
(様式第 10) 

  番       号  

平成 30 年 10 月 4 日  

  厚生労働大臣        殿 

開設者名 学校法人 日本医科大学 

     理事長 坂本 篤裕  (印) 

 

日本医科大学付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 〒113-8602 東京都文京区千駄木1-1-5 

 氏   名  学校法人 日本医科大学 

(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 

 日本医科大学付属病院 

 

3 所在の場所 

〒113-8603 

東京都文京区千駄木1-1-5 

                               電話(03)3822－2131 

 

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 循環器内科    ②神経内科    ③腎臓内科     ④血液内科   ⑤消化器・肝臓内科   

⑥内分泌代謝内科  ⑦呼吸器内科   ⑧老年内科   ⑨リウマチ科 

 診療実績 

 

 

 

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

けること。 

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

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

ること。 



 

(2)外科 

外科 ○有  ・ 無 

 外科と組み合わせた診療科名 

① 消化器外科     ②内分泌外科    ③心臓血管外科  ④呼吸器外科 

 診療実績 

 

 

 

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

ること。 

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

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

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

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

と）。 

 

(3)その他の標榜していることが求められる診療科名 

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

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

14放射線治療科  ○15 麻酔科  ○16 救急科 

(注） 標榜している診療科名の番号に〇印を付けること。 

 

(4)歯科 

歯科 ○有  ・ 無 

歯科と組み合わせた診療科名 

① 口腔科（周術期） 

 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漢方内科  3 病理診断科 4リハビリテーション科 

  

 

(注) 標榜している診療科名について記入すること。 

 

5 病床数 

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

27床 床 床 床 850床 877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      603人 156人 622.82人  看 護 補 助 者          75人 診療エックス線

技師 

0人 

 歯 科 医 師      2人 1人 2人  理 学 療 法 士          10人 臨床 

 

検査 

臨床検査技

師 

106人 

 薬 剤 師      74人 1人 74人  作 業 療 法 士            4人 衛生検査技

師 

0人 

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

 助 産 師      21人 0人 21人  義 肢 装 具 士            0人 あん摩マッサージ指圧師 0人 

 看 護 師      1056人 2人 1057.4人  臨 床 工 学 士   30人 医療社会事業従

事者 

9人 

 准 看 護 師      1人 0人 1人  栄  養  士          2人 その他の技術員        10人 

 歯科衛生士 2人 1人 2人  歯 科 技 工 士           0人 事 務 職 員        152人 

 管理栄養士 7人 0人 7人  診療放射線技師   68人 その他の職員        32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 43 人 眼 科 専 門 医 9 人 

外 科 専 門 医 26 人 耳鼻咽喉科専門医 15 人 

精 神 科 専 門 医 6 人 放射線科専門医 17 人 

小 児 科 専 門 医 15 人 脳神経外科専門医 13 人 

皮 膚 科 専 門 医 7 人 整形外科専門医 3 人 

泌尿器科専門医 7 人 麻 酔 科 専 門 医 16 人 

産婦人科専門医 18 人 救 急 科 専 門 医 24 人 

  合 計 219 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（ 汲田 伸一郎 ） 任命年月日 平成 29 年 2 月 1 日 

 

医療安全管理部部長、医療安全管理責任者、医療安全管理委員会委員長 

平成２６年４月１日から平成２９年１月３１日 

 

 

 

 

  



9 前年度の平均の入院患者、外来患者及び調剤の数 

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

   歯 科 等 以 外   歯 科 等   合   計 

 １日当たり平均入院患者数       751.7人                0人           751.7人 

 １日当たり平均外来患者数           1,822.3 人              18.8人          1,841.1人 

 １日当たり平均調剤数                                          1243.3       剤 

必要医師数   185.0775人  

必要歯科医師数 2人  

必要薬剤師数 25人  

必要（准）看護師数 438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 

 

 

4,618.17m 2 

 

 

鉄筋コンク

リート 

 

 

   病 床 数  96 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     192.558m 2      病床数      11 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    24.56m 2 

［共用室の場合］ 共用する室名 

化学検査室 496.42m 2 鉄筋コンクリート   （主な設備）検体前処理分注機、免疫化学分析装置、血液凝固測定機等 

細菌検査室 105.37m 2 鉄筋コンクリート   （主な設備）血液培養装置、一般細菌同定感受性分析装置、安全キャビネット等 

病理検査室 400.13m 2 鉄筋コンクリート   （主な設備）安全キャビネット、凍結切片作成装置、低温フリーザー等 

病理解剖室 101.09m 2 鉄筋コンクリート   （主な設備）感染対策解剖台、遺体冷蔵庫、肉眼撮影装置等 

研 究 室 1,503.34m 2 鉄筋コンクリート   （主な設備）病理組織学標本作成装置、細胞培養装置、オートクレーブ装置等 

講 義 室 623.67m 2 鉄筋コンクリート    室数     ４ 室  収容定員         ６２０人 

図 書 室 1,511.6m 2 鉄筋コンクリート    室数    １０  室  蔵 書 数     59,980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 86.1％ 逆 紹 介 率 52.1％ 

算

出

根

拠 

Ａ：紹 介 患 者 の 数                                          21,492            人 

Ｂ：他の病院又は診療所に紹介した患者の数                       16,377            人 

Ｃ：救急用自動車によって搬入された患者の数                        5,388           人 

Ｄ：初 診 の 患 者 の 数                                           31,226           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 

長島 隆 東洋大学 ○ 利害関係のない学識経験者 有・○無  1 

小泉 博明 文京学院大学  利害関係のない学識経験者 有・○無  1 

豊田 郁子 NPO 法人「架け橋」  利害関係のない医療従事者以外の者 有・○無  2 

近藤 幸尋 日本医科大学付属病院  副院長・泌尿器科部長 ○有・無 3 

    有・無  

    有・無  

（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 

 

学校法人のホームページにて公表 

 

 

 



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

11人　

19人　

23人　

2人　

0人　

1人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

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

　　　　　第百二十九号）第二各号に掲げる先進医療について記入すること。

(注） 2　「取扱患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。

高度の医療の提供の実績

先　進　医　療　の　種　類   

治療抵抗性の子宮頸がんに対するｼｽﾌﾟﾗﾁﾝによる閉鎖循環下骨盤内非均衡潅流療法　子宮頸がん（術後に再発した
ものであって、同時化学放射線療法に不応かつ手術が不能なものに限る。）

多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術

内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術

トレミキシンを用いた吸着式血液浄化療法　特発性肺線維症（急性憎悪の場合に限る。）

骨髄細胞移植による血管新生療法

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

（様式第2）



2  承認を受けている先進医療の種類（注１）及び取扱患者数

取扱患者数

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

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

　　　　　第百二十九号）第三各号に掲げる先進医療について記入すること。

(注) 2　「取扱患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。

高度の医療の提供の実績

先　進　医　療　の　種　類   

（様式第2）



3　その他の高度の医療

医療技術名 脳血管内治療 取扱患者数 9人　

当該医療技術の概要

医療技術名 血液吸着療法（エンドトキシン） 取扱患者数 5人　

当該医療技術の概要

医療技術名 気管支サーモプラスライ 取扱患者数 5人　

当該医療技術の概要

医療技術名 修正型通電療法 取扱患者数 582人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

医療技術名 取扱患者数 人　

当該医療技術の概要

高度の医療の提供の実績

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

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

急性期脳血管障害でのカテーテルによる血栓除去術。指導医１名、専門医3名、他5名にて24時間体制にて治療を行っている。

重症肺炎による敗血症ショックに対して、エンドトキシン吸着を行い、ショック離脱を図る。

重症喘息に対して、喘息症状緩和を目的として気管支壁に高周波通電を行う。

全身麻酔下でパルス波治療器を用いて両側額部に貼った電極シールから電流を通電することで脳神経細胞を刺激し、うつ病や緊張病等

の病状を改善させる治療法。当精神神経科は都内でも有数の治療実績があり、中高年の身体合併症のある患者に積極的に使用し、高い改善率を示している。

（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 3 56 ベーチェット病 61
2 筋萎縮性側索硬化症 9 57 特発性拡張型心筋症 68
3 脊髄性筋萎縮症 58 肥大型心筋症 38
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 6 60 再生不良性貧血 44
6 パーキンソン病 110 61 自己免疫性溶血性貧血 1
7 大脳皮質基底核変性症 2 62 発作性夜間ヘモグロビン尿症 5
8 ハンチントン病 1 63 特発性血小板減少性紫斑病 77
9 神経有棘赤血球症 64 血栓性血小板減少性紫斑病 1
10 シャルコー・マリー・トゥース病 2 65 原発性免疫不全症候群 7
11 重症筋無力症 66 66 IgＡ 腎症 15
12 先天性筋無力症候群 67 多発性嚢胞腎 27
13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 51 68 黄色靱帯骨化症 5

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
17 69 後縦靱帯骨化症 20

15 封入体筋炎 70 広範脊柱管狭窄症 6
16 クロウ・深瀬症候群 71 特発性大腿骨頭壊死症 21
17 多系統萎縮症 8 72 下垂体性ADH分泌異常症 26
18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 31 73 下垂体性TSH分泌亢進症 3
19 ライソゾーム病 3 74 下垂体性PRL分泌亢進症 27
20 副腎白質ジストロフィー 75 クッシング病 19
21 ミトコンドリア病 3 76 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 1
22 もやもや病 27 77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 47
23 プリオン病 78 下垂体前葉機能低下症 159
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）
25 進行性多巣性白質脳症 80 甲状腺ホルモン不応症
26 HTLV-1関連脊髄症 81 先天性副腎皮質酵素欠損症 2
27 特発性基底核石灰化症 82 先天性副腎低形成症
28 全身性アミロイドーシス 6 83 アジソン病
29 ウルリッヒ病 84 サルコイドーシス 128
30 遠位型ミオパチー 85 特発性間質性肺炎 57
31 ベスレムミオパチー 3 86 肺動脈性肺高血圧症 15
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 2
34 神経線維腫症 20 89 リンパ脈管筋腫症 2
35 天疱瘡 14 90 網膜色素変性症 15
36 表皮水疱症 91 バッド・キアリ症候群 4
37 膿疱性乾癬（汎発型） 7 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 93 原発性胆汁性肝硬変 48
39 中毒性表皮壊死症 1 94 原発性硬化性胆管炎 1
40 高安動脈炎 15 95 自己免疫性肝炎 21
41 巨細胞性動脈炎 2 96 クローン病 58
42 結節性多発動脈炎 7 97 潰瘍性大腸炎 180
43 顕微鏡的多発血管炎 15 98 好酸球性消化管疾患 3
44 多発血管炎性肉芽腫症 9 99 慢性特発性偽性腸閉塞症 1
45 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 14 100 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症
46 悪性関節リウマチ 21 101 腸管神経節細胞僅少症
47 バージャー病 21 102 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 1 103 CFC症候群
49 全身性エリテマトーデス 112 104 コステロ症候群
50 皮膚筋炎／多発性筋炎 83 105 チャージ症候群
51 全身性強皮症 129 106 クリオピリン関連周期熱症候群
52 混合性結合組織病 24 107 全身型若年性特発性関節炎 1
53 シェーグレン症候群 25 108 TNF受容体関連周期性症候群
54 成人スチル病 5 109 非典型溶血性尿毒症症候群
55 再発性多発軟骨炎 4 110 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 161 家族性良性慢性天疱瘡 2
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。） 11
113 筋ジストロフィー 4 163 特発性後天性全身性無汗症
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 3 167 マルファン症候群 5
118 脊髄髄膜瘤 168 エーラス・ダンロス症候群 11
119 アイザックス症候群 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 1
122 脳表ヘモジデリン沈着症 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
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 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 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
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 2 208 修正大血管転位症
159 色素性乾皮症 209 完全大血管転位症
160 先天性魚鱗癬 210 単心室症 1



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 1 260 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 2
215 ファロー四徴症 263 脳腱黄色腫症
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
218 アルポート症候群 2 266 家族性地中海熱
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 1 269
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 43 270 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 1 271 強直性脊椎炎 4
224 紫斑病性腎炎 2 272 進行性骨化性線維異形成症
225 先天性腎性尿崩症 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） 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 2

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
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
242 高チロシン血症2型 290 非特異性多発性小腸潰瘍症
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 1
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 7
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 1

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 20



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）

           施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

　・
歯科点数表の初診料の注１に規定する
施設基準

　・ ハイリスク妊娠管理加算

　・ 歯科外来診療環境体制加算 　・ ハイリスク分娩管理加算

　・ 特定機能病院入院基本料 　・ 後発医薬品使用体制加算

　・ 超急性期脳卒中加算 　・ 病棟薬剤業務実施加算

　・ 診療録管理体制加算 　・ データ提出加算

　・ 医師事務作業補助体制加算 　・ 入退院支援加算

　・ 急性期看護補助体制加算 　・ 認知症ケア加算

　・ 看護職員夜間配置加算 　・ 精神疾患診療体制加算

　・ 無菌治療室管理加算 　・ 精神科急性期医師配置加算

　・ 緩和ケア診療加算 　・ 救命救急入院料1

　・ 精神科身体合併症管理加算 　・ 救命救急入院料4

　・ 精神科リエゾンチーム加算 　・ 特定集中治療室管理料

　・ 栄養サポートチーム加算 　・ ハイケアユニット入院医療管理料

　・ 医療安全対策加算 　・ 新生児特定集中治療室管理料

　・ 感染防止対策加算 　・ 新生児治療回復室入院医療管理料

　・ 抗菌薬適正使用支援加算 　・ 小児入院医療管理料

　・ 患者サポート体制充実加算 短期滞在手術等基本料１

　・ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算

高度の医療の提供の実績

（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）

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

　・ 糖尿病合併症管理料 　・ ｴﾀﾉｰﾙの局所注入（副甲状腺に対するもの）

　・ がん性疼痛緩和指導管理料 　・ 人工腎臓

　・ がん患者指導管理料 　・ 口腔粘膜処置

　・ 外来緩和ケア管理料 　・
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。）

　・ 糖尿病透析予防指導管理料 　・ 皮膚移植術（死体）

　・ 院内トリアージ実施料 　・
組織拡張器による再建手術（一連につき）（乳房（再建手術）
の場合に限る。）

　・ 外来放射線照射診療料 　・
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、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交
換術

　・ ニコチン依存症管理料 　・ 緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術）

　・ 療養・就労両立支援指導料 　・
内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ
甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉）、内視鏡下副甲状腺（上皮
小体）腺腫過形成手術

　・ がん治療連携計画策定料 　・ 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術

　・ 排尿自立指導料 　・
乳腺悪性腫瘍手術（乳がんセンチネルリンパ節加算１又は
乳がんセンチネルリンパ節加算２を算定する場合に限る。）

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

　・ 肝炎インターフェロン治療計画料 　・
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）、

　・ 薬剤管理指導料 　・ 経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの）

　・
検査・画像情報提供加算及び電子的診
療情報評価料

　・ 胸腔鏡下弁形成術及び胸腔鏡下弁置換術

　・ 医療機器安全管理料１ 　・ 経カテーテル大動脈弁置換術

　・ 医療機器安全管理料２ 　・ 経皮的僧帽弁クリップ術

　・ 医療機器安全管理料（歯科） 　・ 磁気ナビゲーション加算

　・ 総合医療管理加算（歯科疾患管理料） 　・ 経皮的中隔心筋焼灼術

　・ 歯科治療時医療管理料 　・ ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

　・ 持続血糖測定器加算 　・
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

高度の医療の提供の実績

（様式第2）



　・ 遺伝学的検査 　・
植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び経静
脈電極抜去術

　・
ＨＰＶ核酸検出及びＨＰＶ核酸検出（簡
易ジェノタイプ判定）

　・
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

　・ 検体検査管理加算（Ⅰ） 　・ 大動脈バルーンパンピング法（ＩＡＢＰ法）

　・ 検体検査管理加算（Ⅳ） 　・ 経皮的循環補助法（ポンプカテーテルを用いたもの）

　・ 国際標準検査管理加算 　・ 補助人工心臓

　・ 遺伝カウンセリング加算 　・ バルーン閉塞下経静脈的塞栓術

　・
心臓カテーテル法による諸検査の血管
内視鏡検査加算

　・
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。）

　・
時間内歩行試験及びシャトルウォーキン
グテスト

　・ 腹腔鏡下肝切除術

　・ ヘッドアップティルト試験 　・ 生体部分肝移植術

　・ 皮下連続式グルコース測定 　・
腹腔鏡下膵腫瘍摘出術及び腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除
術

　・ 長期継続頭蓋内脳波検査 　・ 腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術

　・ 神経学的検査 　・ 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術

　・ 補聴器適合検査 　・ 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術

　・ ロービジョン検査判断料 　・ 人工尿道括約筋植込・置換術

　・ コンタクトレンズ検査料 　・ 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術

　・ 小児食物アレルギー負荷検査 　・
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）

　・ 内服・点滴誘発試験 　・ 腹腔鏡下仙骨膣固定術

　・ センチネルリンパ節生検（片側） 　・ 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに限る。）

　・ 画像診断管理加算１ 　・ 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮頸がんに限る。）

　・ 画像診断管理加算２ 　・
胃瘻造設術（内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術
を含む。）

　・ 画像診断管理加算３ 　・ 輸血管理料Ⅰ

　・ 遠隔画像診断 　・ 輸血適正使用加算

　・ ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 　・ 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算

　・ 冠動脈ＣＴ撮影加算 　・ 胃瘻造設時嚥下機能評価加算

　・ 外傷全身ＣＴ加算 　・ 歯周組織再生誘導手術

　・ 心臓ＭＲＩ撮影加算 　・ レーザー機器加算の施設基準

　・ 乳房ＭＲＩ撮影加算 　・ 麻酔管理料(Ⅰ)

　・ 小児鎮静下ＭＲＩ撮影加算 　・ 麻酔管理料（Ⅱ）



　・ 頭部ＭＲＩ撮影加算 　・ 放射線治療専任加算

　・ 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 　・ 外来放射線治療加算

　・ 外来化学療法加算１ 　・ 高エネルギー放射線治療

　・ 無菌製剤処理料 　・ １回線量増加加算

　・ 心大血管疾患リハビリテーション料（Ｉ） 　・ 強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ)

　・ 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） 　・ 画像誘導放射線治療加算  （ＩＧＲＴ）

　・ 運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 　・ 体外照射呼吸性移動対策加算

　・ 呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） 　・ 定位放射線治療

　・ がん患者リハビリテーション料 　・ 定位放射線治療呼吸性移動対策加算

　・ 集団コミュニケーション療法料 　・ 画像誘導密封小線源治療加算

　・ 救急患者精神科継続支援料 　・ 病理診断管理加算

　・
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。）

　・ 悪性腫瘍病理組織標本加算

　・ 医療保護入院等診療料 　・ クラウン・ブリッジ維持管理料

　・
ｴﾀﾉｰﾙの局所注入（甲状腺に対するも
の）

　・



7　診療報酬の算定方法に先進医療から採り入れられた医療技術

8　病理・臨床検査部門の概要

１．臨床検査部門と病理診断部門は別々である。

２．臨床検査部門と病理診断部門は同一部門にまとめられている。

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

臨床部門が病理診断部門或いは臨床検査部門と開催
した症例検討会の開催頻度

生検CPC　150回/年、剖検CPC　52回/年、
キャンサーボード　12回/年

剖　検　の　状　況

　・

　・

剖検症例数　　　　　　　29　例　　　／　　剖検率     5.2　%

　・

　・ 　・

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

臨床検査及び病理診断を実施する部門の状況

　・

　・

　・

　・

　・

　・ 　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

高度の医療の提供の実績

施　設　基　準　等　の　種　類 施　設　基　準　等　の　種　類

　・ 　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

（様式第2）













2　論文発表等の実績

(1)高度の医療技術の開発及び評価を行うことの評価対象となる論文

番
号

論文種別

1 Mishina Masahiro 2017年 8月 第71巻 P1 -9 Original Article

2 Iwakiri K 2017年 6月 第10巻 P439 -451 Original Article

3 Matano F 2017年 6月 第13巻 P361 -366 Original Article

4 Murai Y 2017年 6月 第13巻 P324 -328 Original Article

5 Morimoto D 2017年 5月 第42巻 P783 -788 Original Article

6 Matano F 2017年 4月 第40巻 P351 -355 Original Article

7 Hoshino S 2017年 4月 第14巻 P146 -152 Original Article

8 Sekine T 2017年 4月 第42巻 P232 -239 Original Article

9 Okajima F 2017年 5月 第8巻 P341 -345 Original Article

10 Hashimoto S 2017年 9月 第61巻 P140 -145 Original Article

11 Kanazawa Y 2017年 11月 第37巻 P6401 -6405 Original Article

12 Kanazawa Y 2017年 5月 第37巻 P2715 -2720 Original Article

13 Sugihara F 2017年 6月 第27巻 P2474 -2481 Original Article

Journal of
Diabetes

Investigation

J Clin. Biochem.
Nutr.

ANTICANCER
RESEARCH

ANTICANCER
RESEARCH

Eur Radiol

Synapse

Ther Adv
Gastroenterol

Oper Neurosurg
(Hagerstown)

Oper Neurosurg
(Hagerstown)

Spine (Phila Pa
1976)

Neurosurg Rev

Esophagus

Clin Imaging

Adenosine A1 receptors measured with
11C-MPDX PET in early Parkinson's

disease

A randomized, double-blind study to
evaluate the acid-inhibitory effect of

vonoprazan (20mg and 40mg) in patients
with proton-pump inhibitor-resistant

erosive esophagitis

Quantitative Comparison of the
Intraoperative Utility of Indocyanine Green

and Fluorescein Videoangiographies in
Cerebrovascular Surgery

Reuse of a Reversed "Bone Pad" to
Perforate Incompletely Penetrated Burr
Holes Created by Automatic-Releasing

Cranial Perforators

Long-term Outcome of Surgical Treatment
for Superior Cluneal Nerve Entrapment

Neuropathy

Effects of acotiamide on esophageal motility
in healthy subjects: a randomized, double-
blind, placebo-controlled crossover study

消化器・肝臓内科

PET+ MR versus PET/CT in the initial
staging of head and neck cancer, using a

trimodality PET/CT+ MR system

Preventive effect of ipragliflozin on
nocturnal hypoglycemia in patients with
type 2 diabetes treated with basal-bolus
insulin therapy: An open-label, single-

center, parallel, randomized control study

Epigastric pain syndrome accompanying
pancreatic enzyme abnormalities was

overlapped with early chronic pancreatitis
using endosonography

In Vitro Chemosensitivity Test for Gastric
Cancer Specimens Predicts Effectiveness

of Oxaliplatin and 5-Fluorouracil

Initial Experience with Nab-Paclitaxel for
Patients with Advanced Gastric Cancer:

Safety and Efficacy

Haemodynamic changes in hepatocellular
carcinoma and liver parenchyma under
balloon occlusion of the hepatic artery

高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類

発表者氏名
筆頭著者の

特定機能病院にお
ける所属

題名

神経・脳血管内科

雑誌名・
出版年月等

脳神経外科

脳神経外科

脳神経外科

Retrograde suction decompression of a
large internal carotid aneurysm using a
balloon guide catheter combined with a
blood-returning circuit and STA-MCA

bypass: a technical note

消化器外科

消化器外科

脳神経外科

消化器・肝臓内科

放射線科，放射線治
療科

糖尿病・内分泌代謝
内科

消化器・肝臓内科

消化器外科

（様式第3）



番
号

論文種別発表者氏名
筆頭著者の

特定機能病院にお
ける所属

題名
雑誌名・

出版年月等

14 Yamada T 2017年 4月 第123巻 P1442 -1452 Original Article

15 Matsutani T 2017年 10月 第27巻 P384 -390 Original Article

16 Yamada T 2017年 7月 第47巻 P865 -871 Original Article

17 Kanamaru T 2017年 1月 第372巻 P417 -420 Original Article

18 Okabe T 2017年 10月 第36巻 P1283 -1287 Original Article

19 Oyama M 2017年 7月 第47巻 P551 -559 Original Article

20 Tani H 2017年 9月 第7巻 P151 -163 Original Article

21 Kuwahara H 2017年 8月 第31巻 P1 -6 Original Article

22 Matsumoto NM 2017年 12月 第14巻 P1088 -1093 Original Article

23 Miura Y 2018年 1月 第56巻 P72 -79 Original Article

24 Atsumi K 2017年 11月 第1巻 P655 -661 Original Article

25 Kamio K 2017年 6月 第44巻 P61 -69 Original Article

26 Tateno Amane 2017年 9月 第5巻 P51 -56 Original Article

27 Ikeda Yumiko 2017年 4月 第234巻 P2077 -2089 Original Article

28 Matsumoto Noriko 2017年 1月 第139巻 79e 84e Original Article

Psychopharmac
ology (Berl)

Plast Reconstr
Surg

J Plast Surg and
Hand Surg

Int Wound J

Respir Investig

Intern Med.

Pulm Pharmacol
Ther.

Alzheimer’s and
Dementia:
Diagnosis,

Assessment &
Disease

Monitoring

Surg Laparosc
Endosc

Percutan Tech

Surg Today

J Neurol Sci.

Clinical Nutrition

Jpn J Clin Oncol

Open Journal of
Radiology

CAncer

The effect of ApoE phenotype on the
association of plasma amyloid beta and

amyloid PET imaging in Japan.

 Modafinil enhances alerting-related brain
activity in the attention networks.

Experimental Rat Skin Flap Model That
Distinguishes between Venous Congestion

and Arterial Ischemia: The Reverse U-
Shaped Bipedicled Superficial Inferior

Epigastric Artery and Venous System Flap

Calcified and Non-Calcified Ductal
Carcinoma in Situ: Contrast-Enhanced MRI

Features and Pathological Correlation

Diaphragm reconstruction combined with
thoraco-abdominal wall reconstruction after

tumor resection.

Histological analysis of hyalinised keloidal
collagen formation in earlobe keloids over
time: collagen hyalinisation starts in the

perivascular area.

Reduced incidence of lung cancer in
patients with idiopathic pulmonary fibrosis

treated with pirfenidone.

Prognostic Factors in the Acute
Exacerbation of Idiopathic Pulmonary

Fibrosis: A Retrospective Single-center
Study.

XPLN is modulated by HDAC inhibitors and
negatively regulates SPARC expression by

targeting mTORC2 in human lung
fibroblasts.

A prospective, multicenter cohort study to
validate a simple performance status-based
survival prediction system for oncologists

Salvage Endoscopic Argon Plasma
Coagulation After Chemoradiotherapy for

Inoperable Esophageal Cancer

The effect of Daikenchuto on postoperative
intestinal motility in patients with right-side

colon cancer

Albuminuria predicts early neurological
deterioration in patients with acute

ischemic stroke.

What is the manner of gastric emptying
after ingestion of liquids with differences in
the volume under uniform glucose-based

energy content?

Efficacy and Safety of Sequential Use of
Everolimus in Japanese Patients with
Advanced Renal Cell Carcinoma after
Failure of First-line Treatment with
Vascular Endothelial Growth Factor

Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor: A

呼吸器内科、化学療
法科

精神神経科

精神神経科

病理診断科・病理部

泌尿器科

放射線科，放射線治
療科

形成外科・再建外
科・美容外科

形成外科・再建外
科・美容外科

呼吸器内科、化学療
法科

呼吸器内科、化学療
法科

消化器外科

消化器外科

消化器外科

腎臓内科

麻酔科・ペインクリ
ニック



番
号

論文種別発表者氏名
筆頭著者の

特定機能病院にお
ける所属

題名
雑誌名・

出版年月等

29 Ohashi Ryuji 2017年 11月 第27巻 P1024 -1030 Original Article

30 Ohashi Ryuji 2017年 5月 第45巻 P391 -398 Original Article

31 Ohashi Ryuji 2017年 9月 第67巻 P11 -17 Original Article

32 Matsumoto Noriko 2017年 12月 第14巻 P1088 -1093 Original Article

33 Ohashi Ryuji 2017年 9月 第213巻 P1160 -1165 Original Article

34 Ohashi Ryuji 2017年 12月 第31巻 P30 -35 Original Article

35 Hoteya S 2017年 第95巻 P36 -42 Original Article

36 Kikuchi D 2017年 4月 第95巻 P237 -241 Original Article

37 Ishii N 2017年 5月 第5巻 E354 E362 Original Article

38 Fujimoto A 2017年 8月 第67巻 P398 -403 Original Article

39 Iizuka T 2017年 8月 第5巻 E736 E741 Original Article

40 Iizuka T 2017年 11月 第30巻 P1 -8 Original Article

41 Kikuchi D 2017年 11月 第30巻 P1 -5 Original Article

42 Toba T 2018年 1月 第53巻 P64 -70 Original Article

43 Nakae Ryuta 2017年 9月 第8巻 P214 Original Article

Endosc Int Open

Dis Esophagus

Dis Esophagus

J Gastroenterol

Surgical
Neurology

International

Pathol Res
Pract

Ann Diagn
Pathol

Digestion.

Digestion

Endosc Int Open

Pathol Int

Mod Rheumatol

Diagn
Cytopathol

Hum Pathol

Int Wound J

Differences between gastric signet-ring cell
carcinoma and poorly differentiated
adenocarcinoma: A comparison of

histopathologic features determined by
mucin core protein and trefoil factor family

peptide immunohistochemistry.

Efficacy and safety of endoscopic
submucosal dissection for superficial cancer

of the cervical esophagus.

Polyglycolic acid sheet and fibrin glue for
preventing esophageal stricture after
endoscopic submucosal dissection: a

historical control study.

Vascular density of superficial esophageal
squamous cell carcinoma determined by
direct observation of resected specimen

using narrow band imaging with magnifying
endoscopy.

Clinicopathological features of superficial
non-ampurally duodenal epithelial tumor;

gastric phenotype of histology correlates to
higher malignant potency.

Age-related Differences in Fibrinolytic
Parameters in Patients with Acute

Traumatic Brain Injury

Histological analysis of hyalinised keloidal
collagen formation in earlobe keloids over
time: collagen hyalinisation starts in the

perivascular area

Prognostic value of IMP3 expression as a
determinant of chemosensitivity in triple-

negative breast cancer

IMP3 contributes to poor prognosis of
patients with metaplastic breast carcinoma:

A clinicopathological study

Endoscopic Submucosal Dissection and
Endoscopic Mucosal Resection for Non-
Ampullary Superficial Duodenal Tumor.

Feasibility Study of the Three-Dimensional
Flexible Endoscope in Endoscopic

Submucosal Dissection: An ex vivo Animal
Study.

Management of early gastric cancer with
positive horizontal or indeterminable
margins after endoscopic submucosal

dissection: multicenter survey.

Characterization of a murine model with
arteritis induced by Nod1 ligand, FK565: A
comparative study with a CAWS-induced

model

Fine needle aspiration cytology of the
papillary thyroid carcinoma with a solid
component: A cytological and clinical

correlation

Expression of MRP1 and ABCG2 is
associated with adverse clinical outcomes
of papillary thyroid carcinoma with a solid

component

救命救急科

消化器・肝臓内科

消化器・肝臓内科

消化器・肝臓内科

消化器・肝臓内科

消化器・肝臓内科

消化器・肝臓内科

病理診断科・病理部

病理診断科・病理部

病理診断科・病理部

病理診断科・病理部

消化器・肝臓内科

消化器・肝臓内科

病理診断科・病理部

病理診断科・病理部



番
号

論文種別発表者氏名
筆頭著者の

特定機能病院にお
ける所属

題名
雑誌名・

出版年月等

44 Ishii N 2018年 1月 第87巻 P58 -66 Original Article

45 Hayashi Hiroki 2017年 第34巻 P35 -40 Original Article

46 Ohashi R 2017年 第70巻 P775 -781 Original Article

47 Ohashi Ryuji 2017年 第45巻 P391 -398 Original Article

48 Igarashi T 2017年 第10巻 S36 S36 Original Article

49 Sugitani I 2017年 第10巻 S60 -61 Original Article

50 Ito Y 2017年 第27巻 P1142 -1148 Original Article

51 Ohashi R 2017年 第67巻 P11 -17 Original Article

52 杉谷 巌 2017年 第260巻 P761 -766 Original Article

53 長岡 竜太 2017年 6月 第13巻 P118 -119 Original Article

54 Nakajima M 2017年 9月 第6巻 P102 -111 Original Article

55 Suzuki K 2017年 8月 第15巻 P207 -211 Original Article

56 Nagai K 2017年 11月 第15巻 P101 -104 Original Article

57 Kaneko T 2017年 12月 第84巻 P274 -279 Original Article

58 Sakai Yukinao 2017年 2月 第3巻 P1 -8 Original Article

J Nippon Med
Sch.

Renal
Replacement

Therapy

Hum Pathol

医学のあゆみ

日本医科大学医
学会雑誌

Molecular
Therapy -
Methods &

Clinical
Development

J Neurol Sci

J Neurol Sci.

Sarcoidosis
Vasc Diffuse

Lung Dis.

Histopathology

Diagnostic
Cytopathology

Int J Thyroidol

Int J Thyroidol

Thyroid

Gastrointest
Endosc

About 30% of wake-up stroke patients may
be candidate for the tPA therapy using
Negative-FLAIR as a "tissue clock".

Effectiveness of Measuring Genetic
Polymorphisms in Metabolizing Enzymes of

Tacrolimus within One Medical Facility.

Efficacy of Saxagliptin versus Mitiglinid in
patients with type 2 diabetes and end-stage

renal disease

Sorafenib in Japanese Patients With Locally
Advanced or Metastatic Medullary Thyroid

Carcinoma and Anaplastic Thyroid
Carcinoma

Expression of MRP1 and ABCG2 is
associated with adverse clinical outcomes
of papillary thyroid carcinoma with a solid

component

甲状腺癌のオーバービューと問題点―藤本
イズムの継承と世界の潮流

幼少期より特徴的身体所見を認めていた
MEN2Bの1例

Mesenchymal Stem Cells Overexpressing
Interleukin-10 Promote Neuroprotection in

Experimental Acute Ischemic Stroke

Low risk of ICH after reperfusion therapy in
acute stroke patients treated with direct

oral anti-coagulant.

Effectiveness of endoscopic treatments for
colonic diverticular bleeding.

Body Mass Index and Arterial Blood
Oxygenation as Prognostic Factors in

Patients with Idiopathic Pleuroparenchymal
fibroelastosis

Clinicopathological significance of a solid
component in papillary thyroid carcinoma

Fine needle aspiration cytology of the
papillary thyroid carcinoma with a solid
component: a cytological and clinical

correlation

Surgical outocome and future direction of
endoscopic thyroid surgery in Japan

Anaplastic Thyroid Carcinoma Research
Consortium of Japan: Challenge to Upgrade

Evidence in Management of an Orphan
Disease through the Multi-institutional

神経・脳血管内科

神経・脳血管内科

腎臓内科

腎臓内科

内分泌外科

内分泌外科

内分泌外科

内分泌外科

内分泌外科

神経・脳血管内科

消化器・肝臓内科

呼吸器内科、化学療
法科

内分泌外科

内分泌外科

内分泌外科
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59 Ikeda M 2017年 8月 第2巻 P1 -11 Original Article

60 Watanabe Yoko 2017年 3月 第22巻 P199 -204 Original Article

61 Nomura T 2018年 第32巻 P96 -104 Original Article

62 Arima Ｔ 2017年 12月 第19巻 P1 -11 Original Article

63 Sakamoto Y 2017年 5月 第38巻 P783 -787 Original Article

64 Sakamoto Y 2017年 10月 第44巻 P203 -209 Original Article

65 Sakamoto Y 2017年 11月 第24巻 P1399 -1406 Original Article

66 Sakamoto Y 2017年 12月 第38巻 P2165 -2169 Original Article

67 Aoki T 2017年 第26巻 P2055 -2064 Original Article

68 Ymaguchi Fumio 2017年 第102巻 P671 -672 Original Article

69 Yamaguchi Fumio 2017年 第24巻 P1 -7 Original Article

70 Tahara Shigenori 2017年 第64巻 P735 -747 Original Article

71 Oyama K 2017年 第57巻 P534 -541 Original Article

72 Kiriyama T 2018年 1月 第32巻 P22 -23 Original Article

73 Mizuno N 2017年 8月 第103巻 P1271 -1275 Original Article

World Neurosurg

J Neurosurg

Endocr J

Neurol Med Chir

Annals of
Nuclear
Medicine

Orthopaedics &
Traumatology:

Surgery &
Research

Neurological
Sciences

Cerebrovascular
Diseases

European
Journal of
Neurology

Neurological
Sciences

J Stroke
Cerebrovasc

Dis.x

Clin Exp
Nephrol.

NEPHROLOGY

Surgical
Endoscopy

Sci Rep

Three-dimensional assessment of the
normal japanese glenoid and comparison

with the normal French glenoid

Chronic demyelinating neuropathy with
anti-myelin-associated glycoprotein

antibody without any detectable M-protein.

Macrophage imaging of cerebral aneurysms
with ferumoxytol: an exploratory in an

animal model and in patients.

Therapy Decisions for Patients with High-
Grade Glioma and Their Families.

An intraoperative motor tract positioning
method in brain tumor surgery: technical

note

Efficacy and safety of long-acting
pasireotide in Japanese patients with

acromegaly or pituitary gigantism: results
from a multicenter, open-label, randomized,

phase 2 study

Peroxisome proliferator-activated receptor
alpha agonist suppresses neovascularization

by reducing both vascular endothelial
growth factor and angiopoietin-2 in corneal

alkali burn

Prevalence and clinical characteristics of
corticobasal syndrome with an initial
symptom outside of the upper limb.

The Prevalence of and Factors Related to
Vascular Hyperintensity on T1-Weighted

Imaging in Acute Ischemic Stroke.

The relationship between stroke severity
and prior direct oral anticoagulant therapy

in patients with acute ischaemic stroke and
non-valvular atrial fibrillation

Surgical Anatomy for the Endoscopic
Endonasal Approach to the Ventrolateral

Skull Base

Feasibility of combined risk stratification
with coronary CT angiography and stress

myocardial SPECT in patients with chronic
coronary artery disease

Interventional nephrology: current status
and clinical impact in Japan.

High urinary albumin/creatinine ratio at
admission predicts poor functional outcome

in patients with acute ischaemic stroke

Characteristics predicting laparoscopic skill
in medical students: nine years’experience

in a single center

循環器内科

整形外科・リウマチ
外科

脳神経外科

脳神経外科

脳神経外科

脳神経外科

脳神経外科

消化器外科

眼科

神経・脳血管内科

神経・脳血管内科

神経・脳血管内科

神経・脳血管内科

腎臓内科

腎臓内科
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74 Nanno M 2017年 9月 第57巻 P472 -480 Original Article

75 Tomori Y 2017年 4月 第117巻 P35 -41 Original Article

76 Sekine T 2018年 第286巻 P249 -259 Original Article

77 Sekine T 2017年 第39巻 P1550 -1558 Original Article

78 Sekine T 2018年 第17巻 P13 -20 Original Article

79 Sekine T 2017年 第42巻 P232 -239 Original Article

80 Sekine T 2017年 第42巻 P88 -95 Original Article

81 Kitamura M 2017年 5月 第120巻 P124 -130 Original Article

82 Amano Y 2017年 9月 第41巻 P768 -711 Original Article

83 Ueki N 2017年 8月 第96巻 P21 -28 Original Article

84 Murakami R 2017年 9月 第7巻 P112 -123 Original Article

85 Araki T 2017年 第57巻 P82 -93 Original Article

86 Igarashi Y 2018年 第109巻 e203 e209 Original Article

87 Nakamoto K 2018年 第12巻 P359 -367 Original Article

88 Oshima Y 2017年 第84巻 P301 -303 Original Article

Open Journal of
Medical Imaging

Neurol Med Chir
(Tokyo)

World Neurosurg

Clin Ophthalmol

J Nippon Med
Sch

Magn Reson
Med Sci

Clin Imaging

Clin Nucl Med

Am J Cardiol

J Comput Assist
Tomogr

Digesetion

Neurol Med Chir
(Tokyo)

Neurosci Res

Radiology

Head Neck

The 24-hour intraocular pressure control by
tafluprost/timolol fixed combination after
switching from the concomitant use of

tafluprost and timolol gel-forming solution,
in patients with primary open-angle

glaucoma.

Midterm result of arthroscopic bicruciate
ligament sutures for multiligament knee

injury in an adolescent patient

Usefulness of Non-Anteroseptal Region
Left Ventricular Hypertrophy Using Cardiac

Magnetic Resonance to Predict Repeat
Alcohol Septal Ablation for Refractory

Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy

Relationship of Nonseptal Late Gadolinium
Enhancement to Ventricular

Tachyarrhythmia in Hypertrophic
Cardiomyopathy

Effect of Antithrombotic Therapy and Long
Endoscopic Submucosal Dissection

Procedure Time on Early and Delayed
Postoperative Bleeding.

Prognostic Value of SUVmax of 18F-FDG
PET/CT in Early Stage Breast Cancer with

No LN Metastasis

Pediatric Traumatic Brain Injury:
Characteristic Features, Diagnosis, and

Management.

Cerebral Aneurysm Associated with an
Arachnoid Cyst: 3 Case Reports and a
Systematic Review of the Literature.

Kisspeptin expression is decreased in the
arcuate nucleus of hypothyroid female rats

with irregular estrus cycles.

Reduction of (18)F-FDG Dose in Clinical
PET/MR Imaging by Using Silicon

Photomultiplier Detectors

Local resectability assessment of head and
neck cancer: Positron emission

tomography/MRI versus positron emission
tomography/CT

4D Flow MR Imaging of Ophthalmic Artery
Flow in Patients with Internal Carotid Artery

Stenosis

PET+MR versus PET/CT in the initial
staging of head and neck cancer, using a

trimodality PET/CT+MR system

PET/MR Outperforms PET/CT in
Suspected Occult Tumors

Electrophysiological Assessment for
Splinting in the Treatment of Carpal Tunnel

Syndrome.

整形外科・リウマチ
外科

循環器内科

消化器・肝臓内科

放射線科，放射線治
療科

脳神経外科

脳神経外科

眼科

放射線科，放射線治
療科

放射線科，放射線治
療科

放射線科，放射線治
療科

放射線科，放射線治
療科

放射線科，放射線治
療科

循環器内科

整形外科・リウマチ
外科

整形外科・リウマチ
外科
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89 Oshima Y 2017年 第75巻 P180 -185 Original Article

90 Oshima Y 2018年 1月 第25巻 P195 -202 Original Article

91 Nanno M 2017年 第25巻 P1 -6 Original Article

92 Nanno M 2017年 第57巻 P472 -480 Original Article

93 Nanno M 2017年 第25巻 P1 -6 Original Article

94 Nanno M 2017年 第25巻 P1 -5 Original Article

95 Inokuchi K 2018年 1月 第65巻 P74 -79 Original Article

96 Asayama T 2017年 10月 第8巻 P88904 -88917 Original Article

97 Yui S 2017年 10月 第96巻 P1641 -1652 Original Article

98 Tamai H 2017年 8月 第77巻 P4426 -4433 Original Article

99 Omori I 2017年 8月 第52巻 P56 -64 Original Article

100 Nishina dai 2018年 2月 第53巻 P392 -399 Original Article

101 Miki I 2017年 9月 第23巻 P6437 -6447 Original Article

102 Shirakabe A 2017年 10月 第7巻 P301 -315 Original Article

103 Okazaki H 2017年 4月 第32巻 P436 -445 Original Article

CardioRenal
Medicine

Heart and
Vessels

Oncotarget

annals of
hematology.

Cancer Res.

Exp Hematol.

European
Journal of

cardio-Thoracic
Surgery

World Journal of
Gastroenterolgy

Knee

Journal of
Orthopaedic

Surgery (Hong
Kong)

Neurologia
medico-

Chirurgica
(Tokyo)

Journal of
Orthopaedic

Surgery (Hong
Kong)

Journal of
Orthopaedic

Surgery (Hong
Kong)

Leuk Res

Bull Hosp Jt Dis

D816V mutation in the KIT gene activation
loop has greater cell-proliferative and anti-

apoptotic ability than N822K mutation in
core-binding factor acute myeloid leukemia.

Efficasy of esmolol cardioplegia during
hypothermic ischemia

Evaluation of the relationship between
hepatocellular carcinoma location and

transarterial chemoembolization efficacy

Clinical Usefulness of Urinary Liver-Fatty
Acid-Binding Protein (LFABP) Excretion for

Predicting the Acute Kidney Injury and
Short-term Prognosis in Acute Heart

Failure Patients with non-Chronic Kidney
Disease

Are Atherosclerotic Risk Factors
Associated with a Poor Prognosis in

Patients with Hyperuricemic Acute Heart
Failure? - The Evaluation of the Causal
Dependence of Acute Heart Failure and

Hyperuricemia

Three-dimensional dynamic motion analysis
of the first carpometacarpal ligaments.

Color Doppler ultrasound assessment for
identifying perforator arteries of the second

dorsal metacarpal flap.

Therapeutic effects of tyrosine kinase
inhibitors and subtypes of BCR-ABL1

transcripts in Japanese chronic myeloid
leukemia patients with three-way

chromosomal translocations.

Functional expression of Tim-3 on blasts
and clinical impact of its ligand galectin-9 in

myelodysplastic syndromes.

D816 mutation of the KIT gene in core
binding factor acute myeloid leukemia is

associated with poorer prognosis than other
KIT gene mutations.

Amlexanox Downregulates S100A6 to
Sensitize KMT2A/AFF1-Positive Acute

Lymphoblastic Leukemia to TNFα
Treatment.

Reestablishment of the Posterior Stability
After the Posterior Cruciate Ligament-
Released Cruciate Retaining Total Knee

Arthroplasty.

A computed-tomography-scan-based
template to place the femoral component in

accurate rotation with respect to the
surgical epicondylar axis in total knee

arthroplasty

Median nerve movement in the carpal
tunnel before and after carpal tunnel
release using transverse ultrasound

technique.

Electrophysiological assessment for
splinting in the treatment of carpal tunnel

syndrome.

心臓血管外科

放射線科，放射線治
療科

循環器内科

循環器内科

整形外科・リウマチ
外科

血液内科

血液内科

血液内科

血液内科

血液内科

整形外科・リウマチ
外科

整形外科・リウマチ
外科

整形外科・リウマチ
外科

整形外科・リウマチ
外科

整形外科・リウマチ
外科
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104 Matsushita M 2017年 5月 第32巻 P600 -608 Original Article

105 Nozaki A 2017年 9月 第70巻 P255 -262 Original Article

106 Kobayashi N 2018年 1月 第139巻 P90 -100 Original Article

107 Shirakabe A 2018年 2月 第33巻 P134 -144 Original Article

108 Saito A 2017年 第106巻 P681 -690 Original Article

109 Suda S 2018年 2月 第265巻 P370 -375 Original Article

110 Suda S 2017年 12月 第264巻 P2413 -2419 Original Article

111 Okazaki H 2017年 8月 第70巻 P199 -200 Original Article

112 Takahashi Y 2017年 10月 第24巻 P718 -726 Original Article

113 Mishina M 2017年 12月 第8巻 P1 -7 Original Article

114 Akiyama Tomomi 2018年 2月 第231巻 P83 -90 Original Article

115 Ueda T 2017年 7月 第40巻 P978 -986 Original Article

116 Takai Shinro 2017年 99-B P38 Original Article

117 Takai Shinro 2017年 99-B P37 Original Article

118 Atsukawa M 2017年 12月 第47巻 P1429 -1437 Original Article

Journal of
affective
disorders

Cardiovasc
Intervent Radiol

Bone Joint J

Bone Joint J

Hepatol Res

 Int J Hematol

J Neurol

J Neurol

J Cardiol

J Endovasc
Ther

Front Pharmacol

Heart and
Vessels

J Cardiol

Cardiology

Heart and
Vessels

Biomechanical considerations on soft-
tissue balancing in TKA.

Efficacy and safety of
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir in dialysis
patients with genotype 1b chronic hepatitis

C.

Response to letter regarding article, "The
prognostic impact of uric acid in patients
with severely decompensated acute heart

failure"

Transvenous Intravascular Ultrasound-
Guided Endovascular Treatment for Chronic

Total Occlusion of Infrainguinal Arteries

Age-Related Decrease in Male Extra-
Striatal Adenosine A1 Receptors Measured

using 11C-MPDX PET

Hypofunction of left dorsolateral prefrontal
cortex in depression during verbal fluency

task: A multi-channel near-infrared
spectroscopy study.

Endovascular treatment strategy using
catheter-directed thrombolysis,

percutaneous aspiration
thromboembolectomy, and angioplasty for

acute upper limb ischemia.

Combination view: A new roentgenographic
technique to assess the rotation of the

femoral component.

The Prognostic Impact of Gender in
Patients with Acute Heart Failure - An

evaluation of the Age of Female Patients
with Severely Decompensated Acute Heart

Failure

Features and Outcomes of Patients with
Calcified Nodules at Culprit Lesions of
Acute Coronary Syndrome: An Optical

Coherence Tomography Study

The prognostic Impact of Malnutrition in
Patients with Severely Decompensated

Acute Heart Failure, as assessed using the
Prognostic Nutritional Index (PNI) and
Controlling Nutritional Status (CONUT)

score

Retrospective analysis of prognostic factors
for Waldenstr&#1255;m macroglobulinemia: a

multicenter cooperative study in
Japan.106(5):681-690;2017.

roke-associated infection independently
predicts 3-month poor functional outcome

and mortality

Prevalence and clinical characteristics of
cortical superficial siderosis in patients with

acute stroke

Association between the body mass index
and the clinical findings in patients with

acute heart failure: evaluation of the
obesity paradox in patients with severely

decompensated acute heart failure

消化器・肝臓内科

循環器内科

神経・脳血管内科

精神神経科

心臓血管外科

整形外科・リウマチ
外科

整形外科・リウマチ
外科

循環器内科

循環器内科

血液内科

神経・脳血管内科

神経・脳血管内科

循環器内科

循環器内科

循環器内科
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119 Suda S 2018年 2月 第265巻 P370 -375 Original Article

120 Suda S 2017年 12月 第264巻 P2413 -2419 Original Article

121 Suda S 2018年 2月 第27巻 P397 -403 Original Article

122 Suda S 2017年 2月 第15巻 P258 -262 Original Article

123 Atsukawa M 2017年 9月 第49巻 P1029 -1035 Original Article

124 Okubo T 2017年 6月 第47巻 P641 -649 Original Article

125 Ota T 2017年 12月 第24巻 P162 -167 Original Article

126 Ishii T 2017年 5月 第22巻 P684 -690 Original Article

127 Ichiyama S 2017年 4月 第44巻 e56 e57 Original Article

128 市川 雅男 2017年 7月 第38巻 P72 -76 Original Article

129 可世木 華子 2017年 12月 第14巻 P46 -49 Original Article

130 渡邉 建一郎 2017年 6月 第66巻 P729 -734 Original Article

131 Hoashi T 2017年 9月 第44巻 P1078 -1079 Original Article

132 Ansai S 2017年 11月 第39巻 P829 -837 Original Article

133 Morisawa T 2017年 10月 第24巻 P1058 -1068 Original Article

Am J
Dermatopathol

J Atheroscler
Thromb

Respirology

J Dermatol

日本エンドメトリ
オーシス学会会

誌

日本女性骨盤底
医学会誌

産婦人科の実際

J Dermatol

J Neurol

J Stroke
Cerebrovasc Dis

J Neurol Sci

Dig Liver Dis

Hepatol Res

Interventional
Neuroradiology

J Neurol

当院のNTRにおける成績

内視鏡手術前の説明

Paradoxical antitumor effects of pazopanib
in an angiosarcoma patient.

Adenoma With Apocrine Differentiation: A
Unifying Concept for Syringocystadenoma

Papilliferum, Apocrine Gland Cyst, and
Tubular Papillary Adenoma

Serum Tartrate-resistant Acid
Phosphatase-5b Levels are Associated with

the Severity and Extent of Coronary
Atherosclerosis in Patients with Coronary

Artery Disease

Effectiveness and safety of community-
based treatment with sofosbuvir plus

ribavirin for elderly patients with genotype 2
chronic hepatitis C.

Association between vitamin D deficiency
and pre-existing resistance-associated

hepatitis C virus NS5A variants.

Impact of onset-to-groin puncture time
within three hours on functional outcomes

in mechanical thrombectomy for acute
large-vessel occlusion

Influence of <I>SIGLEC9</I> polymorphisms
on COPD phenotypes including

exacerbation frequency.

Successful multitarget therapy using
prednisone, mizoribine, and tacrolimus for

Henoch-Sch&ouml;nlein purpura nephritis in
children.

深部子宮内膜症の腹腔鏡治療　適応と限界
をどう見極めるか 新しい子宮内膜症術前診
断法　NMS-Eに基づいた深部病変へのアプ

ローチ　適応と限界を見極める

Stroke-associated infection independently
predicts 3-month poor functional outcome

and mortality.

Prevalence and clinical characteristics of
cortical superficial siderosis in patients with

acute stroke.

Low Free Triiodothyronine at Admission
Predicts Poststroke Infection.

Urinary albumin-to-creatinine ratio is
associated with white matter lesions
severity in first-ever stroke patients.

女性診療科・産科

皮膚科

皮膚科

循環器内科

消化器・肝臓内科

神経・脳血管内科

呼吸器内科、化学療
法科

皮膚科

女性診療科・産科

女性診療科・産科

神経・脳血管内科

神経・脳血管内科

神経・脳血管内科

神経・脳血管内科

消化器・肝臓内科
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134 Maruyama M 2017年 11月 第3巻 P1252 -1261 Original Article

135 Suda S 2017年 2月 第15巻 P258 -262 Original Article

136 Fukuda I 2017年 7月 第64巻 P719 -726 Original Article

137 Harada T 2017年 9月 第24巻 P949 -953 Original Article

138 Ono S 2018年 1月 第17巻 P77 -81 Original Article

139 Nakao K 2018年 2月 第665巻 P135 -139 Original Article

140 Ichikawa M 2018年 1月 第11巻 P15 -22 Original Article

141 Bandoh T 2017年 4月 第10巻 P345 -353 Original Article

142 Ishii Y 2017年 7月 第153巻 P1357 -1365 Original Article

143 Ueno T 2018年 1月 第45巻 e13 e14 Original Article

144 Kawase Y 2017年 第46巻 P97 -100 Original Article

145 Kawase Y 2017年 第23巻 P104 -107 Original Article

146 Shirkabe A 2018年 3月 第33巻 P264 -278 Original Article

147 Nagao T 2017年 4月 第33巻 P107 -110 Original Article

148 Tanaka Toru 2017年 8月 第242巻 P108 -116 Original Article

J Arrhythm

Respiratory
Physiology &
Neurobiology

J Thorac
Cardiovasc Surg

J Dermatol

Jpn J Thorac
Cardiovasc Surg

Ann Thorac
Cardiovasc Surg

Heart and
Vessels

Journal of
Atherosclerosis
and Thrombosis

Reproductive
Medicine and

Biology

Neuroscience
letters

Asian Journal of
Endoscopic

Surgery

Asian Journal of
Endoscopic

Surgery

Clinical
Electrophysiolog

y

J Neurol Sci

Endocrine
Journal

Cyclic mechanical stretch-induced
oxidative stress occurs via a

NOXdependentmechanism in type II alveolar
epithelial cells

A case report of femoral endoarterectomy
and decalcification using the cavitron

ultrasonic surgical aspirator

Three Year Follow-Up of a Vein Patch
Repair for a Coronary Artery Saccular
Aneurysm of the Left Main Bifurcation

Prognostic benefit of maintaining the
hemoglobin level during the acute phase in

patients with severely decompensated
acute heart failure

Effectiveness and safety of
dabigatran&nbsp;versus&nbsp;warfarin in

"real-world" Japanese patients with atrial
fibrillation: A single-center observational

study.

Laparoscopic versus abdominal
sacrocolpopexy for treatment of multi-
compartmental pelvic organ prolapse: A

systematic review.

Endoscopic surgery in Japan: The 12th
national survey(2012-2013) by the Japan

Society for Endoscopic Surgery.

Postoperative atrial fibrillation: The role of
the inflammatory response

Arteriovenous malformation manifested
after subclavian central venous

catheterization.

Analyses of the Mode of Termination During
Diagnostic Ventricular Pacing to
Differentiate the Mechanisms of
Supraventricular Tachycardias

Urinary albumin-to-creatinine ratio is
associated with white matter lesions
severity in first-ever stroke patients

Levels of glucose-regulatory hormones in
patients with non-islet cell tumor

hypoglycemia: including a review of the
litereture

Frequency of Achilles Tendon Xanthoma in
Patients with Acute Coronary Syndrome

Retrospective cohort study of the risk
factors for secondary infertility following
hysteroscopic metroplasty of the uterine

septum in women with recurrent pregnancy
loss

Expression of hypothalamic kisspeptin,
neurokinin B, and dynorphin A neurons
attenuates in female Zucker fatty rats

心臓血管外科

循環器内科

神経・脳血管内科

呼吸器内科、化学療
法科

女性診療科・産科

心臓血管外科

皮膚科

心臓血管外科

神経・脳血管内科

糖尿病・内分泌代謝
内科

糖尿病・内分泌代謝
内科

女性診療科・産科

女性診療科・産科

女性診療科・産科

循環器内科
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149 Yamaguchi F 2017年 第24巻 P1 -7 Original Article

150 Fujiki Y 2017年 11月 第17巻 P1 -6 Original Article

151 Ishii H 2017年 第248巻 P16 -26 Original Article

152  Noro Rintaro 2017年 1月 第12巻 P65 -76 Original Article

153 Ohashi R 2017年 第213巻 P1160 -1165 Original Article

154 Nakamichi Shinji 2017年 6月 第37巻 P3295 -3299 Original Article

155 Seike Masahiro 2017年 4月 第37巻 P3261 -3269 Original Article

156 Kobayashi Kenichi 2018年 2月 第38巻 P753 -762 Original Article

157 Kubota Kaoru 2017年 6月 第44巻 P475 -478 Original Article

158 Kubota Kaoru 2017年 11月 第10巻 P3662 -3670 Original Article

159 kubomura Y 2017年 第84巻 P291 -293 Original Article

160 Taira T 2018年 1月 第81巻 P565 -572 Original Article

161 Kubomura Yu 2017年 8月 第84巻 P291 -293 Original Article

162 Endo  Yoko 2018年 第85巻 P51 -51 Original Article

163 Igarashi Yutaka 2017年 10月 第35巻 P1396 -1399 Original Article

J Nippon Med
Sch

American
Journal of
Emergency
Medicine

Anticancer Res

Gan To Kagaku
Ryoho

J Clin Oncol

https://www.nc
bi.nlm.nih.gov/pu
bmed/29279560

Cancer
Chemother
Pharmacol.

J Nippon Med
Sch

General and
Comparative
Endocrinology

J Thorac Oncol

Pathol Res
Pract.

Anticancer Res.

Oncol Rep

J Neurosurg

Jornal of
Neurosurgery

A Drug Interaction between Crizotinib and
Warfarin in Non-Small-Cell Lung Cancer: A

Case Report.

Long-term results of S-1 plus cisplatin with
concurrent thoracic radiotherapy for locally

advanced non-small-cell lung cancer.

A Drug Interaction between Crizotinib and
Warfarin in Non-Small-Cell Lung Cancer: A

Case Report.

Carcinosarcoma ex pleomorphic adenoma in
the submandibular gland in a 64-year old

man: A case report

Prehospital removal improves neurological
outcomes in elderly patient with foreign

body airway obstruction.

Prognostic value of IMP3 expression as a
determinant of chemosensitivity in triple-

negative breast cancer.

RT-PCR for Detecting ALK Translocations
in Cytology Samples from Lung Cancer

Patients.

AXL and GAS6 co-expression in lung
adenocarcinoma as a prognostic classifier.

Prognostic Significance of NSCLC and
Response to EGFR-TKIs of EGFR-Mutated

NSCLC Based on PD-L1 Expression.

 Management of Brain Metastasis in
Patients with Lung Cancer

Phase III, Randomized, Placebo-Controlled,
Double-Blind Trial of Motesanib (AMG-706)

in Combination With Paclitaxel and
Carboplatin in East Asian Patients With
Advanced Nonsquamous Non-Small-Cell

Lung Cancer.

An intraoperative motor tract positioning
method in brain tumor surgery: technical

note

Serum glucose/potassium ration as a
clinical risk factor for aneurysmal

subarachnoid hemorrhage

Characterization of rodent constitutively
active estrogen receptorαvariants and

their constitutive transactivation
mechanisms

A Two-Gene Prognostic Classifier for
Early-Stage Lung Squamous Cell Carcinoma
in Multiple Large-Scale and Geographically

Diverse Cohorts

呼吸器内科、化学療
法科

呼吸器内科、化学療
法科

病理診断科・病理部

救命救急科

呼吸器内科、化学療
法科

呼吸器内科、化学療
法科

呼吸器内科、化学療
法科

呼吸器内科、化学療
法科

呼吸器内科、化学療
法科

呼吸器内科、化学療
法科

脳神経外科

脳神経外科

脳神経外科

呼吸器内科、化学療
法科

病理診断科・病理部



番
号

論文種別発表者氏名
筆頭著者の

特定機能病院にお
ける所属

題名
雑誌名・

出版年月等

164 Igarashi Yutaka 2018年 1月 第109巻 e203 e209 Original Article

165 Watanabe H 2017年 11月 Epub ahead of print P1 -13 Original Article

166 Ishii H 2017年 1月 第248巻 P16 -26 Original Article

167 Sasaki T 2017年 第18巻 P55 -63 Original Article

168 Abe K 2017年 第16巻 P505 -512 Original Article

169 Ohashi Ryuji 2017年 第213巻 P1160 -1165 Original Article

170 Ohashi Ryuji 2018年 2月 第214巻 P253 -258 Original Article

171 Ohashi Ryuji 2017年 第31巻 P30 -35 Original Article

172 Ohashi Ryuji 2017年 第28巻 P122 -130 Original Article

173 Kiriyama T 2018年 第32巻 P22 -33 Original Article

174 Fukushima Y 2016年 第2巻 P113 Original Article

175 Miki I 2017年 9月 第21巻 P6437 -6447 Original Article

176 Okubo K 2017年 10月 第72巻 P1565 -1575 Original Article

177 Okubo K 2017年 4月 第66巻 P205 -219 Original Article

178 Okubo K 2017年 6月 第139巻 P1840 -1848 Original Article

Int J Radiol Med
Imag

World J
Gastroenterol

Allergy

Allergol Int

J Allergy Clin
Immunol

Pathol Res
Pract

 Ann Diagn
Pathol.

Cytopathology

Ann Nucl Med

Connect Tissue
Res

Gen Comp
Endocrinol

Amyotrophic
Lateral Sclerosis

and
Frontotemporal
Degeneration

Lancet Neurol

Pathol Res
Pract

World
Neurosurgery

Japanese guidelines for allergic rhinitis 2017

Efficacy and safety of the SQ house dust
mite sublingual immunotherapy tablet in
Japanese adults and adolescents with

house dust mite-induced allergic rhinitis.

Feasibility of combined risk stratification
with coronary CT angiography and stress

myocardial SPECT in patients with chronic
coronary artery disease

Cardiac SPECT/CT imaging: CT attenuation
correction and SPECT/CT hybrid imaging

Evaluation of the relationship between
hepatocellular carcinoma location and

transarterial chemoembolization efficacy

A randomized controlled phase II clinical
trial comparing ONO-4053, a novel DP1
antagonist, with a leukotriene receptor
antagonist pranlukast in patients with

seasonal allergic rhinitis.

Safety and efficacy of edaravone in well
defined patients with amyotrophic lateral

sclerosis:a randomised,double-
blind,placebo-controlled trial

Prognostic value of IMP3 expression as a
determinant of chemosensitivity in triple-

negative breast cancer

Osteoclast-like giant cells in invasive
breast cancer predominantly possess M2-

macrophage phenotype.

IMP3 contributes to poor prognosis of
patients with metaplastic breast carcinoma:

A clinicopathological study.

Pleomorphic lobular carcinoma of the
breast: a comparison of cytopathological

features with other lobular carcinoma
variants.

Cerebral aneurysm associated with an
arachnoid cyst: three case reports and a

systematic review of literature.

Suitable reference gene selection for gene
expression studies in knee osteoarthritis
synovium using quantitative PCR analysis

Characterization of rodent constitutively
active estrogen receptor α variants and

their constitutive transactivation
mechanisms

Open-label 24-week extension study of
edaravone(MCI-186)in amyotrophic lateral

sclerosis

耳鼻咽喉科・頭頸部
外科

耳鼻咽喉科・頭頸部
外科

整形外科・リウマチ
外科

整形外科・リウマチ
外科

神経・脳血管内科

神経・脳血管内科

放射線科，放射線治
療科

放射線科，放射線治
療科

放射線科，放射線治
療科

耳鼻咽喉科・頭頸部
外科

乳腺科

乳腺科

乳腺科

乳腺科

救命救急科



番
号

論文種別発表者氏名
筆頭著者の

特定機能病院にお
ける所属

題名
雑誌名・

出版年月等

179 Okubo K 2017年 6月 第44巻 P294 -301 Original Article

180 Okubo K 2017年 1月 第66巻 P97 -105 Original Article

181 Sakamoto Wakako 2017年 4月 第15巻 P1989 -1996 Original Article

182 Abe Masanori 2016年 5月 第2016巻 P71 -80 Original Article

(注)

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

番
号

論文種別

1

2

3

～

(注)

J Nippon Med
Sch

Auris Nasus
Larynx

Allergol Int

Mol Med Rep.

Usefulness of Single Photon Emission
Computed Tomography/Computed

Tomography Fusion-Hybrid Imaging to
Evaluate Coronary Artery Disorders in

Patients with a History of Kawasaki Disease

Long-term safety and efficacy of bilastine
following up to 12 weeks or 52 weeks of

treatment in Japanese patients with allergic
rhinitis: Results of an open-label trial.

Efficacy and safety of bilastine in Japanese
patients with perennial allergic rhinitis: A
multicenter, randomized, double-blind,

placebo-controlled, parallel-group phase III
study.

Expression profiles and circulation dynamics
of rat mesenteric lymph microRNAs.

発表者氏
名

筆頭著者の
特定機能病院にお

ける所属
題名

耳鼻咽喉科・頭頸部
外科

　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。）

耳鼻咽喉科・頭頸部
外科

救命救急科

小児科

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

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

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

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

  「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。

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

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

雑誌名・
出版年月等



(様式第 3) 

高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有することを証する書類 

 

3 高度の医療技術の開発及び評価の実施体制 

(1)倫理審査委員会の開催状況 

① 倫理審査委員会の設置状況 ○有・無 

② 倫理審査委員会の手順書の整備状況 ○有・無 

・ 手順書の主な内容 

研究の種類、審査委員会と窓口、研究内容と審査機関、臨床研究実施の流れ、研究計画書作成ならびに申請時

の注意事項、研究計画の事前登録、学外での研究計画書の審査依頼について、相談窓口 

 

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 

委員会の構成、審議事項、利益相反マネジメントのプロセス、臨床研究に係る利益相反の審議に関する倫

理委員会との関係、利益相反マネジメントの管理の方法等 

 

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15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2回 

 ・研修の主な内容 

・臨床研究を巡る政策の動向-特定機能病院の役割- 

・臨床研究の進め方 

(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 

当院の専門研修プログラムは，2年間の必修初期臨床研修の終了後，さらに臨床医学に関する知識

と技能を向上させ，より専門的な臨床研修を行うためのものである。各診療科が，それぞれの分

野での専門研修について，専門医取得や大学院進学，さらに海外留学等につながる多彩な研修コ

ースを提示している。日本医科大学付属病院，千葉北総病院，武蔵小杉病院，多摩永山病院の四

つの付属病院のそれぞれの特色を生かした診療体制の中で，自由にローテーションが可能であり

，高度な医療，先進医療の研修を可能にしている。愛と研究心を有し，質の高い医療を求める国

民のニーズに応えうる人材の育成を目指す。 

 

（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 

 

（注）前年度の研修医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        

清水 渉 循環器内科 部長 32 年  

木村和美 神経内科 部長 31 年  

鶴岡秀一 腎臓内科 部長 28 年  

猪口孝一 血液内科 部長 36 年  

岩切勝彦 消化器・肝臓内科 部長 31 年  

杉原 仁 内分泌代謝内科 部長 34 年  

久保田馨 

清家正博 

呼吸器内科 部長 33 年 

25 年 

H29.4.1～H29.9.30 

H29.10.1～H30.3.31 

安武正弘 老年内科 部長 33 年  

大久保善朗 精神科 部長 37 年  

伊藤保彦 小児科 部長 34 年  

佐伯秀久 皮膚科 部長 26 年  

岸川洋昭 麻酔科 部長 22 年  

汲田伸一郎 放射線科 部長 31 年  

内田英二 消化器外科 部長 41 年  

杉谷 巌 内分泌外科 部長 28 年  

新田 隆 心臓血管外科 部長 36 年  

臼田実男 呼吸器外科 部長 23 年  

森田明夫 脳神経外科 部長 35 年  

高橋 浩 眼科 部長 34 年  

大久保公裕 耳鼻いんこう科 部長 33 年  

竹下俊行 産婦人科 部長 36 年  

近藤幸尋 泌尿器科 部長 32 年  

高井信朗 整形外科 部長 37 年  

小川 令 形成外科 部長 18 年  

横田裕行 救急科 部長 37 年  

桑名正隆 リウマチ科 部長 29 年  

高橋秀実 漢方内科 部長 37 年  

清水章 病理診断科 部長 32 年  

久野彰子 歯科 部長 24 年  

木村和美 リハビリテーション科 部長 31 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。 

  研 修 医 の 人 数    別添のとおり  人 



 

(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） 

 

 

② 業務の管理に関する研修の実施状況（任意） 

  

 

③ 他の医療機関に所属する医療関係職種に対する研修の実施状況 

 ・研修の主な内容 

 ・研修の期間・実施回数 

 ・研修の参加人数 

 

(注) 1 高度の医療に関する研修について、前年度実績を記載すること。 

(注) 2 「③他の医療機関に所属する医療関係職種に対する研修の実施状況」については、医療法施

行規則第六条の四第四項の規定に基づき、がん、循環器疾患等の疾患に関し、高度かつ専門的な医

療を提供する特定機能病院についてのみ記載すること。また、日本全国の医療機関に勤務する医療

従事者を対象として実施した専門的な研修を記載すること。 

 

 



 
 

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

 
計画・現状の別 １．計画    ○2 ．現状  
管理責任者氏名 院長 汲田 伸一郎 

  管理担当者氏名 各部署長 
 

 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 庶務課 電子保存管理 
病院外持出の運用は無
い 

各科診療日誌 電子カルテ内サーバー 
処方せん 電子カルテ内サーバー 
手術記録 電子カルテ内サーバー 
看護記録 電子カルテ内サーバー 
検査所見記録 電子カルテ内サーバー 
エックス線写真 電子カルテ内サーバー 
紹介状 電子カルテ内サーバー 
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 

電子カルテ内サーバー 

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 庶務課 ファイル、PCによる保存
管理 高度の医療の提供の実績 医事課 

 
高度の医療技術の開発及び評価
の実績 

庶務課 

高度の医療の研修の実績 各部署 
閲覧実績 庶務課 
紹介患者に対する医療提供の実
績 

電子カルテ内サーバー 

入院患者数、外来患者及び調剤
の数を明らかにする帳簿 

庶務課、薬剤部 

規
則
第
一
条
の
十
一
第
一
項
に

掲
げ
る
事
項 

 医療に係る安全管理のための指
針の整備状況 

医療安全管理部 
 

ファイル、PCによる保存
管理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医療に係る安全管理のための委
員会の開催状況  

医療安全管理部 
 
 

医療に係る安全管理のための職
員研修の実施状況 

医療安全管理部 
 
 

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

医療安全管理部 
 
 
 

 
  



 
 

 保 管 場 所 管 理  方  法 

病院の管

理及び運

営に関す

る諸記録 

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

院内感染対策のための指針の策
定状況 

感染制御室 
ファイル、PCによる保存

管理 
院内感染対策のための委員会の
開催状況  

感染制御室 

従業者に対する院内感染対策の
ための研修の実施状況  

感染制御室 

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  

感染制御室 

医薬品安全管理責任者の配置状
況  

薬剤部 

従業者に対する医薬品の安全使
用のための研修の実施状況  

薬剤部 

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

薬剤部 

 

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

薬剤部 

医療機器安全管理責任者の配置
状況 

ME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 

ME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 

ME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 

ME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 ファイル、PCによる保
存 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専任の院内感染対策を行う者
の配置状況 

感染制御室 

医薬品安全管理責任者の業務
実施状況 

薬剤部 

医療を受ける者に対する説明
に関する責任者の配置状況 

医療安全管理部 

診療録等の管理に関する責任
者の選任状況 

診療録管理室 

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 

臨床研究総合センタ
ー 

未承認新規医薬品等の使用条
件を定め、使用の適否等を決
定する部門の状況 

臨床研究総合センタ
ー 

監査委員会の設置状況 法人総務部、庶務課 
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 

医療安全管理部 

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

庶務課 

 

職員研修の実施状況 庶務課 
管理者、医療安全管理責任者
、医薬品安全管理責任者及び
医療機器安全管理責任者のた
めの研修の実施状況 

庶務課 

管理者が有する権限に関する
状況 

法人本部総務部 

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 

法人本部監査室 

開設者又は理事会等による病
院の業務の監督に係る体制の
整備状況 

法人秘書室 

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



(様式第 6) 

病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類 

 

○病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法 

     計画・現状の別  １．計画      ○2 ．現状  

 閲 覧 責 任 者 氏 名              院長 汲田 伸一郎 

 閲 覧 担 当 者 氏 名              庶務課 課長 樋口 憲二 

 閲覧の求めに応じる場所              閲覧室 

 閲覧の手続の概要 

閲覧についての書類を受取後、対応 

 

 

 

 

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

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

する番号に〇印を付けること。 

 

 

〇病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧の実績 

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

  歯  科  医  師    延         件 
      国    延      1   件 
  地 方 公 共 団 体    延      1   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 
 

 ・ 指針の主な内容： 

１．医療安全管理に関する基本的考え方 

 ２．医療に係る安全管理の組織に関する基本的事項 

 ３．医療安全管理のための職員研修に関する基本的事項 

 ４．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に関する基本方針 

 ５．医療事故発生時の対応に関する基本方針 

 ６．当院と患者との間の情報の共有に関する基本方針 

 ７．患者からの相談への対応に関する基本方針 

 ８．その他医療安全の推進のために必要な基本方針 

 

 
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 ） 

・ 開催状況：年12回 

・ 活動の主な内容： 

１．医療安全管理指針及び医療安全マニュアルの策定及び変更に関すること。 

２．重大な医療事故等に関する原因究明のための調査及び分析に関すること。 

３．前号の分析結果を活用した医療事故等防止方策の立案及び実施並びに従業者への周知に関 

すること。 

４．医療事故等防止方策の実施状況の調査及び見直しに関すること。 

５．死亡退院事例報告の実施状況の確認及び確認結果の院長への報告並びに従業者への研修及 

び指導に関すること。 

６．医療法（昭和23年法律第205号）第6条の11に規定する医療事故調査及び医療事故調査等支 

援団体に関すること。 

７．その他医療安全管理に関すること。 

 

 
③ 医療に係る安全管理のための職員研修の実施状況 

 
年3回 

 

 ・ 研修の内容（すべて）： 

１．平成29年度 第1回 医療安全管理研修講演会                                 

開催日：平成29日年6月26日 

演 題：医療事故当事者に対するメンタルケア・ピアサポート                                                             

 



 
 
 

 

講  師：浜松医科大学医学部医療法学 教授（弁護士） 大磯 義一郎 

２．平成29年度 第2回 医療安全管理研修講演会                                 

開催日：平成29日年10月11日 

演 題：医療事故調査制度、インフォームド・コンセント                                                             

講  師：浜松医科大学医学部医療法学 教授（弁護士） 大磯 義一郎 

３．平成29年度 個人情報保護研修講演会                                  

開催日：平成29年5月22日                                           

演 題：医療現場における個人情報保護の注意点 ～個人情報保護法の改正をふまえて～ 

    講 師：仁邦法律事務所 弁護士 桑原 博道 

 

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 ） 

   ・ その他の改善のための方策の主な内容： 

１．医療安全管理集中管理システム（セーフマスター）での管理 

２．医療安全ウエブサイト（安全オンデマンド）による情報共有 

３．医療安全管理に関する規定（指針・ガイドライン・マニュアル）の改正・周知 

４．医療安全管理の手引きの改正・配布 

５．リスクマネージャ会議（月1回）における改善方策周知 

６．院内リスクアナウンス（安全情報等）の周知確認登録（安全オンデマンド・電子カルテシ 

ステム画面を利用したポータルサイト）等 

 

 

(注）前年度の実績を記入すること。 



 
 
 

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

 
 
① 院内感染対策のための指針の策定状況 

 
    有・無 

 
  ・ 指針の主な内容： 
1）院内感染対策に関する基本的考え方 
2) 院内感染対策のための委員会その他の当該病院等の組織に関する基本的事項 
3) 院内感染対策のための従業者に対する研修に関する基本方針 
4) 感染症の発生状況の報告に関する基本方針 
5) 院内感染発生時の対応に関する基本方針 
6) 患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 
7) その他の当該病院等における院内感染対策の推進のために必要な基本方針 
 
 
② 院内感染対策のための委員会の開催状況 

 
年１２回 

 
  ・ 活動の主な内容： 
1）感染対策の強化、追加、改善に関する方針・対応策の検討、決定。 
2）サーベイランスデータのフィードバックと問題点に関する対応策の検討、決定。 
3）感染防止ガイドライン、感染防止マニュアル、指針等の策定、改訂に関する検討、承認。 
4）院内感染対策研修及び教育活動に関する実施計画の策定、検討、承認、実施後報告、評価。 
5）上記1～4に関する周知・徹底、ならびに周知・徹底方法に関する対応策の協議・決定。 
6）アウトブレイク等院内発生事象に関する報告、および対策の協議・決定(臨時会議開催等)。 
7）感染制御室業務、感染制御チーム活動、抗菌薬適正使用支援チームおよび感染管理マネージャー
活動に関する報告、助言、支援。 
 
 
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３回 

 
 ・ 研修の内容（すべて）： 
1） 新人職者（研修医、専修医を含む全職種）研修（講義、感染防止実技演習）。 
2） 院内感染対策研修講演会（全従業者を対象として） 
・H29/7/18「薬剤耐性(AMR)対策で医療と私達の生活はどう変わるか」 
・H29/10月中「（8回開催）手指衛生手技研修」 
・H30/2/14「①2017年の耐性菌、使用抗菌薬の動向と2018年の目標 ②当院の感染対策にまつわる
手順、ルールについて」 
3）中途採用者、異動者、復帰者を対象とした感染管理研修実施（随時） 
4）部門・職種別研修（講義および感染防止実技演習） 
①委託および派遣職員 ②臨床工学技士 ③集中治療部門（外科ICU/HCU、高度救命救急センター）
医師  
④薬剤部、検査技師実習生 ⑤看護部感染管理委員/感染防止リンクナース ⑥研修医（抗菌薬適正
使用） 
 
 
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）薬剤耐性菌及び感染症、感染防止対策への対応と報告 
・私立医科大学病院感染対策協議会、管轄保健所等関連機関への相談・報告、有事事象時の改善支
援依頼 
・薬剤耐性菌積極的監視培養検査の継続実施。 
・薬剤耐性菌分離時、感染管理部門と当該部署、医師、その他職種間の情報共有及び現場での感染
対策自己点検と感染管理部門ラウンドの実施 
・薬剤耐性菌分離時、感染制御チームラウンドと指導、介入 
・マニュアルの作成、改訂 
・抗菌薬適正支援ラウンド（毎週） 
・院内アンチバイオグラム作成と更新 
2）周知、業務改善 
・研修や感染対策、その他共有情報の周知・徹底に係る電子カルテポータルサイト、イントラネッ
ト、感染管理マネージャーの活用 



 
 
 

 
・感染症、薬剤耐性菌分離患者指定病室の運用 
3）感染対策の周知と情報共有 
・手指消毒薬サーベイランス、直接観察法による手指衛生遵守率測定と情報共有、フィードバック 
・感染制御チームラウンド（薬剤耐性菌対策、標準予防策、環境整備等感染防止チェックリスト）
の実施と結果のフィードバックと改善策提案、評価。 
 

 (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1回 

 
 ・ 研修の主な内容：医薬品の安全使用のための研修（最近の医薬品関連の事故、事件、薬剤部
からの医薬品安全性情報、日本医療評価機構からの、医薬品に関する安全性情報） 
 
 
 
 
 
 
 
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：業務の主な内容：年２回（3-9月）薬剤部、病棟、外
来、医局長、薬事委員に対して、その実施状況をチェックリストを用いて確認。 
 
 
 
 
 
 
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）：なし  
 
 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容：  
薬品情報室が厚生労働省HP、PMDA、メーカー各社HP、製造販売業者HP、学術誌にて情報を収集して
いる。得られた医薬品の情報のうち必要なものについて医薬品を取り扱う職員に対して以下の方法
にて周知している。 
部長会、医長会（院内会議）での周知。電子カルテの掲示板機能を利用しての周知。医薬品情報（
毎月）、薬剤部ニュース（随時）を作成し、各部署に配布することによる周知。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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 

 
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 61 回 

 
 ・ 研修の主な内容： 
１）特定機能病院における定期研修 
 平成29年4月14日 人工呼吸器 
 平成29年5月12日 補助循環装置 
平成29年10月2日 人工心肺装置      他 
 

２）新しい医療機器の導入時の研修 
平成29年5月18日 ベッドサイドモニタ（DS-8005） 
平成29年7月27日 気化器（Tec6） 
平成29年9月14日 内視鏡装置（PINPOINT） 他 
 

３）その他必要に応じた研修 
平成29年4月26日 麻酔器 
平成29年7月18、19日 人工呼吸器 
平成29年11月4日 着用型除細動器     他 

 
 
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 ） 
 ・ 機器ごとの保守点検の主な内容： 
＜除細動器＞ 
策定日：平成28年3月 実施予定日：5月、8月、11月、2月 実施日：5月、8月、11月、2月 
＜保育器＞ 
策定日：平成28年3月 実施予定日：4月、7月、10月、1月 実施日：4月、7月、10月、1月 
 
 
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 ） 
 ・ 未承認等の医療機器の具体的な使用事例（あれば）：なし 
 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容：未承認等の医療機器の使用なし 
 PMDA、JCQHC等から発信される医療安全情報、医療機器製造および販売業者より発信される 
 安全使用のための情報を収集し保管と、医療機器安全管理研修での周知と報告 
 
 

(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 
 

・責任者の資格（医師） 

・医療安全管理責任者による医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責任者及び

医療機器安全管理責任者の統括状況 

医療安全管理責任者は、医療全管理部、医療に係る安全管理のための委員会、医薬品安全管理責任 

者、医療機器安全管理責任者を統括。 

 
② 専任の院内感染対策を行う者の配置状況 

 
 ○有（1名）・無 

 

③ 医薬品安全管理責任者の業務実施状況 

・医薬品に関する情報の整理・周知に関する業務の状況 

添付文書、製造販売業者、行政・PMDA、学術誌などから情報を収集し、医薬品情報や薬剤部ニュース

を作成し、部長会、医長会、医局、病棟などに配布し、電子カルテのポータルサイトでも確認できる

ようにしている。安全性情報が出た際には、前述の各媒体で周知するとともに、該当医薬品を使用し

ている患者では、主治医へ連絡を行う。医薬品安全管理責任者はこれらの業務を薬剤部カンファレン

ス、日誌等で定期的に確認している。また、部長会等で医薬品情報に関するプレゼンテーションを行

なっている。 

・未承認等の医薬品の使用に係る必要な業務の実施状況 

未承認薬等の使用に関する情報は病棟薬剤師が収集している。未承認薬等の使用予定の情報が薬剤

部に入った場合には、担当医師に未承認新規医薬品等を用いた医療の実施に関する申請受付および

審査は、臨床研究総合センターで行なっている旨、情報提供を行なっている。また、禁忌薬や適応

外使用に関しては、担当医師に倫理委員会での審査が必要な旨、情報提供を行なっている。薬剤

名、使用目的、使用する診療科、関連するエビデンスの確認等の情報収集を行っている。 

 

・担当者の指名の有無（◯有・無） 

・担当者の所属・職種： 

（所属：薬剤部，職種 薬剤師伊勢雄也）  （所属：薬剤部，職種 薬剤師稲毛俊介） 

（所属：薬剤部，職種 薬剤師林太祐 ）  （所属：薬剤部，職種 薬剤師萩原研 ） 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

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 

・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 ） 

・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： 

１．ガイドラインの目的 

２．ICに対する姿勢 

３．原則 

４．ICを行うべきとき、ICの書式、同意書書式などの細目について 

５．ICガイドライン細則 

各診療科のカンファレンス実施時に、上級医によりインフォームド・コンセントが適切におこなわ

れているかを確認している。 

 

 

⑤ 診療録等の管理に関する責任者の選任状況 ○有・無 

・診療録等の記載内容の確認、及び指導の主な内容： 

 診療録等の適正な記載を目的として診療録等の監査を行う。 

 なお、記載内容が不十分と思われる場合は適正な指導を行う。 

 

 

⑥ 医療安全管理部門の設置状況 ○有・無 

・所属職員：専従（11）名、専任（4）名、兼任（11）名 

 うち医師：専従（1）名、専任（3）名、兼任（3）名 

 うち薬剤師：専従（2）名、専任（0）名、兼任（1）名 

 うち看護師：専従（2）名、専任（0）名、兼任（3）名 

（注）報告書を提出する年度の 10月１日現在の員数を記入すること 

・活動の主な内容： 

１．医療に係る安全管理のための指針の整備に関すること。  

２．医療に係る安全管理のための委員会の開催に関すること。 

３．医療に係る安全管理のための職員研修の実施に関すること。  

４．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策定に関すること。 

５．医療に係る安全の確保に資する診療の状況の把握に関すること。 



 
 
 

 

６．医療に係る安全管理のための事務一般に関すること。 

７．院内の環境・設備並びに職員の接遇に関する意見や苦情の対応に関すること。  

８．医療に係る安全管理に関する相談の対応に関すること。  

９．医療事故の渉外に関すること。 

※ 平成二八年改正省令附則第四条第一項及び第二項の規定の適用を受ける場合には、専任の医療

に係る安全管理を行う者が基準を満たしていることについて説明すること。 

※ 医療安全管理委員会において定める医療安全に資する診療内容及び従事者の医療安全の認識に

ついての平時からのモニタリングの具体例についても記載すること。 

⑦ 高難度新規医療技術の提供の適否等を決定する部門の状況 

・前年度の高難度新規医療技術を用いた医療の申請件数（4件）、及び許可件数（2件） 

・高難度新規医療技術の提供の適否等を決定する部門の設置の有無（ ○有・無 ） 

・高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合に、従業者が遵守すべき事項及び高難度新規医

療技術の提供の適否等を決定する部門が確認すべき事項等を定めた規程の作成の有無（ ○有・

無 ） 

・活動の主な内容： 

1. 申請書類の審査 

2. 申請、審査手続きに関する整備 

・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（3件）、及び許可件数（0件） 

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

無 ） 

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

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

有無（ ○有・無 ） 

・活動の主な内容： 

1. 申請書類の審査 

2. 申請、審査手続きに関する整備 

・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 ６３１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 ２５７件 

・上記に関する医療安全管理委員会の活動の主な内容 

医療安全管理委員会は、上記報告が適切に行われているかを確認し、その結果を院長に報告してい

る。仮に報告が不十分であれば、必要な指導などを行っている。 

⑩ 他の特定機能病院等の管理者と連携した相互立入り及び技術的助言の実施状況 

・他の特定機能病院等への立入り（ 有（ 病院名：国立がん研究センター東病院・金沢医科大学 

病院 ）） 

・他の特定機能病院等からの立入り受入れ（ 有（ 病院名：国立がん研究センター東病院・金沢 

医科大学病院  ）） 

・技術的助言の実施状況 

私立医科大学病院医療安全相互ラウンドにて、年1回以上、他の特定機能病院に職員を立ち入らせ 

医療安全管理の改善に向けた技術的助言を受けている 

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 

（設置状況等） 

１．窓口の名称：患者相談窓口 

  ２．責任者の氏名及び職種：医療安全管理部部長（医師） 

３．対応部署：医療安全管理部 患者相談室、患者支援センター 

４．相談日及び相談時間帯：平 日：午前９時より午後５時、土曜日：午前９時より午後４時 

  ５．規約の整備状況：日本医科大学付属病院患者相談窓口運営細則（平成１７年４月１日施行） 

 

⑫ 職員研修の実施状況 

・研修の実施状況 

感染症レクチャー「もっと知ろう！古くて新しい結核！」 

平成 30年 9月 19日、平成 30年 10月 17日 

 



 
 
 

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

日の員数を記入すること） 

 

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

の実施状況 

・研修の実施状況 

管理者  日本医療機能評価機構「平成 29年度特定機能病院管理者研修」 

医療安全管理責任者 医療法務セミナー「医療事故後の対応について考える」 

医薬品安全管理責任者  日本病院薬剤師会「医療情報活用のための最近の話題、医療機能評価機

構の視点から医薬品安全管理責任者に望むこと等」 

医療機器安全管理責任者 日本医療機能評価機構「平成 29年度特定機能病院管理者養成研修」 

 

 

 

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

日の員数を記入すること） 



 
 
 

 
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 

 

  平成31年4月1日までに実施予定 

 

  管理者の選任（任期） 平成30年4月1日から32年3月31日  

 

 

・ 基準に係る内部規程の公表の有無（ 有・無 ） 

・ 公表の方法 

 

 

 

 

 
 
 

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 

病院の運営方針、中期計画、予算及び決算に関する事項 

その他病院の管理運営に関する事項 

人事異動報告、医療収入報告、医薬品情報報告、各種委員会における審議内容の報告 

その他院長が必要と認める事項 

・審議の概要の従業者への周知状況 

 各部署長が出席し、審議内容を職員へ周知している。 

 

・合議体に係る内部規程の公表の有無（ 有・○無  ） 

・公表の方法 

  

 

 

・外部有識者からの意見聴取の有無（ 有・○無  ） 

 
 

合議体の委員名簿 

氏名 委員長 

（○を付す） 

職種 役職 

汲田 伸一郎 ○ 医師 院長 

近藤 幸尋  医師 副院長 

安武 正弘  医師 副院長 

高橋 浩  医師 副院長 

吉田 寛  医師 副院長 

鈴木 智恵子  看護師 副院長 

清水 渉  医師 循環器内科部長 

木村 和美  医師 神経・脳血管内科部長 

鶴岡 秀一  医師 腎臓内科部長 

桑名 正隆  医師 リウマチ・膠原病内科部長 

猪口 孝一  医師 血液内科部長 

杉原 仁  医師 糖尿病・内分泌代謝内科部長 

岩切 勝彦  医師 消化器・肝臓内科部長 

清家 正博  医師 呼吸器内科部長 

久保田 馨  医師 化学療法科部長 

大久保 善朗  医師 精神神経科部長 

伊藤 保彦  医師 小児科部長 

佐伯 秀久  医師 皮膚科部長 

岸川 洋昭  医師 麻酔科・ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ部長 

鈴木 規仁  医師 緩和ケア科部長 



 
 
 

 
前林 勝也  医師 放射線治療科部長 

武井 寛幸  医師 乳腺科部長 

杉谷 巌  医師 内分泌外科部長 

新田 隆  医師 心臓血管外科部長 

臼田 実男  医師 呼吸器外科部長 

森田 明夫  医師 脳神経外科部長 

中溝 宗永  医師 耳鼻咽喉科・頭頚部外科部長代行 

竹下 俊行  医師 女性診療科・産科部長 

髙井 信朗  医師 整形外科・リウマチ外科部長 

小川 令  医師 形成外科・美容外科・再建外科部長 

宮内 雅人  医師 救急診療科部長 

横田 裕行  医師 救命救急科部長 

高橋 秀実  医師 東洋医学科部長 

渡邉 淳  医師 遺伝診療科部長 

眞々田 裕宏  医師 がん診療科部長 

清水 章  医師 病理診断科部長 

市場 晋吾  医師 外科系集中治療科部長 

久野 彰子  歯科医師 口腔科（周術期）部長 

石井 英昭  医師 病理部部長 

酒井 行直  医師 血液浄化療法センター室長 

川井 真  医師 総合診療センター部長 

貝瀬 満  医師 内視鏡センター室長 

遠藤 康実  医師 臨床検査部部長 

宮本 正章  医師 高気圧酸素治療室室長 

田村 秀人  医師 輸血部部長 

大塚 俊昭  医師 臨床研究総合センターセンター長 

林 宏光  医師 医療情報センターセンター長 

八島 正明  医師 保険診療指導部部長 

平間 章郎  医師 腎クリニック所長 

根井 貴仁  医師 医療安全管理部感染制御室室長 

片山 志郎  薬剤師 薬剤部部長 

山本 臣生  事務職員 事務部部長 
 
 
  



 
 
 

 
規則第１５条の４第１項第１号に掲げる管理者が有する権限に関する状況 

 
 
 管理者が有する病院の管理及び運営に必要な権限  

  

 
 ・ 管理者が有する権限に係る内部規程の公表の有無（ 有・○無  ） 
 ・ 公表の方法 
 
 
 ・ 規程の主な内容 
 
  管理者は、病院の業務を統括し、所属職員を指揮監督すると共に、病院全般の円滑な運営に当 
たる。 

  予算承認について、支出に拘わる案件の予算承認限度額を定める。 
 
 
 

 ・ 管理者をサポートする体制（副院長、院長補佐、企画スタッフ等）及び当該職員の役割 
 

【職名】副院長 
  手術室運営に関すること、収支改善に関すること、医療経費削減に関すること、 

医療連携に関すること、医師の負担軽減に関すること、臨床研修センター運営に関すること、 
医療安全・感染対策に関すること、経営戦略に関すること、看護部門に関すること、 
患者安全管理に関すること、病棟稼働率・平均在院日数等の効率化に関すること 

 
 

 ・ 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 
 
  日本私立医科大学協会病院事務長会議、病院庶務研究会等に出席している。 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 
 

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

状況 

 

監査委員会の設置状況 ○有・無 

・監査委員会の開催状況：年 2回 

・活動の主な内容： 

(1)医療安全管理責任者、医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医薬品安全管理責

任者、医療機器安全管理責任者等の業務の状況に応じて自ら確認を実施する。 

(2)必要に応じ、理事長又は院長に対し、医療に係る安全管理についての是正措置を講

じるよう意見を表明する。 

(3)上記業務について、その結果を公表する。 

 

・監査委員会の業務実施結果の公表の有無（ ○有・無 ） 

・委員名簿の公表の有無（ ○有・無 ） 

・委員の選定理由の公表の有無（ ○有・無 ） 

・監査委員会に係る内部規程の公表の有無（ ○有・無 ） 

・公表の方法： 

 学校法人のホームページにて公表 

 

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 

長島 隆 東洋大学 ○ 利害関係のない学識経験者 有・○無  1 

小泉 博明 文京学院大学  利害関係のない学識経験者 有・○無  1 

豊田 郁子 NPO 法人「架け橋」  利害関係のない医療従事者以外の者 有・○無  2 

近藤 幸尋 日本医科大学付属病院  副院長・泌尿器科部長 ○有・無 3 

    有・無  

    有・無  

（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 
    
    定期的（年１回）に管理者による病院の管理状況を確認する。 
 
  必要に応じて臨時に確認を実施する。 
 
 
 ・ 専門部署の設置の有無（ ○有・無 ） 
 
 ・ 内部規程の整備の有無（ ○有・無 ） 
 
 ・ 内部規程の公表の有無（ 有・○無  ） 
 
 ・ 公表の方法 
 
 
 

 

 
  



 
 
 

 
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 
 
   原則として毎月１回理事長が招集し、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。 
 
 
 
 
 
 ・ 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 
 
 

病院の管理運営状況を監督する会議体の名称： 

会議体の委員名簿 

氏名 所属 委員長 

（○を付す） 

利害関係 

   有・無 

   有・無 

   有・無 

   有・無 

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

 

 

  



 
 
 

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

等の情報提供を受け付ける窓口の状況 

 

窓口の状況 

・情報提供を受け付けるための窓口の設置の有無（ ○有・無 ） 

・通報件数（年 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 

 ホームページを用いて公益通報・相談窓口のメールアドレス等の連絡先を恒常的に職員対して周知。 

 

 

 


