 
 
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： 
 

○医薬品の採用、購入 
○医薬品の管理（麻薬等の管理方法等） 
○患者の持参薬歴情報の収集方法、処方箋の記載方法 
○患者に対する与薬や服薬指導 
○医薬品の安全使用に係る情報の取扱い 
○他施設（病院等、薬局等）との連携 

 
 
 
 
④ 医薬品の安全使用のために必要となる未承認等の医薬品の使用の情報その他の情報の収集その

他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策の実施状況 
 
  ・ 医薬品に係る情報の収集の整備        （ 有・無 ） 
 ・ 未承認等の医薬品の具体的な使用事例（あれば）： 
 

○未承認医薬品（院内製剤等） 
・プロピオン酸ベクロメタゾン（標準的免疫抑制剤治療抵抗性消化管移植片対宿主病（GVHD）
に対して） 

・パークロレイト（放射性ヨード甲状腺接種率試験） 
・3,4-ジアミノピリジン（Lambert-Eaton筋無力症候群） 

 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 
 

○独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページにあるPMDA医療安全情報や公益財団法
   人日本医療機能評価機構のホームページにある医療安全情報などから情報収集 

○リスクマネージャー会議での周知、お知らせ回覧ファイルによる情報提供 
 
 
 

（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４０回 

 
 ・ 研修の主な内容： 

○輸液ポンプ・シリンジポンプの安全な操作法 
○除細動装置 
○人工呼吸器の安全管理 等 
○医療機器の安全管理について 

 
 
 
 
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、人工心肺、除細動装置、閉鎖式
保育器、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置 等 

 
 
 
 
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）： 
 

○トレミキシン（間質性肺炎）  
  ○ゴアテックス®組織補強材料（声帯麻痺） 
 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 

○独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページにあるPMDA医療安全情報や公益財団法
   人日本医療機能評価機構のホームページにある医療安全情報などから情報収集 

○リスクマネージャー会議での周知、お知らせ回覧ファイルによる情報提供 
 
 
 
（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 

 
○医療安全管理委員会に委員として出席し、医療機器安全管理委員会、医薬品安全管理委員会の報
告を受ける体制となっている。 

 
 
 
 
② 専任の院内感染対策を行う者の配置状況 

 
 有（ ８名）・無 

 

③ 医薬品安全管理責任者の業務実施状況 

・医薬品に関する情報の整理・周知に関する業務の状況 

○医薬品・医療機器等安全性情報を配信し、薬剤部 医薬品情報室より周知されている。 

 

・未承認等の医薬品の使用に係る必要な業務の実施状況 

１）未承認薬品・適応外使用医薬品については、治験・臨床研究担当薬剤師が臨床試験管理センタ

ーから当該審査委員会審査結果・緊急審査結果の情報を受け、次の手順で実施する。 

２）審査結果内容に準じ、必要な場合には電子カルテ薬品マスターを DI室に作成依頼する。 

３）情報ファイルを整理し、調剤室等処方調剤、注射セット現場に存置した「未承認薬品・適応外

使用医薬品資料ファイル」にファイルする。 

４）アップデート情報については、毎朝の朝礼時に情報提供し、全薬剤師に周知する。 

５）詳細な内容については、毎月の部員会において治験薬情報と共に報告する。 

６）治験・臨床研究担当薬剤師は登録されている未承認薬品・適応外使用医薬品の使用状況につい

てモニタリングし、月報を作成し、医薬品安全管理責任者に報告する。 

 

・担当者の指名の有無（有・無） 

・担当者の所属・職種： 

（所属：薬剤部 ，職種 薬剤師   ）  （所属：薬剤部 ，職種 薬剤師   ） 

（所属：肝胆膵外科 ，職種 医師  ）  （所属：看護部 ，職種 看護師   ） 

（所属：集中治療部 ，職種 医師  ）  （所属：看護部 ，職種 看護師   ） 

（所属：救命救急センター，職種 医師）  （所属：    ，職種       ） 

 
 
 



 
 
 

 

④ 医療を受ける者に対する説明に関する責任者の配置状況 有・無 

・医療の担い手が説明を行う際の同席者、標準的な説明内容その他説明の実施に必要な方法に関する

規程の作成の有無  （ 有・無 ） 

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

：○医療事故調査と診療録の基本的記載事項（講演） 

 ○院内医療安全ラウンド時に遵守事項等の確認を行っている。 

 

 

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： 

 

診療録監査要項・診療録監査実施要項に基づき、診療録監査等ﾁｪｯｸｼｰﾄ・診療録等監査表を用い、 

入院患者から各診療科のカルテを任意に抽出し、カルテ監査を行った。 

入院診療計画書やアレルギー・禁忌情報などはほぼ記載できていたが、院内ルールの「一週間以

内の退院サマリー提出」など、達成できていないものにつき、委員会やメルマガ等で院内周知を行

った。 

 

⑥ 医療安全管理部門の設置状況 有・無 

・所属職員：専従（３）名、専任（２）名、兼任（４）名 

 うち医師：専従（ ）名、専任（２）名、兼任（３）名 

 うち薬剤師：専従（１）名、専任（ ）名、兼任（１）名 

 うち看護師：専従（２）名、専任（ ）名、兼任（ ）名 

（注）報告書を提出する年度の 10月１日現在の員数を記入すること 

・活動の主な内容： 

○医療事故防止に関する方策の検討・実施、各種マニュアルの方策及び研修等を行う。 

○安全管理レポート等からの事故の検証と再発防止につとめる。 

○安全管理レポートの調査分析等を行うとともに、事故防止に関する指導を行う。 

 

 

※ 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（１２件）、及び許可件数（１２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： 

○診療科長から担当部門長に対し、高難度新規医療技術の提供の実施に関する相談があった場合に

は相談のあった医療技術が高難度新規医療技術に該当するか一義的判断する。 

○当該高難度新規医療技術の提供の実施の適否、実施条件等について評価委員会の意見を求める。 

○評価委員会が述べた意見を踏まえ、当該高難度新規医療技術の提供の実施の適否、実施条件等に

ついて決定し、診療科長に通知し、病院長に報告する。 

○高難度新規医療技術の提供を実施した診療科に対して、定期的及び対象患者に有害事象が発生し

た場合その他必要な場合において、診療録等の記載内容を確認し、病院長にその結果を報告する。 

○高難度新規医療技術の提供を実施した診療科に対して、定期的に所属する者が高難度新規医療技

術規則等を遵守して高難度新規医療技術の提供を実施しているか遵守状況を確認し、病院長にそ

の結果を報告する。 

・規程に定められた事項の遵守状況の確認の有無（ 有・無 ） 

・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（１０９件）、及び許可件数（１０２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提供の適否、実施条件等について評価委員会の意見を求めること。 

○評価委員会が述べた意見を踏まえ、当該未承認新規医薬品等の医療提供の実施の適否、使用条件

等について決定し、診療科長に通知し、病院長に報告する。 

○未承認新規医薬品等の医療提供を実施した診療科に対して、定期的及び対象患者に有害事象が発

生した場合、又はその他必要な場合において、診療録等の記載内容を確認し、病院長にその結果

を報告する。 



 
 
 

 

○未承認新規医薬品等の医療提供を実施した診療科に対して、定期的に所属する者が未承認新規医    

薬品等規則等を遵守して未承認新規医薬品等の医療提供を実施しているか遵守状況を確認し、病

院長にその結果を報告する。 

・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５４０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２５４件 

・上記に関する医療安全管理委員会の活動の主な内容 

○院内の警鐘事例に対するワーキンググループを立上げ、院内の規則を制定 

○医療安全に係る各委員会からの説明と報告を受け、内容の精査を行う 

○提供した医療に対して疑義が持たれた場合の審議 

○事故調査制度対象事例となるか審議 

○全病院職員に対する研修状況の把握 

○M&Mカンファレンスの開催 等 

 

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： 九州大学病院 ）・無） 

・他の特定機能病院等からの立入り受入れ（ 有（病院名： 琉球大学医学部附属病院 ）・無） 

・技術的助言の実施状況 

○技術的助言がありませんでした。 

 

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 

○患者相談室を設置し、患者や家族からの相談や申し出に対応している。 

対応内容については、連携メーリングリストを使用して迅速な情報共有を行っている。 

対応経過については、日常的に患者相談室から医療安全管理部に報告を行っている。 

 



 
 
 

 

⑫ 職員研修の実施状況 

・研修の実施状況 

（医療安全管理） 

○院内で発生した事例や診療録の記載の仕方、ICについてなどを含めた研修内容としている。 

 

（感染対策） 

○平成２９年度における感染対策に関わる職員研修は全２回の実施であった。 

・第１回「基本的な感染対策について」（９／１～９／３０の期間、Ｅラーニングにて実施） 

・第２回「血流感染防止対策」    （１１／１４実施 医療安全管理研修と同時開催） 

 

 

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：医療事故の調査などに関するシンポジウム（一般社団法人 全国医学部長病院長会議） 

○医療安全管理責任者：医療事故調査制度に係る「管理者・実務者セミナー」 

（公益社団法人 日本医師会） 

○医薬品安全管理責任者：医薬品安全管理責任者等講習（一般社団法人 日本病院薬剤師会） 

○医療機器安全管理責任者：医療機器情報コミュニケータ第１０回認定セミナー 

（一般社団法人 日本医療機器学会） 

 

 

（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.医療法第１０条に定める管理者の要件を満たす医師であること。 

  ２.医療安全確保のために必要な資質・能力を有していること。 

  ３.病院管理運営に必要な資質・能力を有していること。 

  ４.本院の理念に深い理解があること。 

 

・ 基準に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 

 

・ 公表の方法 

   大学ＨＰにて公表 

 

 

 

 
 
 

規則第７条の３第１項各号に掲げる管理者の選任を行う委員会の設置及び運営状況 
 

 
 前年度における管理者の選考の実施の有無 

 
    有・無 

 

 ・ 選考を実施した場合、委員会の設置の有無（ 有・無 ） 

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

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

・ 公表の方法 

 

 
 

管理者の選任を行う委員会の委員名簿及び選定理由 

氏名 所属 委員長 

（○を付

す） 

選定理由 特別の関

係 

    有・無 

    有・無 

    有・無 

    有・無 
 
  



 
 
 

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

置及び運営状況 
 
 
 合議体の設置の有無 

 
    有・無 
   

 

・合議体の主要な審議内容 

(1) 病院内諸規則の制定改廃に関する事項 

(2) 病院内の人事に関する事項 

(3) 病院の運営方針、中期計画、予算及び決算に関する事項 

(4) その他病院の運営に関する重要事項・審議の概要の従業者への周知状況 

 

・合議体に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 

 

・公表の方法 

 大学ＨＰにて公表 

 

 

・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 

大川 淳 ○ 医師 病院長 

整形外科長 

内田 信一   医師 副病院長（医療安全・診療） 

腎臓内科長 

大友 康裕   医師 副病院長（救急・重症） 

救急科長 

救命救急センター長 

田邉 稔   医師 副病院長（手術・先進医療） 

肝胆膵外科長 

川﨑 つま子   看護師 副病院長（サービス・環境整備） 

看護部長 

横田 隆徳   医師 病院長補佐（診療整備・内科） 

神経内科長 

荒井 裕国   医師 病院長補佐（診療整備・外科） 

心臓血管外科長 

高橋 誠   医師 病院長補佐（研修教育） 

総合診療部長 

総合教育研修センター長 

髙橋 弘充   薬剤師 病院長補佐（メディカルスタッフ

） 

薬剤部長 



 
 
 

 
 

藍 真澄   医師 病院長補佐（診療報酬） 

保険医療管理部長 

臨床研究監視室長 

医療情報部長 

泉山 肇   医師 病院長補佐（医療連携） 

医療連携支援センター長 

小池 竜司   医師 病院長補佐（安全管理・臨床研究

） 

膠原病・リウマチ内科長 

臨床試験管理センター長 

尾林 聡   医師 病院長補佐（安全管理・診療） 

医療安全管理部長 

伏見 清秀   医師 病院長補佐（医療国際化・QMC） 

クオリティ・マネジメント・セン

ター長 

吉村 亮一   医師 病院長補佐（BCP・危機管理） 

放射線治療科長 

放射線部長 

三宅 智   医師 病院長補佐（広報） 

緩和ケア科長 

腫瘍センター長 

中島 一浩   事務 病院長補佐（経営改善） 

事務部長 

三浦 修   医師 血液内科長 

山田 哲也   医師 糖尿病・内分泌・代謝内科長 

竹村 洋典   医師 総合診療科長 

渡辺 守   医師 消化器内科長 

難病治療部長 

平尾 見三   医師 循環器内科長 

不整脈センター長 

宮﨑 泰成   医師 呼吸器内科長 

快眠センター長 

池田 貞勝   医師 がんゲノム診療科長 

吉田 雅幸   医師 遺伝子診療科長 

石川 欽也   医師 長寿・健康人生推進科長 

長寿・健康人生推進センター長 

中島 康晃   医師 食道外科長 

臨床栄養部長 

小嶋 一幸   医師 胃外科長 

低侵襲医療センター長 

絹笠 祐介   医師 大腸・肛門外科長 

植竹 宏之   医師 消化器化学療法外科長 

中川 剛士   医師 乳腺外科長 

岡本 健太郎   医師 小児外科長 

工藤 敏文   医師 末梢血管外科長 

大久保 憲一   医師 呼吸器外科長 

藤井 靖久   医師 泌尿器科長 

朝蔭 孝宏   医師 頭頸部外科長 



 
 
 

 
北川 昌伸   医師 病理診断科長 

病理部長 

大野 京子   医師 眼科長 

堤 剛   医師 耳鼻咽喉科長 

横関 博雄   医師 皮膚科長 

森 弘樹   医師 形成・美容外科長 

酒井 朋子   医師 リハビリテーション科長 

リハビリテーション部長 

森尾 友宏   医師 小児科長 

周産期母子医療センター長 

宮坂 尚幸   医師 周産・女性診療科長 

前原 健寿   医師 脳神経外科長 

根本 繁   医師 血管内治療科長 

車地 暁生   医師 精神科長 

竹内 崇   医師 心身医療科長 

内田 篤治郎   医師 麻酔・蘇生・ペインクリニック科

長 

手術部長 

立石 宇貴秀   医師 放射線診断科長 

貫井 陽子   医師 感染制御部長 

東田 修二   医師 検査部長 

重光 秀信   医師 集中治療部長 

田中 直文   医師 材料部長 

MEセンター長 

大塚 和朗   医師 光学医療診療部長 

岡戸 丈和   医師 血液浄化療法部長 

柳下 和慶   医師 高気圧治療部長 

スポーツ医学診療センター長 

上里 彰仁   医師 国際医療部長 

関矢 一郎   医師 輸血・細胞治療センター長 
 
 
  



 
 
 

 
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 

大学ＨＰにて公表 
 

 ・ 規程の主な内容 
病院長は、次の権限を有する。 
(1) 副病院長、病院長補佐、第５条に定める組織の長、東京医科歯科大学医学部附属病院の
院内組織に関する内規（平成１６年４月１日制定）第５条に規定する各診療科の長の任命
及び解任に関すること。ただし、看護部および医療技術職員の役職に関する要項（平成２
５年８月１日制定）に基づき役職が付されている医療技術職員については除く。 

(2) 病院予算の執行に関すること。 
(3) 病院の診療許可に関すること。 

 

 ・ 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 
    副病院長を４名置き、本院の管理運営に関する企画・立案に関わるとともに、病院の教育

・研究及び診療に関わる次の職務を分担し、病院長を補佐する。 
    (1)医療安全・診療に関すること。 
    (2)救急・重症系医療に関すること。 
    (3)手術・先進医療に関すること。 
    (4)環境整備・医療サービスに関すること。 
    １３名の病院長補佐を置き、次の職務の企画立案等を検討し、提言する。 
    (1)教育・研修に関すること。 
    (2)研究・診療に関すること。 
    (3)組織・管理運営・経営に関すること。 
    (4)地域医療・企画広報・危機管理に関すること。 
    (5)環境整備・医療サービスに関すること。 
    事務部に企画室を置き、理事、病院長、副病院長、看護部長、事務部長、病院統括部長、

事務スタッフ（企画室）で構成された企画戦略会議を実施し、病院の将来構想および経営戦
略に関することを審議することにより、管理者をサポートしている。 

 ・ 病院のマネジメントを担う人員についての人事・研修の状況 
    国立大学附属病院長会議による、病院長のリーダーシップ及び病院長を支えるサポート体

制の強化等、病院執行部のガバナンス強化を目的とした「病院長塾」、「病院経営次世代リ
ーダー養成塾」に病院長、副病院長等が参加している。 

 
 
 
 
 

 
 
  



 
 
 

 
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： 

医療安全に関する事項や高難易度新規医療技術および未承認の医薬品、特定機能病院の承認要件

等に関する活動報告の監査を年２回以上実施。 

 

・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：本学ＨＰに掲載。 

 

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 

中 島 勧 東京大学医学

部附属病院 

医療安全対策

センター長 

○ 東京大学医学部

附属病院医療安

全対策センター

長として、医療

安全に対し豊富

な経験と知識を

有している。 

有・無 1 

児 玉 安 司 新星総合法律

事務所 弁護士 

国立がん研究

センター 理事 

医師 

 医療安全の問題

に取り組むなど

、医学及び法学

の立場から幅広

い視野視点を有

し、医療安全に

関し精通してい

る。 

有・無 1 

豊 田 郁 子 NPO 法人 架け

橋 理事長 

 患者・家族と医

療をつなぐ NPO

法人架け橋理事

長として、患者

・家族と医療従

事者のより良い

関係の促進やコ

ミュニケーショ

有・無 2 



 
 
 

 
ンに関する豊富

な知見を有して

いる。 

伏 見 清 秀 本学医学部附

属病院クオリ

ティーマネジ

メントセンタ

ー長 

本学特別研究

教授 

本学大学院医

歯学総合研究

科医療政策情

報学分野 

 医療政策に関す

る研究に取り組

むなど、医療の

質に対する造詣 

が深い。 

有・無 3 

（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 

大学事務局の病院統括部にて対応、なお、管理者業務の法令遵守状況を監査するための具体的
な監査方法及び監査項目については現在検討中。（平成３０年度中に決定し監査を実施する予
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 

大学ＨＰにて公表 
 
 

 

 
  



 
 
 

 
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 
 

大学の役員会で病院の予算執行状況等管理運営に関する重要事項を審議することとする。 
 
 
 
 
・ 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 

大学ＨＰにて公表 
 

病院の管理運営状況を監督する会議体の名称：役員会 

会議体の委員名簿 

氏名 所属 委員長 

（○を付す） 

利害関係 

吉澤 靖之 学長 ○ 有・無 

烏山 一 理事・副学長  有・無 

田上 順次 理事・副学長  有・無 

田中 雄二郎 理事・副学長  有・無 

片山 純一 理事・副学長  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 

病院運営会議、ＨＰ、医療端末 

 

 

 

 



(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 

日本医療機能評価機構、２０１７年５月３０日・３１日 

  認定期間（２０１７年６月１５日～２０２２年６月１４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 

本院では、パンフレットやホームページにより、病院の理念、目標、案内、各診療科等の治療

内容及び統計データについて触れ、より多くの方々に情報発信を行っている。 

また、広報誌オアシス及び市民公開講座を定期的に作成、開催するなどして、本院の果たす役

割を伝えている。 

 

 

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 

 アレルギー疾患先端治療センターでは、内科・小児科・皮膚科・耳鼻科のアレルギー専門医が横断

的に密接に協力して総合的にアレルギー疾患を治療にあたっている。それにより、全身のアレルギー

疾患を同時に根本から治療することが可能である。 

 



 

 

(様式第 8) 

                                                           

東医歯医病監第８号 

平成３０年１０月 ４日 

 

  厚生労働大臣        殿 

開設者名 国立大学法人東京医科歯科大学 

学長 吉澤 靖之(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 

公益財団法人 日本医療機能評価機構主催の特定機能病院管理者研修を受講している状況

である。 

 

 

 

 

 

2. 医療安全管理部門の人員体制 

・所属職員：専従（３）名、専任（２）名、兼任（４）名 

 うち医師：専従（ ）名、専任（２）名、兼任（３）名 

 うち薬剤師：専従（１）名、専任（ ）名、兼任（１）名 

 うち看護師：専従（２）名、専任（ ）名、兼任（ ）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 

医師の専従について、平成３２年４月より専従１名を検討中。（現在は専任２名により対応

している。） 

 

 

 

 


