
(様式第 10) 

東邦大森院（総）第 30-74 号  

平成 30 年 10 月 15 日  

  厚生労働大臣        殿 

開設者名 学校法人 東邦大学    

       理事長 炭山 嘉伸 (印) 

 

東邦大学医療センター大森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 〒143-8540 東京都大田区大森西5-21-16 

 氏   名  学校法人 東邦大学 理事長 炭山 嘉伸 

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

法人の名称を記入すること。 

 

2 名  称 

 東邦大学医療センター大森病院 

 

3 所在の場所 

〒143-8541 東京都大田区大森西6-11-1 

                          電話 (03)3762－4151 

 

4 診療科名 

4-1 標榜する診療科名の区分 

〇1 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 〇有 ・ 無 

 内科と組み合わせた診療科名等 

 1呼吸器内科         2消化器内科           3循環器内科          4腎臓内科            

 5神経内科           6血液内科             7内分泌内科          8代謝内科            

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

 診療実績 

 

 

 

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

けること。 

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

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

ること。 



 

(2)外科 

外科 〇有 ・ 無 

 外科と組み合わせた診療科名 

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

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

 診療実績 

 

 

 

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

ること。 

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

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

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

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

と）。 

 

(3)その他の標榜していることが求められる診療科名 

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

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

14放射線治療科   ○15麻酔科  ○16救急科 

(注） 標榜している診療科名の番号に〇印を付けること。 

 

(4)歯科 

歯科 〇有 ・ 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 心療内科  2 神経科  3 呼吸器科    4 消化器科  5 循環器科   6 形成外科  7 美容外科 

8 性病科    9 肛門科 10 気管食道科 11 リハビリテーション科  12 病理診断科 

(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  

36床 床 床 床 912床 948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        271人 209人 459.1人  看 護 補 助 者           12人 診療エックス線

技師 

   0人 

 歯 科 医 師          3人 4人 6.6人  理 学 療 法 士           14人 臨床 

 

検査 

臨床検査技

師 

  97人 

 薬 剤 師         69人 2人   70.8人  作 業 療 法 士            6人 衛生検査技

師 

   0人 

 保 健 師        349人 0人 349.0人  視 能 訓 練 士        7人 そ の 他          0人 

 助 産 師         77人   0人   77.0人  義 肢 装 具 士            0人 あん摩マッサージ指圧師    0人 

 看 護 師        659人   16人  668.7人  臨 床 工 学 士   21人 医療社会事業従

事者 

   6人 

 准 看 護 師          3人   1人    3.9人  栄  養  士            3人 その他の技術員          73人 

 歯科衛生士     5人    3人    6.9人  歯 科 技 工 士            0人 事 務 職 員         124人 

 管理栄養士 16人 0人   16.0人  診療放射線技師    56人 その他の職員          19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 39 人 眼 科 専 門 医 10 人  

外 科 専 門 医 50 人 耳鼻咽喉科専門医 6 人 

精 神 科 専 門 医 9 人 放射線科専門医 7 人 

小 児 科 専 門 医 30 人 脳神経外科専門医 7 人 

皮 膚 科 専 門 医 5 人 整形外科専門医 14 人 

泌尿器科専門医 16 人 麻 酔 科 専 門 医 16 人 

産婦人科専門医 21 人 救 急 科 専 門 医 6 人 

  合 計 236 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（  小原 明  ） 任命年月日 平成 24 年 7 月 1 日 

 

平成 21 年 7 月 1 日～平成 24 年 6 月 30 日 安全管理対策委員会委員長（安全管理担当副院長） 

 

 

 

 

  



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   ７４１．３ 人           ３．４ 人      ７３７．９ 人 

 １日当たり平均外来患者数    ２５９５．７ 人       ６９．７ 人    ２５２６．０ 人 

 １日当たり平均調剤数             １１５３．１剤（入院：９９５．７剤，外来：１５７．４剤） 

必要医師数 ２１８．５３８人  

必要歯科医師数 ４人  

必要薬剤師数 25人  

必要（准）看護師数 458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 

 

 

246.69m 2 

 

 

鉄骨鉄筋コ

ンクリート 

 

 病 床 数   9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     34.45 m 2      病床数    1 床 

［移動式の場合］ 台 数       7 台 

医 薬 品 

情報管理室 

［専用室の場合］ 床  積   33.98 m 2 

［共用室の場合］ 共用する室名 

化学検査室 615.32m 2 
鉄骨鉄筋コ

ンクリート 
  （主な設備）生化学自動分析装置 

細菌検査室 216.56m 2 
鉄骨鉄筋コ

ンクリート 
  （主な設備）微生物検査装置・顕微鏡 

病理検査室 451.79m 2 
鉄骨鉄筋コ

ンクリート 
  （主な設備）顕微鏡 

病理解剖室 93.84m 2 
鉄骨鉄筋コ

ンクリート 
  （主な設備）解剖台 

研 究 室 74.93m 2 
鉄骨鉄筋コ

ンクリート 
  （主な設備）ｸﾘｰﾝﾍﾞﾝﾁ、CO2ｲﾝｷｬﾍﾞｰﾀｰ 

講 義 室 342.56m 2 
鉄骨鉄筋コ

ンクリート 
   室数      3 室  収容定員         198 人 

図 書 室 72.21m 2 
鉄骨鉄筋コ

ンクリート 
   室数      1 室  蔵 書 数   1,200 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   ８３．０％ 逆 紹 介 率 ６９．８％ 

算

出

根

拠 

Ａ：紹 介 患 者 の 数                                          ２５，３４２人 

Ｂ：他の病院又は診療所に紹介した患者の数                       ２４，１６３人 

Ｃ：救急用自動車によって搬入された患者の数                        ３，３７４人 

Ｄ：初 診 の 患 者 の 数                                          ３４，６０１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 

梅田 勝 東京工科大学 

医療保健学部 

学部長（医師） 

○ 医療に係る安全

管理に関する識

見を有する者 

有・○無 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 

小林 七郎 弁護士（東京弁

護士会） 

 法律に関する識

見を有する者 

有・○無 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 

岩本 裕 NHK チーフ・プ

ロデューサー 

 医療メディアに

関する識見を有

する者 

有・○無 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。） 

山﨑 純一 東邦大学 学長

（医師） 

 医療に関する識

見を有する者 

○有・無  

高松 研 東邦大学 

医学部 学部長

（医師） 

 医療に関する識

見を有する者 

○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 〇有・無 

委員の選定理由の公表の有無 〇有・無 

公表の方法 

 

 ホームページ （http://www.omori.med.toho-u.ac.jp/byoin/evaluation/audit.html） 

 

 



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

　5 人　

0 人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

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

　　　　　第百二十九号）第二各号に掲げる先進医療について記入すること。

(注） 2　「取扱患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。

高度の医療の提供の実績

先　進　医　療　の　種　類   

前眼部三次元画像解析

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

（様式第2）



2  承認を受けている先進医療の種類（注１）及び取扱患者数

取扱患者数

0 人　

0 人　

0 人　

0 人　

0 人　

0 人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

人　

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

　　　　　第百二十九号）第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   

経胎盤的抗不整脈薬投与療法　胎児頻脈性不整脈（胎児の心拍数が毎分百八十以上で持続する心房粗
動又は上室性頻拍に限る。）

術前のTS－1内服投与、パクリタキセル静脈内及び腹腔内投与並びに術後のパクリタキセル静脈内及び腹
腔内投与の併用療法　根治切除が可能な漿膜浸潤を伴う胃がん（洗浄細胞診により、がん細胞の存在が
認められないものに限る。）

ハイパードライヒト乾燥羊膜を用いた外科的再建術　再発翼状片（増殖組織が角膜輪部を超えるものに限
る。）

mFOLFOX6及びパクリタキセル腹腔内投与の併用療法　胃がん（腺がん及び腹膜播種であると確認された
ものであって、抗悪性腫瘍剤の経口投与では治療が困難なものに限る。）

Ｓ－１内服投与、シスプラチン静脈内投与及びパクリタキセル腹腔内投与の併用療法　腹膜播種を伴う初
発の胃がん

パクリタキセル腹腔内投与及び静脈内投与並びにＳ－１内服併用療法　腹膜播種又は進行性胃がん（腹
水細胞診又は腹腔洗浄細胞診により遊離がん細胞を認めるものに限る。）

（様式第2）



3　その他の高度の医療

 取扱い患者数　35人

 取扱い患者数　2人

 取扱い患者数　5人

 取扱い患者数　150人

 取扱い患者数　30人

 取扱い患者数　2人

 取扱い患者数　10人

 取扱い患者数　312人
  医療技術名：冠動脈ステント

  当該医療技術の概要：現在冠動脈インターベンション（ＰＣＩ）の中心的治療法であり、当施設では約90％
において本治療法が選択されている。冠動脈内に筒状の金属を留置する方法であり数種類のステントが臨
床使用されている。

  医療技術名：超音波カラードプラを用いた皮弁栄養血管の定量的血流解析による再建

  当該医療技術の概要：頭頚部、体幹、四肢など、様々な部位における悪性腫瘍切除後の組織再建におい
て、用いる皮弁の血行形態、動態の解析に超音波カラードプラを用い、術前の適応検討や、術後評価を
行っている。

  医療技術名：気道狭窄に対するステント療法

  当該医療技術の概要：気管・気管支の腫瘍性あるいは炎症性狭窄に対する内視鏡下ステント療法である。

  医療技術名：COPD合併肺癌に対する手術療法

  当該医療技術の概要：一般に積極的治療対象とならないCOPD合併肺癌に対し、肺切除術を安定して
行っている。

　医療技術名：心肺停止症例以外の重症脳損傷症例に対する体温管理

　当該医療技術の概要：重症脳損傷患者においては、脳血流障害により脳にダメージが加わることが知られ
ている。このため、脳血流評価を行いながら重症脳損傷患者に対して治療を行うのは理にかなっているが、
いまだ簡易的なモニタリング機器はない。当施設ではＸｅ-CTにより脳血流を画像所見とともに評価してい
る。

  医療技術名：実物大臓器立体モデルによる手術計画

  当該医療技術の概要：先天性疾患や外傷、悪性腫瘍切除等の手術などによる頭蓋顎顔面領域の骨の変
形や、欠損は、多くが複雑な形状を呈している。形状を実物大立体モデル（模型）により手術前に把握し、手
術計画をたて、術後の形状をシミュレーションすることにより、より的確で精度の高い手術が可能となる。

  医療技術名：ナビゲーションシステムによる頭蓋顎顔面骨の再建

  当該医療技術の概要：先天性疾患や外傷、悪性腫瘍切除等の手術などによる頭蓋顎顔面領域の骨の変
形や、欠損は多くが複雑な形状を呈している。術中に再建後の形状をシミュレーションし、整復位置の確認
などを行うことにより、　より的確で精度の高い手術が可能となる。

  医療技術名：血管性疾患の治療

  当該医療技術の概要：赤アザ（苺状血管種、単純性血管種）、毛細血管拡張性に対するダイレーザー
（Vbeam）治療や、乳児血管種に対するBブロッカー（ヘマンジオールシロッツプ）内服治療を行っている。

高度の医療の提供の実績

（様式第2）
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 取扱い患者数　44人

 取扱い患者数　13人

 取扱い患者数　295人

 取扱い患者数　11人

 取扱い患者数　11人

 取扱い患者数　8人

 取扱い患者数　25人

 取扱い患者数　29人

 取扱い患者数　38人

  医療技術名：胸部ステントグラフト内挿術

  当該医療技術の概要：超高齢者、重度基礎疾患、開胸術の既往のため、従来の開胸、人工心肺使用によ
る人工血管置換術ではリスクが高い症例に対し、本術式を行う。

  医療技術名：腹部大動脈ステントグラフト内挿術

  当該医療技術の概要：超高齢者、重度基礎疾患、開腹術の既往のため、従来の開腹による人工血管置換
術ではリスクが高い症例に対し、本術式を行う。

  医療技術名：オフポンプ冠動脈バイパス術

  当該医療技術の概要：超高齢者、低心機能、重度基礎疾患を有する虚血性心疾患症例に対し、人工心
肺を用いず、心拍動下で冠動脈バイパス術を行う。

  医療技術名：植込み型除細動器（ICD)

  当該医療技術の概要：心室細動や心室頻拍などの心室性不整脈による心臓突然死の予防目的で実施さ
れる。経静脈的に電極カテーテルを心腔内に挿入し、デバイス本体は前胸部の皮下に埋め込む。心肺蘇生
経験例のみならず、心臓突然死の危険性があると判断された患者においても使用される。

  医療技術名：心臓再同期療法（CRT)・除細動機能付き心臓再同期療法（CRT-D)

  当該医療技術の概要：薬剤抵抗性の重症心不全患者に対して適応があり、心機能の改善目的で使用さ
れる。経静脈的に電極カテーテルを心腔内に挿入し、デバイス本体は前胸部の皮下に埋め込む。同時に不
整脈性の心臓突然死をきたす可能性がある患者では、除細動機能付きのデバイスが使用される。

  医療技術名：オープン型ステントグラフト内挿術　（上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術）

  当該医療技術の概要：弓部大動脈瘤や急性大動脈解離において広範囲弓部大動脈置換術が必要な場
合に、反回神経麻痺などの合併症を回避し、また二期的に治療を可能にする新しい術式である。

  医療技術名：血栓吸引療法

  当該医療技術の概要：冠動脈の閉塞病変において血栓を機械的に吸引し、末梢塞栓を防ぐ方法である。
単純に血栓を吸引する方法とバルーンを拡張させてその末梢の血栓を吸引するｄｉｓｔａｌ　ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　ｄｅｖｉ
ｃｅに分けられる。後者は末梢塞栓が問題となる変性静脈グラフト病変の待機的治療においても極めて有効
である。

  医療技術名：ロータブレータ

  当該医療技術の概要：冠動脈病変を機械的に取り除くアテレクトミーに属する治療である。先端にダイアモ
ンドチップを 散りばめたバーの高速回転（毎分15－20万回転）により病変を破砕し、末梢に洗い出す。透析
患者などで高度石灰化病変では有効であり、学会が認定する施設基準に基づいて本治療法が実施されて
いる。

  医療技術名：カテーテルアブレーション

  当該医療技術の概要：経皮的に電極カテーテルを心腔内に挿入し、体表に装着した対極板とのあいだで
高周波通電を行い、頻拍の原因となる異常興奮発生部位、異常興奮旋回路・伝導路を選択的に焼灼する
治療法である。発作性上室頻拍、心房粗動、心房細動、心室頻拍など頻脈性不整脈に対する根治目的で
実施されている。
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 取扱い患者数　7人

 取扱い患者数　40人

 取扱い患者数　12人

 取扱い患者数　21人

 取扱い患者数　10人

 取扱い患者数　30人

 取扱い患者数　12人

 取扱い患者数　40人

 取扱い患者数　30人

  医療技術名：―

  当該医療技術の概要：片頭痛、緊張型頭痛、痙性斜頸、書痙等、主として神経筋肉系の心身症で薬物療
法では効果が不十分なケースは、現状では決め手となる治療が少ない。当院では、これらのケースにバイオ
フィードバック療法を行い成果をあげている。

  医療技術名：弁形成術

  当該医療技術の概要：弁膜症に対し、自己弁を温存し弁機能を正常化する術式である。術後の抗凝固療
法や抗血小板療法を必要とせず、また、人工弁関連合併症を回避することができ、患者の術後QOLを高く
維持することが可能である。

  医療技術名：複雑心奇形に対する低侵襲外科手術

  当該医療技術の概要：重度心不全状態の複雑心奇形症例に対し、小切開および充填量が極めて少ない
人工心肺装置を用いて生体侵襲を低減し、手術成績の向上を図っている。

  医療技術名：新生児重症心疾患の内科的管理及び外科治療

  当該医療技術の概要：チアノーゼまたは重症心不全を呈する新生児早期の先天性心疾患に対するPGE1
製剤などによる内科的治療及び新生児早期の開心術、短絡術を随時施行している。

  当該医療技術の概要：気管支肺異形成症に対し無気肺を予防しつつ長期に人工換気療法を行った。

  医療技術名：穎粒球減少症に対するG－CSF療法

  当該医療技術の概要：穎粒球減少症の児に対し､Ｇ－ＣＳＦを投与した。

  医療技術名：新生児重症心疾患の内科的管理及び外科的治療

  当該医療技術の概要：チアノーゼまたは重症心不全を呈する新生児早期の先天性心疾患に対するPGEl
製剤などによる内科的治療及び新生児早期の開心術､短絡術を随時施行している。

  医療技術名：新生児遷延性肺高血圧症における一酸化窒素吸入療法

  当該医療技術の概要：新生児持続脛肺高血圧症に対し､微量のＮＯガスを投与した。

  医療技術名：肺サーファクタント補充療法

  当該医療技術の概要：未熟児呼吸窮迫症候群に対し､人工肺サーファクタンド補充療法を行った。

  医療技術名：気管支肺異形成症に対する高終末呼気換気療法
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 取扱い患者数　25人

 取扱い患者数　15人

 取扱い患者数　21人

 取扱い患者数　15人

 取扱い患者数　50人

 取扱い患者数　1人

 取扱い患者数　19人

 取扱い患者数　50人

 取扱い患者数　4人

  医療技術名：超低出生体重児の管理

  当該医療技術の概要：超低出生児の全身管理を行った。

  医療技術名：水頭症に対するリザーバ留置術

  当該医療技術の概要：出血後水頭症に対し､リザーバ留置による治療を行った。

  医療技術名：未熟児貧血に対するエリスロポエチン投与

  当該医療技術の概要：未熟児貧血に対し､エリスロポエチンを投与し､輸血の頻度を減少させた。

  当該医療技術の概要：中心静脈カテーテル(臍静脈カテーテルを含む)を挿入し､高カロリー輸液を実施す
ることにより､低栄養状態を改善させた。

  医療技術名：未熟児動脈管開存症に対する薬物的閉鎖療法

  当該医療技術の概要：未熟児動脈管開存症に対し､心エコー検査で評価した後インドメタシン静注療法で
閉鎖させた。

  医療技術名：重症新生児呼吸障害に対する治療

  当該医療技術の概要：高頻度振動呼吸(ＨＦＯ)により､重症新生児呼吸障害を治療した。

  医療技術名：臍動脈カテーテルによる循環の管理

  当該医療技術の概要：臍動脈にカテーテルを挿入し､動脈圧を常時モニターすることにより重症新生児の
循環管理を行い予後を改善した。

  医療技術名：新生児重症外科的疾患の治療並びに管理

  当該医療技術の概要：先天的奇形に基づく、新生児の消化器､呼吸器､体壁などの重症疾患を手術的に
救命し､術後の管理を行う。

  医療技術名：未熟児網膜症に対するレーザーによる光凝固療法

重症の未熟児網膜症に対し､眼科と協力してレーザーによる光凝固療法を実施して､失明を予防する。

  医療技術名：中心静脈カテーテール(臍静脈カテーテルを含む)による高カロリー輸液

6/23



 取扱い患者数　5人

 取扱い患者数　300人

 取扱い患者数　4人

 取扱い患者数　10人

 取扱い患者数　1人

 取扱い患者数　12人

 取扱い患者数　30人

 取扱い患者数　150人

 取扱い患者数　10人

  医療技術名：脊椎固定術

  当該医療技術の概要：脊椎の変形が不安定性に対して、ケージとスクリューロッドを用いて脊椎を固定し、
術前症状の改善を図っている。

  医療技術名：顕微鏡下、椎間板ヘルニア摘出術

  当該医療技術の概要：腰椎椎間板ヘルニア症例に対して、低侵襲化をめざし、顕微鏡視下にヘルニア腫
瘤の摘出を行っている。

  医療技術名：胎児(心臓)超音波検査

  当該医療技術の概要：胎児心臓超音波検査などにより　正確な胎内診断に基づく出生後の管理につなげ
た。

  医療技術名：重症感染症や早発黄疸に対する交換輸血　

  重症の感染症や早発黄疸に対する交換輸血で生命予後の改善につなげた。

  医療技術名：重症感染症に対するγグロブリン療法

  当該医療技術の概要：重症感染症例に当該治療により予後の改善をはかる。

  医療技術名：低酸素吸入療法（窒素ガス）　

  当該医療技術の概要：肺高血流疾患の術前管理として当該療法により、肺うっ血の進行をコントロールし、
術前状態を最適化した。

  医療技術名：内視鏡視下椎間板切除術

  当該医療技術の概要：腰椎椎間板ヘルニア症例に対して、低侵襲手術をめざし、内視鏡視下にヘルニア
腫瘤の摘出を行っている。

  医療技術名：aEEG(長時間脳波)による新生児けいれんの記録解析

  当該医療技術の概要：重症新生児仮死や新生児けいれんに対して発作型や治療効果判定に応用した。

  医療技術名：重症新生児仮死例に対する脳低温療法

  当該医療技術の概要：重症仮死例に早期より脳低温療法を行い予後の改善をはかる。
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 取扱い患者数　50人

 取扱い患者数　150人

 取扱い患者数　300人

 取扱い患者数　180人

 取扱い患者数　15人

 取扱い患者数　24人

 取扱い患者数　10人

 取扱い患者数　60人

 取扱い患者数　7人
  医療技術名：ACTH 負荷副腎静脈採血法(ACTH-loaded AVS)

  当該医療技術の概要：原発性アルドステロン症の疑診例に対し、選択的副腎静脈から採血し、アルドステ
ロン濃度により限局する病変を検索する。ACTH 刺激後の副腎静脈血中アルドステロン/コルチゾール
(A/C)比を左右で算出し、lateralized ratio ＝（高値側の副腎静脈 A/C 比）÷（低値側の副腎静脈 A/C 比）
≧2.6 場合、高値側の片側病変とし、手術によって患側副腎の摘出を準備する。

  医療技術名：自己血回収、輸血

  当該医療技術の概要：輸血をすることが予測される患者に対して、感染症の予防、輸血量削減を目的に手
術中より自己血回収装置を使用している。人工関節置換術後のドレーン血も自己血回収装置を使用し回収
しているが、有用な方法である。

  医療技術名：コンピュータナビゲーションシステムの使用

  当該医療技術の概要：脊椎インストルメンテーション手術時に個々に最も適したスクリューインプルトの設置
を行うため、コンピューター計測をもとにスクリュー刺入を正確に行うためにナビゲーションシステムを使用し
ている。

  医療技術名：陰イオン交換樹脂コレスチミドによる慢性下痢の治療

  当該医療技術の概要：コレスチミドは小腸内胆汁酸を吸着し、大腸への流入を減少させる。胆汁酸再吸収
障害に伴う下痢に著効する。他院で治療できない難治性下痢の88％が改善した。

  医療技術名：13C-プロピオン酸呼気試験によるビタミンＢ12吸収検査

  当該医療技術の概要：プロピオン酸代謝の補酵素として働くビタミンＢ12は、血中濃度が十分保たれてい
ても、作用不十分な症例も存在する。本試験により病態を把握し治療へ結びつける。

  医療技術名：人工関節置換術

  当該医療技術の概要：膝、股、肩、足、肘関節の変形性変化による疼痛、可動域制限などに対して、ＱOＬ
の向上を目的として人工関節置換術を行い良好な成績を得ている。

  医療技術名：Lactulose-水素呼気試験による小腸通過時間測定

  当該医療技術の概要：小腸で吸収されない2種類Lactuloseが盲腸に到達すると、腸内細菌が発酵に利用
し、水素ガスを発生する。水素ガスの上昇する時間から、盲腸到達時間が推定できる。

  医療技術名：悪性骨・軟部腫瘍広汎切除術

  当該医療技術の概要：悪性骨・軟部腫瘍に対する広汎手術及び機能再建手術を行っている。

  医療技術名：関節リウマチに対する生物学的製剤治療

  当該医療技術の概要：関節リウマチの関節炎には炎症性サイトカイン（Il-1,IL-6,TNF-α72など）が大きく
かかわっていることが知られている。近年、関節リウマチの治療法として、これらの炎症性サイトカインに対す
る生物学的製剤が臨床応用されている。従来の抗リウマチ薬に抵抗性の関節リウマチ患者に対して生物学
的製剤を用い治療している。
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 取扱い患者数　114人

 取扱い患者数　12人

 取扱い患者数　25人

 取扱い患者数　14人

 取扱い患者数　30人

 取扱い患者数　85人

 取扱い患者数　38人

 取扱い患者数　30人

 取扱い患者数　77人

  医療技術名：3Dプリンターによる実体モデルを用いた手術シミュレーション

  当該医療技術の概要：MRI, CT, SPECT, DSAの画像を組み合わせた三次元合成画像を作成し、その画
像データをDICOMフォーマットからSTLフォーマットに変換した上で、3Dプリンターを用いて、実体モデルを
作製する。実体モデルを用いた手術シミュレーションを行う。

  医療技術名：血管内手術

  当該医療技術の概要：脳動脈瘤、脳動静脈奇形などに対して、コイルや液体塞栓物質を用い、治療を行
う。

  医療技術名：各種内分泌負荷試験　入院

  当該医療技術の概要：ホルモンや関連因子の増加・不足を決定するために行う検査。生体を一時的に特
定の環境に設定し、その時のホルモン分泌反応を評価。ホルモン産生の障害部位や治療薬における効果
判定にも使用。

  医療技術名：各種内分泌負荷試験　外来

  当該医療技術の概要：ホルモンや関連因子の増加・不足を決定するために行う検査。生体を一時的に特
定の環境に設定し、その時のホルモン分泌反応を評価。ホルモン産生の障害部位や治療薬における効果
判定にも使用。

  医療技術名：フラッシュ血糖モニターFGM(FlashGlucoseMonitoring)

  当該医療技術の概要：皮下組織に専用のセンサを装着し、連続的に皮下のグルコース（ブドウ糖）濃度を
記録し、非接触型センサによって血糖を確認できる技術。

  医療技術名：人工膵臓

  当該医療技術の概要：6時間のブドウ糖とインスリンの点滴検査で。肝臓と筋肉のインスリン感受性を調べ
る検査。

  医療技術名：持続血糖測定 CGM（Continuous Glucose Monitoring）

  当該医療技術の概要：皮下組織に専用のセンサを装着し、連続的に皮下のグルコース（ブドウ糖）濃度を
記録する新しい検査方法。

  医療技術名：持続皮下インスリン注入療法  （CSII :continuous subcutaneous insulin infusion）

  当該医療技術の概要：24時間を通じて超速効型インスリンを注入する携帯型の小型インスリン注入体外式
ポンプ機器。携帯電話や携帯音楽プレイヤーほどの大きさで、皮下に留置された細いチューブとカニューレ
を通してインスリンを注入し、24時間にわたり糖尿病患者の血糖値を適正に治療。

  医療技術名：三次元合成画像を用いた手術シミュレーション

  当該医療技術の概要：MRI, CT, SPECT, DSAの画像を組み合わせた三次元合成画像を作成し、骨の切
離や脳のリトラクトを行って、手術のシミュレーションを行う。
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 取扱い患者数　82人

 取扱い患者数　3人

 取扱い患者数　7人

 取扱い患者数　13人

 取扱い患者数　5人

 取扱い患者数　260人

 取扱い患者数　6人

 取扱い患者数　45人

 取扱い患者数　140人

  医療技術名：強度変調放射線治療（ＩＭＲＴ）

  当該医療技術の概要：逆方向治療計画（インバーズプラン）に基づき、空間的、時間的に不均一な放射線
強度を持つ照射ビームを多方向から照射することにより、病巣部に最適な線量分布を得る放射線治療法で
ある。

  医療技術名：重症自己免疫水疱症の集学的治療

  当該医療技術の概要：重症天疱瘡、類天疱瘡に対し、ステロイド大量療法が効果不十分である場合に、免
疫抑制療　法、血漿交換療法、大量免疫グロブリン静注療法を行い効果を上げている。

  医療技術名：画像誘導放射線治療（ＩＧＲＴ）

  当該医療技術の概要：毎回の照射時に治療計画時と照射時の照射中心位置の三次元的な空間的再現
性が5ミリメートル以内であることを照射室内で画像的に確認・記録して照射する治療である。

  医療技術名：脳機能モニタリング

  当該医療技術の概要：術中に、脳の運動機能や脳幹機能、脳神経のモニタリングを行い、術後の神経脱
落症状を軽減させる。

  医療技術名：先天性表皮水疱症の超微細形態学的病型診断

  当該医療技術の概要：先天性表皮水疱症は、本邦で1,000人程度の患者数の稀な疾患である。生検皮膚
を用いたモノクローナル抗体による蛋白発現の検索および電子顕微鏡による超微細形態観察による病型診
断を行っている。

  医療技術名：ロボット補助下腎部分切除術

  当該医療技術の概要：保険適応になりダビンチ保有施設では普及しつつあるが、通常の腹腔鏡下腎部分
切除術よりより難易度の高い症例が選択される傾向がある。

  医療技術名：腹腔鏡下膀胱全摘術

  当該医療技術の概要：保険適応になってはいるが、まだまだ実施施設が全国に普及している術式ではな
い平成30年度はロボット補助下腹腔鏡手術に移行する予定である

  医療技術名：未熟児脳室内出血後の水頭症に対する待期的外科治療

  当該医療技術の概要：未熟児脳室内出血後の水頭症に対して、VPシャント術までにミニチュアCSFリザボ
アを留置し、定期的に髄液排除を行い、児の成長を待って、VPシャントを行う。または手術の回避を検討し
得る。

  医療技術名：パッチテスト

  当該医療技術の概要：当科では、スタンダードシリーズによる抗原検索のみならず、成分分析に基づく成
分パッチテストを施行し、より詳細な原因特定を行い、患者さんのみならず社会にアレルゲンの動向を追究
することにより貢献している。
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 取扱い患者数　600　人

 取扱い患者数　250人

 取扱い患者数　1人

 取扱い患者数　0人

 取扱い患者数　0人

 取扱い患者数　 0人

 取扱い患者数　95人

 取扱い患者数　1,718人

  医療技術名：腹腔鏡下肝切除（亜区域切除以上の系統的切除、外側区域切除を除く）

  当該医療技術の概要：肝疾患に対する腹腔鏡下肝切除（亜区域切除以上の系統的切除、外側区域切除
を除く）は厳格な施設基準の下、術前の前向き症例登録を行うことでの施行が許されている高難度肝胆膵
手術（保険診療）である。

  医療技術名：関節リウマチ及び膠原病に対する免疫抑制薬の適正使用

  当該医療技術の概要：種々の免疫抑制薬が関節リウマチ及び全身性エリテマトーデスなどの膠原病に対
して使用されているが、安全性を十分に考慮した適正使用を行った。

  医療技術名：腹腔鏡下膵切除（リンパ節郭清を伴う遠位膵切除）

  当該医療技術の概要：膵臓癌に対する腹腔鏡下膵切除（リンパ節郭清を伴う遠位膵切除）は厳格な施設
基準の下、術前の前向き症例登録を行うことでの施行が許
されている高難度肝胆膵手術（保険診療）である。

  医療技術名：超音波造影剤（ｿﾅｿﾞｲﾄﾞ/ﾚﾎﾞﾋﾞｽﾄ）を用いた超音波検査

  当該医療技術の概要：超音波造影剤（ｿﾅｿﾞｲﾄﾞ/ﾚﾎﾞﾋﾞｽﾄ）を用いた消化器系腫瘍の質的診断と腫瘍凝固
療法等の治療後効果判定やびまん性肝疾患（肝炎・肝硬変）の進行度評価法の検討。

  医療技術名：パクリタキセル腹腔内投与及び静脈内投与並びにＳ－１内服併用療法

  当該医療技術の概要：腹膜播種を伴う胃癌に対して、直接腹腔内へ抗癌剤を注入するのが腹腔内化学療
法です。この先進医療は、腹腔内化学療法のパクリタキセル腹腔内投与とS-1内服投与を組み合わせた治
療法です。既存の全身化学療法より強力な治療法です。当施設では2014年8月先進医療の認定を受け、
2014年9月から治療を受けられるようになりました。※この技術は「2018年2月1日」で先進医療に該当しなく
なりました。

  医療技術名：関節リウマチ及び膠原病諸疾患に対する生物学的製剤の適正使用

  当該医療技術の概要：TNF阻害薬などの生物学的製剤が、関節リウマチや、ベーチェット病・強直性脊椎
炎・血管炎症候群などの膠原病諸疾患に使用されているが、安全性を十分に考慮した適正使用を行った。

  医療技術名：Ｓ―１内服投与、オキサリプラチン静脈内投与及びパクリタキセル腹腔内投与の併用療法

  当該医療技術の概要：腹膜播種を伴う胃癌に対して、直接腹腔内へ抗癌剤を注入するのが腹腔内化学療
法です。この先進医療は、腹腔内化学療法のパクリタキセル腹腔内投与とオキサリプラチン（商品名エルプ
ラット）の経静脈投与とS-1内服投与を組み合わせた治療法です。既存の全身化学療法をより強化した治療
法です。当施設では2014年8月先進医療の認定を受け、2014年9月から治療を受けられるようになりました。
※この技術は「2017年5月1日」で先進医療に該当しなくなりました。

  医療技術名：加算的平均心電図（LP）

  当該医療技術の概要：心室細動、心室頻拍、発作性心房細動などの重症不整脈が出現する可能性を診
断するために、心房、心室の遅延電位を計測する。
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 取扱い患者数　108人

 取扱い患者数　122人

 取扱い患者数　114人

 取扱い患者数　437人

 取扱い患者数　1人

 取扱い患者数　469人

 取扱い患者数　34人

 取扱い患者数　1,154人

 取扱い患者数　94人
  医療技術名：婦人科悪性腫瘍手術

  当該医療技術の概要：子宮付属器悪性腫瘍手術・円錐切除術

  医療技術名：胎児治療

  当該医療技術の概要：内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術・胎児胸腔羊水シャント術

  医療技術名：腹腔鏡下手術

  当該医療技術の概要：腹腔鏡下支給付属器癒着剥離術・腹腔鏡下子宮付属器腫瘍摘出術・腹腔鏡下卵
管全摘除術・腹腔鏡下子宮卵管留血腫手術・腹腔鏡下子宮外妊手術・腹腔鏡下子宮筋腫摘出術・腹腔鏡
下子宮全摘出術・子宮鏡下子宮筋腫摘出術

  医療技術名：高度生殖補助医療

  当該医療技術の概要：採卵・胚移植

  医療技術名：経食道心臓超音波検査（テポテ中含む）

  当該医療技術の概要：先天性疾患、弁膜症、人工弁置換術后、左心耳内血栓など通常の経胸壁エコー
検査では、詳細な情報が得られない場合、経食道的アプローチは有用となる。

  医療技術名：術中脳脊髄機能モニタリングとしてＡＢＲ、ＳＳＥＰ、ＭＥＰの誘発電位記録

  当該医療技術の概要：ＡＢＲ、ＳＳＥＰ、ＭＥＰの誘発電位記録を脳脊髄手術中に行い術後の神経欠落症
状の出現を防ぐ。

  医療技術名：睡眠潜時反復測定法（ＭＳＬＴ）

  当該医療技術の概要：客観的な日中の過度の眠気測定、特にナルコレプシーの補助診断のため、脳波記
録を2時間ごとに繰り返し行い、眠りにつくまでの時間とそれに伴う臨床症状を記録する。

  医療技術名：睡眠障害に対する終夜睡眠ポリグラフ検査

  当該医療技術の概要：終夜約8時間の脳波を含むポリグラフ記録を行い、不眠、過眠などの睡眠障害およ
び睡眠随伴性の診断を行う。

  医療技術名：超音波機器を用いてのマイクロ波（PMCT）、ラジオ波（RFA、RITA）での肝腫瘍治療

  当該医療技術の概要：超音波機器を用いてのマイクロ波（PMCT）、ラジオ波（RFA、RITA）での経皮的肝
腫瘍の治療。
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 取扱い患者数　40人

 取扱い患者数　15人

 取扱い患者数　6人

 取扱い患者数　12人

 取扱い患者数　71人

 取扱い患者数　25人

 取扱い患者数　134人

 取扱い患者数　33人

（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）。

  医療技術名：リザーバー肝動注化学療法

  当該医療技術の概要：進行肝細胞癌患者に対して、動注ポンプを大腿鼠径皮下へ埋め込み、固有肝動
脈へ開口する様に留置したカテーテルへ接続し、動注ポンプを通して24時間持続抗癌剤を注入する。

  医療技術名：慢性膵炎膵石症に対するＥＳＷＬ治療

  当該医療技術の概要：内視鏡治療困難な有症状膵石例にＥＳＷＬによる破砕治療を行っている。

  医療技術名：Early Psychosis Unit　（イルボスコ）

  当該医療技術の概要：既存の統合失調症の診断基準において、陽性症状が出現した時期が発症の時期
とされている。しかし、その数年前からすでに社会機能の低下や陰性症状、さらには、脳の形態学的変化も
生じることが知られている。そのため、近年、精神病前駆状態や病前期についてのサブクルニカル水準での
介入が必要であると考えられている。当院イルボスコでは日本国内で、他に先駆け早期介入を行い対象者
の精神病発症の予防や援助を行っている。

  医療技術名：経頸静脈的バルーン閉塞下逆行性静脈瘤閉塞術

　当該医療技術の概要：胃静脈瘤を形成する側副血行路を経静脈的に塞栓し閉塞させる。

  医療技術名：内視鏡的十二指腸乳頭部腫瘍切除術

　当該医療技術の概要：十二指腸乳頭部腫瘍に対する内視鏡的切除を行っている。

  医療技術名：三次救急対応となった身体合併症を有する精神疾患患者への対応

  当該医療技術の概要：精神疾患患者に重篤な身体合併症が生じ、三次救急対応が必要となる場合があ
る。その際には、急性期の精神症状への治療介入が可能な精神科と、迅速にあらゆる身体合併症に対し高
度な治療を行うことができる診療科が、緊密に連携して治療を行う必要がある。都内でも三次救急対応と
なった精神疾患を有する患者へ即応できる医療機関は極めて限られている。当科においては、都内の広範
な地域の、三次救急対応を必要とする身体合併症を有する精神疾患患者への対応を行っている。

  医療技術名：修正型電気痙攣療法

  当該医療技術の概要：電気けいれん療法は、前頭部に通電することで人為的にけいれん発作を誘発する
治療法である。電気療法は薬剤抵抗性のうつ病などに対して極めて有効であるが、けいれん発作による、循
環状態への影響や骨折の影響が生じる恐れがある。そのため当科では、麻酔科と協力し麻酔下で人工呼
吸等を含めた呼吸管理、循環動態の観察を行いながら安全に通電する修正型電気けいれん療法を行って
いる。

  医療技術名：クロザピン処方

　当該医療技術の概要：クロザピンは、治療抵抗性統合失調症に対し極めて有用な治療法であるが、血球
障害心筋炎をはじめとする重篤な副作用が起きる可能性も極めて高い。したがって、高度なスキルを有する
精神科医のみならず、血液内科医、糖尿病専門医が居り、互いに密な連携が可能な医療機関でのみ処方
が許可されている。我々はこれらの診療科と連携し治療抵抗性統合失調症患者にクロザピンの処方を行っ
ている。
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疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数
1 球脊髄性筋萎縮症 3 56 ベーチェット病 73
2 筋萎縮性側索硬化症 42 57 特発性拡張型心筋症 43
3 脊髄性筋萎縮症 0 58 肥大型心筋症 13
4 原発性側索硬化症 2 59 拘束型心筋症 1
5 進行性核上性麻痺 5 60 再生不良性貧血 34
6 パーキンソン病 124 61 自己免疫性溶血性貧血 4
7 大脳皮質基底核変性症 3 62 発作性夜間ヘモグロビン尿症 1
8 ハンチントン病 1 63 特発性血小板減少性紫斑病 58
9 神経有棘赤血球症 0 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 4 65 原発性免疫不全症候群 8
11 重症筋無力症 55 66 IgＡ 腎症 22
12 先天性筋無力症候群 0 67 多発性嚢胞腎 17
13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 49 68 黄色靱帯骨化症 10

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
7 69 後縦靱帯骨化症 56

15 封入体筋炎 1 70 広範脊柱管狭窄症 4
16 クロウ・深瀬症候群 0 71 特発性大腿骨頭壊死症 40
17 多系統萎縮症 13 72 下垂体性ADH分泌異常症 8
18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 22 73 下垂体性TSH分泌亢進症 0
19 ライソゾーム病 0 74 下垂体性PRL分泌亢進症 2
20 副腎白質ジストロフィー 0 75 クッシング病 2
21 ミトコンドリア病 1 76 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 2
22 もやもや病 24 77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 10
23 プリオン病 0 78 下垂体前葉機能低下症 26
24 亜急性硬化性全脳炎 0 79 家族性高コレステロール血症（ホモ接合体） 1
25 進行性多巣性白質脳症 0 80 甲状腺ホルモン不応症 0
26 HTLV-1関連脊髄症 1 81 先天性副腎皮質酵素欠損症 1
27 特発性基底核石灰化症 0 82 先天性副腎低形成症 0
28 全身性アミロイドーシス 4 83 アジソン病 1
29 ウルリッヒ病 0 84 サルコイドーシス 47
30 遠位型ミオパチー 1 85 特発性間質性肺炎 96
31 ベスレムミオパチー 0 86 肺動脈性肺高血圧症 48
32 自己貪食空胞性ミオパチー 0 87 肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症 1
33 シュワルツ・ヤンペル症候群 0 88 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 7
34 神経線維腫症 4 89 リンパ脈管筋腫症 1
35 天疱瘡 16 90 網膜色素変性症 21
36 表皮水疱症 16 91 バッド・キアリ症候群 0
37 膿疱性乾癬（汎発型） 4 92 特発性門脈圧亢進症 4
38 スティーヴンス・ジョンソン症候群 2 93 原発性胆汁性肝硬変 43
39 中毒性表皮壊死症 0 94 原発性硬化性胆管炎 1
40 高安動脈炎 19 95 自己免疫性肝炎 30
41 巨細胞性動脈炎 2 96 クローン病 71
42 結節性多発動脈炎 10 97 潰瘍性大腸炎 237
43 顕微鏡的多発血管炎 33 98 好酸球性消化管疾患 1
44 多発血管炎性肉芽腫症 8 99 慢性特発性偽性腸閉塞症 0
45 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 15 100 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 0
46 悪性関節リウマチ 19 101 腸管神経節細胞僅少症 0
47 バージャー病 9 102 ルビンシュタイン・テイビ症候群 0
48 原発性抗リン脂質抗体症候群 0 103 CFC症候群 0
49 全身性エリテマトーデス 286 104 コステロ症候群 0
50 皮膚筋炎／多発性筋炎 94 105 チャージ症候群 0
51 全身性強皮症 108 106 クリオピリン関連周期熱症候群 0
52 混合性結合組織病 36 107 全身型若年性特発性関節炎 0
53 シェーグレン症候群 37 108 TNF受容体関連周期性症候群 0
54 成人スチル病 25 109 非典型溶血性尿毒症症候群 0
55 再発性多発軟骨炎 3 110 ブラウ症候群 0

4　指定難病についての診療

高度の医療の提供の実績
（様式第2）
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4　指定難病についての診療

高度の医療の提供の実績
（様式第2）

疾　　　患　　　名 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 0
112 マリネスコ・シェーグレン症候群 0 162 類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む。） 8
113 筋ジストロフィー 8 163 特発性後天性全身性無汗症 0
114 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 0 164 眼皮膚白皮症 0
115 遺伝性周期性四肢麻痺 0 165 肥厚性皮膚骨膜症 0
116 アトピー性脊髄炎 0 166 弾性線維性仮性黄色腫 0
117 脊髄空洞症 0 167 マルファン症候群 1
118 脊髄髄膜瘤 0 168 エーラス・ダンロス症候群 0
119 アイザックス症候群 0 169 メンケス病 0
120 遺伝性ジストニア 1 170 オクシピタル・ホーン症候群 0
121 神経フェリチン症 0 171 ウィルソン病 7
122 脳表ヘモジデリン沈着症 0 172 低ホスファターゼ症 0

123
禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性

白質脳症
0 173 VATER症候群 1

124
皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優

性脳動脈症
0 174 那須・ハコラ病 0

125
神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性び

まん性白質脳症
0 175 ウィーバー症候群 0

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

154
徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん

性脳症
0 204 エマヌエル症候群 0

155 ランドウ・クレフナー症候群 0 205 脆弱Ｘ症候群関連疾患 0
156 レット症候群 0 206 脆弱X症候群 0
157 スタージ・ウェーバー症候群 0 207 総動脈幹遺残症 0
158 結節性硬化症 2 208 修正大血管転位症 1
159 色素性乾皮症 0 209 完全大血管転位症 0
160 先天性魚鱗癬 0 210 単心室症 2
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4　指定難病についての診療

高度の医療の提供の実績
（様式第2）

疾　　　患　　　名 患者数 疾　　　患　　　名 患者数

211 左心低形成症候群 0 259
レシチンコレステロールアシルトランスフェ

ラーゼ欠損症
0

212 三尖弁閉鎖症 0 260 シトステロール血症 0
213 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 0 261 タンジール病 0
214 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 0 262 原発性高カイロミクロン血症 0
215 ファロー四徴症 0 263 脳腱黄色腫症 1
216 両大血管右室起始症 2 264 無βリポタンパク血症 0
217 エプスタイン病 0 265 脂肪萎縮症 1
218 アルポート症候群 1 266 家族性地中海熱 0
219 ギャロウェイ・モワト症候群 0 267 高ＩｇＤ症候群 0
220 急速進行性糸球体腎炎 0 268 中條・西村症候群 0

221 抗糸球体基底膜腎炎 0 269
化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アク

ネ症候群
0

222 一次性ネフローゼ症候群 40 270 慢性再発性多発性骨髄炎 0
223 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 1 271 強直性脊椎炎 18
224 紫斑病性腎炎 3 272 進行性骨化性線維異形成症 0
225 先天性腎性尿崩症 0 273 肋骨異常を伴う先天性側弯症 0
226 間質性膀胱炎（ハンナ型） 1 274 骨形成不全症 0
227 オスラー病 0 275 タナトフォリック骨異形成症 0
228 閉塞性細気管支炎 0 276 軟骨無形成症 0
229 肺胞蛋白症（自己免疫性又は先天性） 0 277 リンパ管腫症/ゴーハム病 0
230 肺胞低換気症候群 0 278 巨大リンパ管奇形（頚部顔面病変） 0

231 α1－アンチトリプシン欠乏症 1 279
巨大静脈奇形（頚部口腔咽頭びまん性病

変）
0

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

234
ペルオキシソーム病（副腎白質ジストロ

フィーを除く。）
0 282 先天性赤血球形成異常性貧血 0

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

258
ガラクトース－１－リン酸ウリジルトランス

フェラーゼ欠損症
0 306 好酸球性副鼻腔炎 15
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4　指定難病についての診療

高度の医療の提供の実績
（様式第2）

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

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

ル（GPI）欠損症
0

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

315
ネイルパテラ症候群（爪膝蓋骨症候群）／Ｌ

ＭＸ１Ｂ関連腎症
0 327

特発性血栓症（遺伝性血栓性素因によるも
のに限る。）

0

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

（注）　「患者数」欄には、前年度の年間実患者数を記入すること。
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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）

　・データ提出加算

　・入退院支援加算

　・認知症ケア加算

　・精神疾患診療体制加算

　・精神科急性期医師配置加算

　・救命救急入院料

　・特定集中治療室管理料

　・ハイケアユニット入院医療管理料

　・総合周産期特定集中治療室管理料

　・新生児治療回復室入院医療管理料

　・小児入院医療管理料

　・褥瘡ハイリスク患者ケア加算

　・ハイリスク妊婦管理加算

　・ハイリスク分娩管理加算

　・総合評価加算

　・呼吸ケアチーム加算

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・後発医薬品使用体制加算

　・病棟薬剤業務実施加算

　・

　・

　・栄養サポートチーム加算

　・医療安全対策加算

　・感染防止対策加算

　・抗菌薬適正使用支援加算

　・患者サポート体制充実加算

　・緩和ケア診療加算

　・精神科身体合併症管理加算

　・精神科リエゾンチーム加算

　・摂食障害入院医療管理加算

　・急性期看護補助体制加算

　・看護職員夜間配置加算

　・看護補助加算

　・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

高度の医療の提供の実績

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

　・地域歯科診療支援病院歯科初診料

　・歯科外来診療環境体制加算

　・特定機能病院入院基本料

　・超急性期脳卒中加算

　・診療録管理体制加算

　・医師事務作業補助体制加算

（様式第2）
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6　届出が受理されている診療報酬制度における施設基準等（特掲診療科）

　・長期継続頭蓋内脳波検査 　・光トポグラフィー

　・冠動脈CT撮影加算 　・心臓MRI撮影加算

　・小児食物アレルギー負荷検査 　・内服・点滴誘発試験

　・センチネルリンパ節生検（片側） 　・画像診断管理料１

　・ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複
合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮
影又は乳房用ポジトロン断層撮影

　・CT撮影及びMRI撮影

　・胎児心エコー法 　・ヘッドアップティルト試験

　・心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 　・時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト

　・人口膵臓検査 　・皮下連続式グルコース測定

　・神経学的検査 　・ロービジョン検査判断料

　・HPV核酸検出及びHPV核酸検出（簡易ジェノタイプ判定） 　・検体検査管理加算（Ⅰ）

　・遺伝学的検査
　・抗HLA抗体（スクリーニング検査）及び抗HLA抗体（抗体特
異性同定検査）

　・検体検査管理加算（Ⅳ） 　・国際標準検査管理加算

　・在宅患者訪問看護・指導料
　・遠隔モニタリング加算（在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
料）

　・総合医療管理加算（歯科疾患管理料） 　・歯科治療時医療管理料

　・在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 　・持続血糖測定器加算

　・薬剤管理指導料 　・医療機器安全管理料１

　・ハイリスク妊産婦連携指導料２ 　・肝炎インターフェロン治療計画料

　・医療機器安全管理料２ 　・医療機器安全管理料（歯科）

　・ニコチン依存症管理料 　・療養・就労両立支援指導料

　・院内トリアージ実施料 　・外来放射線照射診療料

　・がん治療連携計画策定料 　・ハイリスク妊産婦連携指導料１

　・喘息治療管理料

　・糖尿病合併症管理料 　・がん性疼痛緩和指導管理料

　・移植後患者指導管理料 　・糖尿病透析予防指導管理料

　・乳腺炎重症化予防ケア・指導料 　・地域連携小児夜間・休日診療料２

　・がん患者指導管理料 　・外来緩和ケア管理料

　・ウイルス疾患指導料

施　設　基　準　の　種　類 施　設　基　準　の　種　類

　・抗悪性腫瘍剤処方管理加算 　・外来化学療法加算１

高度の医療の提供の実績

（様式第2）
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　・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） 　・運動器リハビリテーション料（Ⅰ）

　・呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） 　・がん患者リハビリテーション料

　・無菌製剤処理料 　・心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ）

　・歯科口腔リハビリテーション料２ 　・通院・在宅精神療法

　・認知療法・認知行動療法 　・精神科ショート・ケア「大規模なもの」

　・精神科デイ・ケア「大規模なもの」
　・抗精神病特定薬剤治療指導管理料（治療抵抗性統合失
調症治療指導管理料に限る。）

　・医療保護入院等診療料 　・硬膜外自家血注入

　・エタノール局所注入（甲状腺に対するもの） 　・エタノール局所注入（副甲状腺に対するもの）

　・人工腎臓 　・人工膵臓療法

　・CAD/CAM冠
　・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。）

　・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。）

　・骨移植術（軟骨移植術を含む。）（自家培養軟骨移植術に
限る。）

　・後縦靭帯骨化症手術（前方進入によるもの）
　・脳刺激装置植込術（頭蓋内電極植込術を含む。）及び脳
刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置
交換術

　・仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交換術 　・羊膜移植術

　・緑内障手術（緑内障治療用インプラント挿入術（プレートの
あるもの））

　・内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型（拡大副鼻腔手術）

　・乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術（MRIによるもの）
　・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。）

　・ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）
　・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。）
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　・食道縫合術（穿孔、損傷）（内視鏡によるもの）、内視鏡下
胃・十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、胃瘻閉鎖術（内視鏡によるも
の）、小腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）、結腸瘻閉鎖術（内視
鏡によるもの）、腎（腎盂）腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）、尿
管腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）、膀胱腸瘻閉鎖術（内視鏡
によるもの）及び膣腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）

　・経皮的冠動脈形成術（特殊カテーテルによるもの）

　・胸腔鏡下弁形成術及び胸腔鏡下弁置換術 　・経皮的中隔心筋焼灼術

　・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 　・両心室ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

　・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

　・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

　・大動脈バルーンパンピング法（IABP) 　・補助人工心臓

　・バルーン閉塞下経静脈的塞栓術
　・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。）

　・体外衝撃波胆石破砕術 　・腹腔鏡下肝切除術

　・対外衝撃波膵石破砕術
　・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

　・早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 　・体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

　・腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用い
るもの）

　・同種死体腎移植術

　・生体腎移植術 　・膀胱水圧拡張術

　・腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 　・人工尿道括約筋植込・置換術

　・腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術
　・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）

　・内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術 　・胎児胸腔・羊水腔シャント術

　・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。）

　・輸血管理料Ⅰ

　・輸血適正使用加算 　・自己生体組織接着剤作成術
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　・自己コリオプレシピテート作製術（用手法） 　・人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算

　・胃瘻造設時嚥下機能評価加算 　・歯周組織再生誘導手術

　・広範囲顎骨支持型装置埋込手術 　・麻酔管理料（Ⅰ）

　・麻酔管理料（Ⅱ） 　・放射線治療専任加算

　・外来放射線治療加算 　・高エネルギー放射線治療

　・１回線量増加加算 　・強度変調放射線治療（IMRT)

　・画像誘導放射線治療加算（IGRT) 　・体外照射呼吸性移動対策加算

　・定位放射線治療 　・定位放射線治療呼吸性移動対策加算

　・病理診断管理加算 　・悪性腫瘍病理組織標本加算

　・口腔病理診断管理加算 　・クラウン・ブリッジ維持管理料

22/23



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

〇１．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

年145回
（CPC,外科内科病理呼吸器カンファレンス、消化器キャン
サーボード、腎生検カンファレンス、肝生検カンファレンス

等）

剖　検　の　状　況

　・

　・

剖検症例数　　　　33　例　　　／　　剖検率      　　　5.63　%

　・

　・ 　・

(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

　・光トポグラフィー検査を用いたうつ症状の鑑別診断補
助

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

　・

（様式第2）
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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（千円） 補助元又は委託元

眼表面ムチンとオキュラーサー
フェス疾患に関する分析研究

堀　裕一 眼科（大森） 1,560 補　文科省科研費

眼底循環検査を用いた動脈硬化
の把握

柴　友明 眼科（大森） 1,300 補　文科省科研費

未熟児網膜症に対する新しい非
侵襲的眼血流測定

松本　直 眼科（大森） 2,210 補　文科省科研費

ケロイド、肥厚性瘢痕における血
球由来間葉系前駆細胞の分化
発現異常の解析

大西　清（責任者） 形成外科 1,200 補　文部省科学研究費

bFGF誘導性の瘢痕抑制
microRNAの探索と標的核酸治
療法開発の基礎研究

大西　清(分担） 形成外科 600 補　文部省科学研究費

口腔トリアージ法による周術期口
腔管理システムと口腔状態評価
の標準化に関する研究

関谷秀樹 口腔外科、麻酔科 3,640 挑戦的萌芽研究

補　日本学術振興会

好酸球性副鼻腔炎の発症因子と
増悪因子の解明

和田弘太 耳鼻咽喉科 1,400 ⽇本学術振興会 基盤研究(C)

医工連携による心室細動の発現
メカニズムの解明と新たな心臓
突然死の予知指標の開発

池田　隆徳
東邦大学医学部内科学
講座　循環器内科学分
野

1,430
補　平成27年度科学研究費助成事
業（学術研究助成基金助成金）（基盤
研究（C）（一般））

根治切除術後食道癌のNY-
ESO-1抗原発現要請例に対する
IMF-001の多施設共同無作為比
較試験（第Ⅱ相試験）

島田英昭 消化器外科 2,000
委　国立研究開発法人日本医療研
究開発機構　革新的がん医療実用化
研究事業

タンパク質・ペプチド修飾解析に
よる早期がん・リスク疾患診断の
ための血液バイオマーカーの開

島田英昭 消化器外科 650
委　国立研究開発法人日本医療研
究開発機構　次世代がん医療創生研
究事業

ビオチン添加ミルクの栄養学的
意義に関する研究ビオチン添加
ミルクの栄養学的意義に関する

与田仁志 新生児科 2,000 委　（財）糧食研究会

低出生体重児の経腸栄養確立
に対するビフィズス菌投与の有
効性確認試験

与田仁志 新生児科 1,620 委　（財）糧食研究会

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

11

12

10

1

2

3

4

9

5

6

7

8

（様式第3）
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1  研究費補助等の実績

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

（様式第3）

小児慢性特定疾病対策の推進
に寄与する実践的基盤提供に向
けた研究

与田仁志 新生児科 0
補　平成29年度厚生労働省科学研
究補助金

微小音響圧による皮下組織３次
元マッピング

内野泰
糖尿病・代謝・内分泌セ
ンター

2,100 補　日本学術振興会

脂肪との共存を実現する糖尿病
抑制策の探求

熊代尚記
糖尿病・代謝・内分泌セ
ンター

2,700 補　日本学術振興会

３Dプリンターによる立体模型を
用いた脳神経外科手術教育シス
テムの確立（基盤研究（C)一般
80287515）

周郷延雄 脳神経外科 2,698 補　文科省科研費

３Dプリンターによる立体模型を
用いた脳神経外科手術教育シス
テムの確立（基盤研究（C)一般
80287515

根本匡章 脳神経外科 96 補　文科省科研費

３Dプリンターによる立体模型を
用いた脳神経外科手術教育シス
テムの確立（基盤研究（C)一般
80287515

近藤康介 脳神経外科 87 補　文科省科研費

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

石河　晃 皮膚科
研究代表者（新関

寛徳）
一括計上

補　　　厚生労働省

落葉状天疱瘡モノクロナール抗
体による棘融解性水疱形成機序
の解明研究

石井　健 皮膚科 1,100
補　　平成28年度科学研費助成事業
（学術研究助成基金助成金）

落葉状天疱瘡自己抗体解析によ
る水疱形成機序の解明

石河　晃 皮膚科 2,000
補　平成27年度私立大学戦略的研
究基盤形成支援事業

稀少難治性皮膚疾患に関する調
査研究

石河　晃 皮膚科 450 補　　　厚生労働省

骨髄間葉系幹細胞動員活性に
基づく表皮水疱症治療薬開発

石河　晃 皮膚科 200 補　　　日本医療研究開発機構

侵襲性酵母感染症の病原性解
明と疫学・診断法・制御法の研究

澁谷和俊 病理診断科 180
委 国立研究開発法人日本医療研究
開発機構

22

23

19

20

24

13

14

15

16

17

21

18
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1  研究費補助等の実績

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

（様式第3）

真菌感染症の病態解明及び検
査・治療法の確立に関する研究

澁谷　和俊 病理診断科 60
委　国立研究開発法人日本医療研
究開発機構

画像誘導放射線治療を用いた
oligometastasesに対する標準治
療の確立

新部　譲 放射線科 17 補　日本学術振興会 基盤研究(C )

Oligometastasesに対する放射線
治療の個別化治療戦略の確立

新部　譲 放射線科 1,560 補　日本学術振興会 基盤研究(C )

自己免疫疾患の制御をめざす研
究拠点形成

分担：南木敏宏 膠原病科 2,000
文部科学省私立大学戦略的研究基
盤形成支援事業

代表：高橋　啓 大橋・病理

上皮バリア機構の不全により生
じる疾患の克服を目指した事業

分担：南木敏宏 膠原病科 1,000 私立大学研究ブランディング事業

代表：中野裕康 生化学

関節リウマチにおける単球系細
胞に対するフラクタルカインの関
与の解明

代表：南木敏宏 膠原病科 1,560 科学研究費補助金（基盤研究C）

難治性血管炎に関する調査研究 分担：南木敏宏 膠原病科 80
厚生労働科学研究費補助金（難治性
疾患等政策研究事業（難治性疾患政
策研究事業））

代表：針谷正祥 東京女子医科大学

双胎間輸血症候群における胎児
循環不全の診断・管理法の確立

中田雅彦 産科婦人科 900 科研費：基盤研究（C）

ソラフェニブによる5-fluorouracil 桧貝　孝慈 消化器内科 1,880
感受性増強メカニズムと抗腫瘍 分担　永井　英成
効果

進行肝細がんに対する糖鎖依 桧貝　孝慈 消化器内科 3,300
存性細胞障害と分子標的治療薬 分担　永井　英成
による制御

児童・思春期における心の健康
発達・成長支援に関する研究

水野雅文（代表者）
医学部医学科精神神経
医学講座

10,000
補　日本医療研究開発機構(AMED)
障害者対策総合研究開発事業

精神病発症危険状態（ARMS）に
おける認知機能障害形成過程の
解明

水野雅文 医学部 1,560
補　科学研究費助成事業（学術研究
助成基金助成金）

精神病発症危険状態症例の発
症を阻止する生物学的背景に関
する研究

片桐直之 医学部 650
補　科学研究費助成事業（学術研究
助成基金助成金）

(注)1
2
3

36

37

27

34

30

31

32

35

33

28

29

25

26

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

　「補助元又は委託元」欄は、補助の場合は「補」に、委託の場合は「委」に、○印をつけた上で、補助元又は委託元を記入すること。
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2　論文発表等の実績

(1)高度の医療技術の開発及び評価を行うことの評価対象となる論文

№ 発表者名
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

論文種別

1

Igarashi A, Iwanami Y, Sugino
K,

他

リハビリテーション科

Using 6-Min Walk Distance Expressed as a
Percentage of Reference to Evaluate the Effect
of Pulmonary Rehabilitation in Elderly Patients
With Interstitial Lung Disease.

J Cardiopulm
Rehabil Prev.
2018 Feb 26. doi:
10.1097/HCR.00
00000000000305

Others

2

Itokawa T, Okajima Y, Suzuki
T,

他

眼科
Association between Ocular Surface
Temperature and Tear Film Stability in Soft
Contact Lens Wearers.

Invest
Ophthalmol Vis
Sci 59(2):771-
775, 2018 DOI:
10.1167/iovs.17-

Original
Article

3

Matsumoto T, Itokawa T,
Shiba T,

他

眼科
Decreased ocular blood flow after
photocoagulation therapy in neonatal
retinopathy of prematurity.

Jpn J
Ophthalmology
61(6):484-493,
2017 DOI:
10.1007/s10384

Original
Article

4

Shiba T, Takahashi M,
Matsumoto T,

他

眼科

Relationship between Metabolic Syndrome and
Ocular Microcirculation Shown by Laser
Speckle Flowgraphy in a Hospital Setting
Devoted to Sleep Apnea Syndrome Diagnostics.

Journal of
Diabetes
Research
3141678, 2017
DOI:

Original
Article

5

Matsumoto T, Saito Y,
Itokawa T,

他

眼科

Retinal VEGF levels correlate with ocular
circulation measured by a laser speckle-micro
system in an oxygen-induced retinopathy rat
model.

Graefes Arch
Clin Exp
Ophthalmol
255(10),1981-
1990, 2017 DOI:

Original
Article

6

Shiba T, Takahashi M,
Matsumoto T,

他

眼科

Differences in optic nerve head
microcirculation between evening and morning
in patients with coronary artery disease.
Microcirculation.

Microcirculation.
8(1): 91-98,
2017 DOI:
10.1111/micc.12
386

Original
Article

7

Hori Y, Kageyama T,
Sakamoto A,

他

眼科
Comparison of Short-Term Effects of
Diquafosol and Rebamipide on Mucin 5AC Level
on the Rabbit Ocular Surface.

J Ocul Pharm
Ther. 33(6),493-
497, 2017. DOI:
10.1089/jop.2016
.0092

Original
Article

8

Honda M, Ichibayashi R,
Suzuki G,

他

救命救急センター

Consideration of the Intracranial Pressure
Threshold Value for the Initiation of Traumatic
Brain Injury Treatment: A Xenon CT and
Perfusion CT Study.

Neurocriti Care.
2017.7
27.3
308-315

Original
Article

9

Ryo Ichibayashi, Mitsuru
Honda, Hideki Sekiya,

他

救命救急センター
Maximum Tongue Pressure as a Measure of
Post-Extubation Swallowing Ability.

Toho Journal of
Medicine
2017.9
3.3
75-83

Original
Article

10
Ogino A、Okaneya T、Onishi
K

形成外科
Reconstruction of abdominal wall defects using
extended trilobed rectus abdominis
musculocutaneous flap.

Europian Journal
of Plastic
Surgery
2018.2
1-4

Original
Article

11

Ogino A, Onishi K, Nakamichi
M,

他

形成外科
Navigation-assisted nasal bone osteotomy for
malunited fracture.

Journal of
Craniofacial
Surgery
2018.1
29.1
156-158

Original
Article

12
Ogino A, Onishi K, Okada E,

他
形成外科

Medial canthal reconstruction with multiple
local flaps.

Journal of
plastic
reconstructive
aesthetic
surgery open
acces
2017.8
JPRA 138

Original
Article

13

Okaneya T, Ogino A,
Nakamichi M,

他

形成外科 Cauliflower-Like Shaped Osteoma.

Journal of
Craniofacial
Surgery
2017.7
28.5

Case report

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

（様式第3）
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14

Bandoh T, Shiraishi N,
Yamashita Y,

他

形成外科
Endoscopic surgery in Japan: The 12th national
survey(2012-2013) by the Japan Society for
Endoscopic Surgery.

Asian Journal of
Endoscopic
Surgery
2017.11
10.4
345-353

Original
Article

15

Hata Y, Kiribayashi T, Kishi
K,

他

呼吸器外科

Adherence and Feasibility of 2 Treatment
Schedules of S-1 as Adjuvant Chemotherapy
for Patients with Completely Resected
Advanced Lung Cancer: a Multicenter
Randomized Controlled Trial.

BMC Cancer
2017;17:581

Original
Article

16
Makino T, Hata Y, Otsuka H,

他
呼吸器外科

Diffuse FDG uptake in bone marrow in patient
with granulocyte colony-stimulating factor-
producing pleomorphic carcinoma of the lung: a

Mol Clin Onc
2017;7:103-6

Case report

17

Kiuchi Shunsuke, Aikawa
Hiroto, Hisatake Shinji,

他

循環器内科
Efficacy of Intravenous Administration of
Landiolol in Patients With Acute Heart Failure
and Supraventricular Tachyarrhythmia

Journal of
Clinical Medicine
Research
2017.4
9.5

Original
Article

18

Aonuma K, Shiga T, Atarashi
H,

他

循環器内科

Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring of
Cardiovascular Drugs Clinical Use of Blood
Drug Concentration Monitoring (JCS 2015)　―
Digest Version ―

Circulation
Journal
2017.4
81.4
581-612

Review

19

Kiuchi Shunsuke, Hisatake
Shinji, Kabuki Takayuki,

他

循環器内科

Cardio-Ankle Vascular Index and C-Reactive
Protein Are Useful Parameters for
Identification of Ischemic Heart Disease in
Acute Heart Failure Patients

Journal of
Clinical Medicine
Research
2017.8
40

Original
Article

20

Yabe Takayuki, Toda
Mikihoto, Nakanishi Rine,

他

循環器内科
Clinical outcome of treatment with or without a
final kissing balloon technique for bifurcation
in-stent restenosis lesions

Journal of
Cardiology
2017.6
69
808-814

Original
Article

21

Kiuchi Shunsuke, Fujii
Takahiro, Hisatake Shinji,

他

循環器内科
Experience with long-term administration of
tolvaptan to patients with acute
decompensated heart failure

Drug
Discoveries &
Therapeutics
2017.6
11.3

Original
Article

22

Okubo Ryo, Nakanishi Rine,
Toda Mikihito,

他

循環器内科

Pericoronary adipose tissue ratio is a stronger
associated factor of plaque vulnerability than
epicardial adipose tissue on coronary computed
tomography angiography

Heart and
Vessels
2017.7
32
813-822

Original
Article

23

Amano Hideo, Saito Daiga,
Yabe Takayuki,

他

循環器内科
Efficacy and Safety of Triple Therapy and Dual
Therapy With Direct Oral Anticoagulants
Compared to Warfarin

International
Heart Journal
2017.7
58
570-576

Original
Article

24

Kabuki Takayuki, Nakanishi
Rine, Hisatake Shinji,

他

循環器内科

A treatment strategy using subcutaneous
fondaparinux followed by oral rivaroxaban is
effective for treating acute venous
thromboembolism

Journal of
Cardiology
2017.7
32
813-822

Original
Article

25

Shinohara Masaya、Fujino
Tadashi、Koike Hideki、

他

循環器内科

Assessment of a novel transdermal selective
β1-blocker, the bisoprolol patch, for treating
frequent premature ventricular contractions in
patients without structural heart disease

Journal of
Cardiology
2017.9
70
212-219

Review

26

Antiperovitch P, Zareba W,
Steinberg JS,

他

循環器内科
Proposed in-training electrocardiogram
interpretation competencies for undergraduate
and postgraduate trainees.

Journal of
Hospital
Medicine
2017.11
5

Original
Article

27

Koike Hideki, Fujino Tadashi,
Koike Makiko,

他

循環器内科
Bleeding with oral anticoagulant dabigatran is
highly associated with occult cancers in atrial
fibrillation patients

Future
Cardiology
2017.12
5.1
1-10

Original
Article

28

Wakakura Shingo, Hara
Fumihiko, Fujino Tadashi,
Hamai Asami, Ohara Hiroshi,
Kabuki Takayuki, Harada
Masahiko, Ikeda Takanori

循環器内科
Comparison of Direct Oral Anticoagulants and
Warfarin in the Treatment of Deep Venous
Thrombosis in the Chronic Phase

International
Heart Journal
2018.1
59.1
126-135

Original
Article

29

Ikeda Takanori, Yasaka
Masahiro, Kida Makoto,

他

循環器内科

A survey of reasons for continuing warfarin
therapy in the era of direct oral anticoagulants
in Japanese patients with atrial fibrillation: the
SELECT study

Patient
Preference and
Adherence
2018.1
12

Original
Article

30

Katayama Y†,Okuma S
†,Shiono N†,

他

心臓血管外科
Safety and effectiveness of tolvaptan for fluid
management after pediatric cardiovascular
surgery

General
Thoracic and
Cardiovascular
Surgery
2017.6

Original
Article

5/9



31

Ozawa T†,Katayama Y†,
Shiono N†,

他

心臓血管外科
Open-square technique using a novel pre-
cuffed, spiral-ringed conduit for the Norwood
procedure

Interactive
CardioVascular
and Thoracic
Surgery
2017.4
25.1
125-127

Original
Article

32

Hara m†,Muneyasu K,
Tokuhiro K,

他

心臓血管外科
Aortic valve replacement in a patient with
multiple myeloma and cardiac amyloidosis

Toho J Med 3
2017.9
96-99

Original
Article

33

Katayama Y†,Ozawa T
†,Shiono N†,

他

心臓血管外科
Indocyanine green fluorescence angiography
aids in intraoperative management of an adult
with Ebstein anomaly.

Toho Journal of
Medicine
2017.9
93-95

Case report

34
Hara M†,Fujii T†,Kawasaki M,

他
心臓血管外科

Endovasclar treatment for Kommerell's
diverticulum with a right-sided aortic arch.

Ann Vasc Dis
2017.10
74-76

Others

35

Yokoyama Y, Nishiwaki Y,
Michikawa T,

他

整形外科
The association of kyphosis assessed in supine
and standing positions with future activities of
daily living dependence: Kurabuchi Study

Archives of
Osteoporosis
2017.11
12.1
105

Original
Article

36

Sasaki Y†, Murakami Y†, Zai
H†,

他

総合診療科

Effect of antibiotics for infectious diarrhea on
the duration of hospitalization: A retrospective
cohort study at a single center in Japan from
2012 to 2015.

Journal of
Infection and
Chemotherapy
24 (1) ：59 -64 ,
2017

Original
Article

37

Yamamoto Y, Sasaki Y†,
Kougame M,

他

総合診療科
Giant oesophageal stromal tumour presenting
with dyspnea and clubbed fingers. 

BMJ  ：
doi:10.1136/bcr-
2017-220540 ,
2017

Case report

38

Sasaki Y†, Saito M†, Koshiba
Y†,

他

総合診療科
Idiopathic mesenteric phlebosclerosis
associated with herbal drugs presenting with
asymptomatic fecal occult blood.

Journal of
General and
Family Medicine 
18 (6) ：475 -476
, 2017

Case report

39

Hanji Y†, Sasaki Y† ,
Matsumoto Y†,

他

総合診療科
Metronidazole-induced encephalopathy
associated with treatment for liver abscesses. 

Journal of
General and
Family Medicine 
：
doi:10.1002/jgf2.

Case report

40
Sasaki Y†, Suzuki T†, Zai H†,

他
総合診療科

Esophageal ulcer associated with
inappropriately taken doxycycline: A benign
mimicker of esophageal cancer.

Journal of
General and
Family Medicine
：
doi:10.1002/jgf2.

Case report

41

Hashimoto Y†, Uyama M
†,Takada Y†,

他

皮膚科
Dermoscopic features of nail psoriasis treated
with biologics.

The Journal of
Dermatology.
44:538-
541,2017.5

Original
Article

42

Y.Kumagai,N.Umegaki-
Arao,T.Sasaki,

他

皮膚科

LETTER TO THE EDITOR Distinct phenotype
of epidermolysis bullosa simplex with infantile
migratory circinate erythema due to frameshift
mutations in the V2 domain of KRT5.

Journal of the
European
Academy of
Dermatology and
Venereology.

Original
Article

43

Heppe EN, Tofern S, Schulze
FS,

他

皮膚科

Experimental laminin 332 mucous membrane
pemphigoid critically involves C5aR1 and
reflects clinical and immunopathological
characteristics of the human disease.

J Invest
Dermatol.137(8):
1709-1718.
2017.8

Original
Article

44
Yoshida K†, Ishii K† , Ishiko
A†

皮膚科
Alopecia developed in a transitional case from
pemphigus foliaceus to pemphigus vulgaris .

The Journal of
Dermatology.
44:306-
307,2017.11

Others

45

Iwabuchi C, Ebana H, Ishiko
A†,

他

皮膚科

Skin lesions of Birt-Hogg-Dubé syndrome:
Clinical and histopathological findings in 31
Japanese patients who presented with
pneumothorax and/or multiple lung cysts.

J Dermatol Sci.
89(1):77-
84,2018.1

Original
Article

46

 Executive Committee of the
guideline for the diagnosis
and treatment of scabies the
Japanese Dermatological
Association(†A.Ishiko)

皮膚科
Guideline for the diagnosis and treatment of
scabies in Japan (third edition).

Journal of
Dermatology 44:
991–1014,2017.5

Others

47

Shinozaki M, Tochigi N,
Sadamoto S,

他

病理診断科

Histopathological Diagnosis of Invasive Fungal
Infections in Formalin-Fixed and Paraffin-
Embedded Tissues in Conjunction with
Molecular Methods: Comparison of
Reproducibility and Reliability of

Med. Mycol. J.
2018.1
59.1
E7-E18

Original
Article
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48 Niibe Y, Jingu K, Onishi H 放射線科
Long-term outcome of surgery or stereotactic
radiotherapy for lun oligo-recurrence

J thorac Oncol
12: e191, 2017

Others

49
Niibe Y, Onda T, Matsuo K,

他
放射線科

PhaseII study of concurrent chemoradiotherapy
using nedaplatin for locally advanced uterine
cervical carcinoma (KGROG0501): Final Results

Anticancer  Res
37: 6983 - 6988,
2017

Original
Article

50

Tsukada Y, Higashi T,
Shimada H,

他

放射線科

The use of neoadjuvant therapy for resectable
locally advanced thoracic esophageal squamous
cell carcinoma in an analysis of 5016 patients
from 305 designated cancer care hospitals in
Japan.

International
Journal of
Clinical
Oncology  23 (1)
：81-91 , 2018

Original
Article

51
Imai W, Sasaki M, Aoki K,

他
臨床検査部

Simple Screening for Carbapenemase-
Producing Enterobacteriaceae by Moxalactam
Susceptibility Testing.

J Clin Microbiol.
2017l;55:2276-
2279.

Original
Article

52

Hiroshi Sato, Sei Muraoka,
Natsuko Kusunoki,

他

膠原病科
Resistin upregulates chemokine production by
fibroblast-like synoviocytes from patients with
rheumatoid arthritis.

Arthritis Res.
Ther.
2017.12
19.1
263-272

Original
Article

53

Shigiyama F, Kumashiro N,
Miyagi M,

他

糖尿病・代謝・内分泌センター

Linagliptin improves endothelial function in
patients with type 2 diabetes:A randomized
study of linagliptin effectiveness on endothelial
function.

J Diabetes
Investig
8(3):330-
340,2017.5

Original
Article

54

Shigiyama F, Kumashiro N,
Miyagi M,

他

糖尿病・代謝・内分泌センター

Effectiveness of dapagliflozin on vascular
endothelial function and glycemic control in
patients with early-stage type 2 diabetes
mellitus:DEFENCE study.

Cardiovasc
Diabetol
16(1):doi:10.1186
/s12933-017-
0564-0.,2017.7

Original
Article

55
Iga R, Uchino H, Kanazawa K,

他
糖尿病・代謝・内分泌センター

Glycemic Variability in Type 1 Diabetes
Compared with Degludec and Glargine on the
Morning Injection: An Open-label Randomized
Controlled Trial.

Diabetes Ther
8(4):783-
792,2017.8

Original
Article

56

Shigiyama F, Kumashiro N
,Furukawa Y,

他

糖尿病・代謝・内分泌センター
Characteristics of hepatic insulin-sensitive
nonalcoholic fatty liver disease.

Hepatol
Commun
1(7):634-
647,2017.9

Original
Article

57

Hirose T, Cai A Yeo K.P,
Imori M,

他

糖尿病・代謝・内分泌センター

Open-label,randomized study comparing basal
insulin peglispro and insulin glargine, in
combination with oral antihyperglycemic
medications, in insulin-native Asian patients
with type 2 diabetes.

J Diabetes
Investig
9(1):100-
107,2018.1

Original
Article

58

Nemoto M, Masuda H,
Sakaeyama Y,

他

脳神経外科
Clinical Characteristics of Subarachnoid
Hemorrhage with an Intracerebral Hematoma
and Prognostic Factors.

J Stroke
Cerebrovasc
Dis.DOI:
10.1016/j.jstroke
cerebrovas
dis.2017.11.034

Original
Article

59

Kaneko H＊†, Otsuka Y†,
Kubota Yoshihisa†,

他

一般・消化器外科 Evolution and revolution of laparoscopic liver resection in Japan. 

Annals of
Gastroenterologi
cal Surgery
1(1):33-43.2017

Review

60

Shimada H＊†, Fukagawa T,
Haga Y,

他

一般・消化器外科

Does postoperative morbidity worsen the
oncological outcome after radical surgery for
gastrointestinal cancers? A systematic review
of the literature.

Annals of
Gastroenterologi
cal Surgery
1(1):11-23.2017

Review

61

Nanami T†, Shimada H＊†,
Yajima S†,

他

一般・消化器外科

Prospective pilot study of adoptive
immunotherapy with autologous αβT cells for
five cases of advanced and/or recurrent
esophageal squamous cell carcinoma.

Esophagus
14(4):303-
308.2017

Original
Article

62

Funahashi K†, Kurihara A†,
Ushigome M†,

他

一般・消化器外科
Laparoscopic suture rectopexy for treatment of
refractory full-thickness rectal prolapse in
5patients aged 90-100 years.

Toho Journal of
Medicine
3(2):66-70.2017

Case report
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63

Murayama K†, Nanami T†,
Suzuki Takashi†,

他

一般・消化器外科
Negative conversion of high serum p53
antibody titers in a patient with gastric cancer
at 31 months after surgery.

Clinical Journal
of
Gastroenterolog
y  10(4):357-
360.2017

Case report

64

Kaneko T†, Nemoto T＊†,
Funahashi K†,

他

一般・消化器外科
Differences in innervated neurons of the
internal anal sphincter based on age and sex: A
histological study.

Geriatrics &
Gerontology
International
18(3):495-
500.2018

Original
Article

65

Sumazaki M†, Saito F†,
Ogata H†,

他

一般・消化器外科

Streptococcal toxic-shock syndrome due to
Streptococcus dysgalactiae subspecies
equisimilis in breast cancer-related
lymphedema: a case report.

Journal of
medical case
reports
11(1):191.2017

Case report

66

Shiratori F†, Shimada H＊†,
Yajima S†,

他

一般・消化器外科

Relationship between ABO blood group and
clinicopathological factors and their effect on
the survival of Japanese patients with
esophageal squamous cell carcinoma.

Surgery today
47(8):959-
965.2017

Original
Article

67

Okada R†, Shimada H＊†,
Otsuka Y†,

他

一般・消化器外科
Serum p53 antibody as a potential tumor
marker in extrahepatic cholangiocarcinoma.

Surgery today
47(12):1492-
1499.2017

Original
Article

68

Kubota Y†, Ogata H†, Saito
F†,

他

一般・消化器外科

Persistent serum p53 antibody titer following
mastectomy for locally advanced breast cancer
was associated with recurrence of cancer in
central nervous system.

Toho Journal of
Medicine
3(4):142-
145.2017

Case report

69

Kubota Y†, Ogata H†,
Otsuka S†,

他

一般・消化器外科
Presence of Autoantibodies against Ras-like
GTPases in Serum in Stage I/II Breast Cancer.

Toho Journal of
Medicine
3(4):125-
130.2017

Original
Article

70

Suzuki T†, Funahashi K†,
Ushigome M†,

他

一般・消化器外科
Diagnostic and Prognostic Impact of Serum p53
Antibody Titration in Colorectal Cancer.

Toho Journal of
Medicine
3(4):107-
115.2017

Original
Article

71

Yajima S†, Shimada H＊†,
Nemoto T†,

他

一般・消化器外科
Clinicopathological significance of serum NY-
ESO-1 antibodies in patients with gastric
cancer.

Toho Journal of
Medicine
3(4):101-
106.2017

Original
Article

72

Okada R†, Shimada H＊†,
Tagawa M,

他

一般・消化器外科
Profiling of serum autoantibodies in Japanese
patients with hepatocellular carcinoma.

Toho Journal of
Medicine
3(3):84-92.2017

Original
Article

73

Kubota Y†, Shimada H＊†,
Saito F†,

他

一般・消化器外科

Perioperative Monitoring of Serum p53
Antibody Titers in Japanese Women Undergoing
Surgical Treatment After Neoadjuvant
Chemotherapy for Locally Advanced Breast
Cancer.

Toho Journal of
Medicine
3(2):58-65.2017

Original
Article

74

Urabe N, Sakamoto S, Sano
G,

他

呼吸器内科

Usefulness of Two Aspergillus PCR Assays and
Aspergillus Galactomannan and β-d-Glucan
Testing of Bronchoalveolar Lavage Fluid for
Diagnosis of Chronic Pulmonary Aspergillosis. 

Journal of
clinical
microbiology  55
(6) ：1738 -1746
, 20

Original
Article

75

Koyama K, Isshiki T, Shimizu
H,

他

呼吸器内科
The Activities of Daily Living after an Acute
Exacerbation of Idiopathic Pulmonary Fibrosis. 

Internal medicine
  56 (21) ：2837
-2843 , 2017

Original
Article

76

Isshiki T, Akiba H, Nakayama
M,

他

呼吸器内科
Cutting Edge : Anti- TIm3 Treatment
Exacerbates Pulmonary Inflammation and
Fibrosis in Mice. 

The Journal of
Immunology  199
(11) ：3733 -
3737 , 2017

Original
Article

77

Furuya K, Sakamoto S,
Shimizu H,

他

呼吸器内科
Pirfenidone for acute exacerbation of idiopathic
pulmonary fibrosis: A retrospective study.

Respiratory
medicine  126 ：
169 -173 , 2017

Original
Article

78

Takano M, Nakata M, Murata
S,

他

産婦人科
Chorioamniotic Membrane Separation after
Fetoscopic Laser Photocoagulation.

Fetal diagnosis
and therapy
2018.1
43.1
40-44

Original
Article
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79
Ito A, Nakata M, Oji A,

他
産婦人科

Diagnosis of umbilical cord entanglement in a
monochorionic diamniotic twin pregnancy with
spontaneous septostomy of the dividing
membranes using dual-gate Doppler imaging.

Journal of
Medical
Ultrasonics
2018.1
45.1

Original
Article

80

Katagiri N, Pantelis C,
Nemoto T,

他

精神神経科
Symptom recovery and relationship to
structure of corpus callosum in individuals with
an 'at risk mental state'.

Psychiatry Res
Neuroimaging.
2018 Feb
28;272:1-6. doi:
10.1016/j.pscych

Original
Article

(注)1

2

3

4

5

6

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

番号

1

2

3

～

(注)1

2

　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。

発表者氏名
筆頭著者の

特定機能病院における所属

　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。
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(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 

設置について、医学部長および病院長の責務について、倫理委員会の役割について、 

委員ならびに事務に従事する者の責務について、教育、研修について、申請の手続きについて、 

審査事項について、報告について、記録の保存について、審査結果等の公表について、 

実施状況の報告、調査、中止および変更命令について、臨時の専門部会の設置について 

③ 倫理審査委員会の開催状況  年10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 

設置について、目的について、構成員について、職務について、予算について、 

事務について、規程改定について 

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10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1回 

（web講習の受講は常時可能） 

 ・研修の主な内容 

 「ＡＰＲＩＮ ｅラーニングプログラム」 

 「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針および利益相反について」 

(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 

東邦大学医学部は「良き臨床医を育てる」ことを学是としている。「良き臨床医」とは、患者さんを全人的にか

つ高い技術と適切な態度で診ることができる医師と考えている。卒後２年間の前期臨床研修が終了し、３年目以

降は各自それぞれの専門分野に所属し研修を行うが、この後期臨床研修は、将来の医師としての質を決定する重

要な期間である。当院では、卒後３年目以降は、５年間のレジデント、さらに５年間のシニアレジデントの職位

を設け、大学付属病院においては専門性を求めた研修を行い、教育関連病院においては、それぞれの科の一般性

を軸とした研修を行うことにより、幅広くかつ専門性の高い両輪での教育を実践している。現在、具体的な後期

研修プログラムには42のコース（口腔外科含む）があり（http://www.trainee.med.toho-u.ac.jp/kouki/progra

m.htm）、臨床医としての基礎から専門性の高い領域までの教育が行われ、各分野の認定医・専門医・指導医など

の資格を取得できる教育体制を整えている。もちろん、臨床のみならず、研究活動を同時に行い、学位を取得す

ることも可能である。さらに、後輩の教育も重要な責務であり、医学生や研修医の教育を通じて、「良き臨床医

」としての基盤を構築できる研修体制を確立している。 

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

に対する専門的な研修について記載すること。 

2 研修の実績 

  上記研修を受けた医師数         137.0 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        

瓜田 純久 内科 教授           33年  

関東 裕美 アレルギー科 臨床教授           37年  

南木 敏宏 リウマチ科 教授           27年  

島田 長人 外科 臨床教授           36年  

伊豫田 明 呼吸器外科 教授           27年  

船橋 公彦 消化器外科 教授           31年  

渡邉 善則 心臓血管外科 教授         36年  

黒岩 実 小児外科 教授           38年  

水野 雅文 精神科 教授         32年  

小原 明 小児科 教授         39年  

土谷 一晃 整形外科 教授           40年  

周郷 延雄 脳神経外科 教授           30年  

石河 晃 皮膚科 教授           32年  

中島 耕一 泌尿器科 教授          24年  

森田 峰人 産科 教授           35年  

森田 峰人 婦人科 教授           35年  

堀 裕一 眼科 教授           23年  

和田 弘太 耳鼻咽喉科 教授           22年  

寺原 敦朗 放射線科 教授          32年  

関谷 秀樹 歯科 准教授          39年  

落合 亮一 麻酔科 教授           35年  

本多 満 救急科 准教授      26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） 

◇ 輸液ポンプ等医療機器に関する研修：5/8～10（3回）：136名 

◇ BLS研修：7/8, 7/15, 8/5, 9/9, 9/30, 10/7, 10/28（7回）：128名 

◇ BLS・AED研修：9/21, 10/19, 11/16, 12/21, 1/18, 2/15（6回）：56名 

◇インフォームドコンセント：10/23～24（2回）：127名 

◇看護倫理研修Ⅰ：1/12, 1/16（2回）113名 

◇看護倫理研修Ⅱ：11/14, 11/21（2回）：47名 

◇がんエンド・オブ・ライフ・ケア：11/18～19（2回）：40名（内、院外23名） 

 

② 業務の管理に関する研修の実施状況（任意） 

◇ メンバーシップ研修：6/13, 6/14（4回）：121名 

◇ コーチング研修：2/28（1回）：44名 

◇ リーダー研修：6/17（1回）：56名 

◇ 問題解決技法：5/12（1回）：41名 

◇ リーダーシップ研修：1/11（1回）：20名 

◇ コミュニケーション研修：9/27, 10/26（2回）：19名 

◇ プリセプター研修：2/22, 3/1（2回）：117名 

◇ 看護補助者研修（各種）：7/5, 7/11, 10/4, 10/6, 10/18, 10/20（12回）：144名 

◇ 看護管理者研修：4/25～27, 9/15, 9/9, 9/23, 2/9（5回）：138名 

◇ 看護教育担当・指導者研修：5/14, 5/16, 1/19, 2/6（2回）：50名 

◇ 院内コンフリクト・マネジメント研修：10/14，2/24（2回）：57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 

◇がんエンド・オブ・ライフ・ケア：11/18～19（2回）：40名（内、院外23名） 

  

 

(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 瓜田 純久 

管理担当者氏名 

医療安全管理部 部長 渡邊正志、感染管理部 部長 舘田一博、薬剤部 部長 西澤

健司、臨床工学部 次長 元木康裕、総合相談部 部長 廣井直樹、中央放射線部 
次長 島田豊、医療情報管理センター 課長補佐 草道裕子、総務課 次長 大島 勝
、人事課 課長 樋山恵、医事課 課長 奥喜代江 

 
 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 ・電子保存およびターミ
ナルデジット方式にて
分類 
・診療記録・診療諸記録
取り扱いに関する規定 
 
※診療録の学外への持出
は原則禁止（「診療記録
・診療諸記録取り扱いに

関する規定」に準ずる） 

各科診療日誌 医療情報管理センター 

処方せん 医療情報管理センター 

手術記録 医療情報管理センター 

看護記録 医療情報管理センター 

検査所見記録 医療情報管理センター 

エックス線写真 医療情報管理センター 

紹介状 医療情報管理センター 

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 

医療情報管理センター 

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 人事課 ・当該規程・規約等に準
じ、担当部門において、
コンピュータ又はファ
イル等により保管、管理
している 

高度の医療の提供の実績 診療科及び総務課 

高度の医療技術の開発及び評価
の実績 

診療科及び総務課 
 

高度の医療の研修の実績 診療科及び総務課 

閲覧実績 医療情報管理センター 

紹介患者に対する医療提供の実
績 

医事課 
 

入院患者数、外来患者及び調剤
の数を明らかにする帳簿 

薬剤部及び医事課 

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 
・当該規程・規約等に準
じ、担当部門において、
コンピュータ又はファ
イル等により保管、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 

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 

総務課及び医療安全管理
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 

感染管理部 
・当該規程・規約等に準
じ、担当部門において、
コンピュータ又はファ
イル等により保管、管理
している 

院内感染対策のための委員会の
開催状況  

感染管理部 

従業者に対する院内感染対策の
ための研修の実施状況  

感染管理部 

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  

感染管理部 

医薬品安全管理責任者の配置状
況  

薬剤部 

従業者に対する医薬品の安全使
用のための研修の実施状況  

薬剤部 

医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 

臨床工学部及び中央放射
線部 

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 

臨床工学部及び中央放射
線部 

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 

臨床工学部及び中央放射

線部 

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 

臨床工学部及び中央放射

線部 



 
 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
三
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項 

医療安全管理責任者の配置状
況 

総務課及び医療安全管理
部 

・当該規程・規約等に準
じ、担当部門において、
コンピュータ又はファ
イル等により保管、管理
している 

専任の院内感染対策を行う者
の配置状況 

総務課及び感染管理部 

医薬品安全管理責任者の業務
実施状況 

薬剤部 

医療を受ける者に対する説明
に関する責任者の配置状況 

医療安全管理部 

診療録等の管理に関する責任
者の選任状況 

医療情報管理センター 

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 

高難度新規医療技術管理

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 

未承認新規医薬品等管理
部 

監査委員会の設置状況 
総務課及び法人本部総務

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 

総合相談部 

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

医療安全管理部 

職員研修の実施状況 医療安全管理部 

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 

総務課及び医療安全管理
部 

(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              事務部総務課 次長 大島 勝 

 閲 覧 担 当 者 氏 名              事務部総務課 課長補佐 涌井 芳樹 

 閲覧の求めに応じる場所              個人情報管理室 

 閲覧の手続の概要 

 

病院もしくは病院長宛の公文書による依頼・照会に基づき、閲覧の申込みを受付ける。 

受け付けられた内容に対し、病院長が認めた内容について閲覧を実施する。 

なお、閲覧は、管理部署（事務部総務課）職員ならびに関係の教職員が立ち会い、指定の 

閲覧場所（個人情報管理室）にて行う。 

 

(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： 
   
  ◇総則         

◇組織および体制    
  ◇医療安全管理委員会、安全管理対策委員会及び医療事故調査委員会等の 
   設置 
  ◇報告等に基づく医療に係る安全確保を目的とした改善方策 
  ◇職員研修 
  ◇医療事故への具体的対応・対策 
  ◇医療従事者と患者との間の情報共有 
  ◇患者等からの苦情・相談への対応 
  ◇本指針の見直し 
 

 

 
② 医療に係る安全管理のための委員会の設置及び業務の状況 
 
・ 設置の有無（ ○有・無 ） 
・ 開催状況：年12回 
・ 活動の主な内容： 
 ◇インシデント及びアクシデントの実態の把握と、その背景の分析と評価 
 ◇医療の質と安全を確保するための具体策の策定と実施 

  ◇医療の質と安全を確保するためのマニュアル作成と励行 
  ◇医療の質と安全を確保するための知識の向上をはかるための院内研修の実施 
  ◇他の病院における医療事故情報の収集とその要約の院内広報 
  ◇医療安全マニュアルの定期的な点検の実施と改善、及び検証 
  ◇医薬品の安全使用に関する管理 
  ◇医療機器の安全使用に関する管理 
  ◇相談・苦情内容の実態把握および分析と評価 
  
  ・改善方策の実施状況のモニタリングおよび管理を行うとともに各種現場への 
   フィードバックを目的とするために、随時関連部署の巡回を行う。 
 

 

 
③ 医療に係る安全管理のための職員研修の実施状況 

 
     年 6 回 

 
 ・ 研修の内容（すべて）： 
 
  ◇第１回 全体研修（5/29～5/30：1,526名） 
 
  ◇第１回 ＤＶＤ上映研修会（6/27、28、7/4～7/7：1,013名） 
 
  ◇第２回 全体研修（11/27～11/28：1,219名） 
 
  ◇第２回 ＤＶＤ上映研修会（12/8、14、18、20、26、27：1,116名） 
 
  ◇第１回 医療安全研究会（10/17：39名） 
 
  ◇第２回 医療安全研究会（2/20：33名） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
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： 
 
  ◇院内での医療事故やヒヤリハット、その他報告が必要な事象に遭遇した場合、 
   インシデント・アクシデント支援システム（あんしん君）へ入力し、医療 
   安全管理部へ報告する。 
   死亡報告（モニタ君）システムを用いて行う。 
  ◇管理者が定める２０項目の報告は、「毎日報告」（院長報告）で行い、 
   リアルタイムに事例発生をモニタリングする。 
   その後、院長報告基準以上の事例については後日、医療安全報告書の提出 
   を求める。 
  ◇改善策の策定は、毎週開催される医療安全管理委員会において、あんしん君 
   で報告され全事例を評価し、改善が必要と思われる事例については改善策の 
   策定を求める。 
   院内で協議すべき事例や統一すべき改善策は医療の質委員会へ提出する。 
  ◇安全管理対策委員会は、提出された改善案の妥当性を審議し、院内全体で 
   取り組めるよう標準化・統一化する。 
 
 
 

 

(注）前年度の実績を記入すること。 



 
 
 

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

 
 
① 院内感染対策のための指針の策定状況 

 
    〇有・無 

 
  ・ 指針の主な内容： 
・ 指針の主な内容： 

骨子「院内感染より患者及び医療従事者の身を守るために、手指衛生及び感染予防策を 

徹底させる」 

◇ 感染対策に関する基本的考え方 

◇ 感染対策のための委員会 

◇ 感染対策のための従事者に対する研修に関する基本指針 

◇ 感染症の発生状況の報告に関する基本方針 

◇ 感染症発生時の対応に関する基本方針 

◇ 他病院との連携に関する基本方針 

◇ 患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

◇ その他の感染対策の推進のために必要な指針 

 
 
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： 

◇ 厚労省・東京都等からの通達 

◇ 感染症報告書の集計報告 

◇ 主要菌サーベイランス報告 

◇ 抗菌薬使用状況、耐性菌発生件数報告 

◇ ICTラウンド結果報告 

◇ 耐性菌警告書発行報告 

◇ マニュアル改定・作成報告 

◇ 研修報告 

◇ 感染防止対策加算における連携に関する活動報告 

等を行い、院内感染上問題となる状況やその徴候について審議。 

また、衛生委員会、医療安全管理部と連携し、感染対策の推進を図っている。 

 
 
③ 従業者に対する院内感染対策のための研修の実施状況 

 
年14回 

・ 研修の主な内容： 

◇ 全職員対象とした全体研修を年2回実施 

◇ 新規採用者に対する研修の実施…医師、研修医、看護師対象に院内感染の基礎知識等 



 
 
 

 

◇ 各職種にあわせた研修の実施 

  医師、研修医、看護師向け：微生物検査の提出と結果の解釈、感染症診療の基本と 

ＴＤＭ・届出、結核画像の読み方、耐性菌の基礎知識、 

 その他：ヘルパー、クラーク、清掃員業務士 等 

 
 
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： 

◇ 検査部における各種耐性菌の早期発見 

◇ 電子カルテを利用した感染情報の共有 

◇ 臨床現場における感染予防策の徹底と耐性菌警告文書の発行 

◇ 各種サーベイランスの実施 

◇ 病棟・外来・その他施設の環境ラウンド及び耐性菌検出患者のラウンドの実施 

◇ 抗菌薬適正使用の教育・推進活動 

◇ マニュアルの見直しと改訂 

 

(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 

 
    〇有・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 11回 

 
 ・ 研修の主な内容： 
   ・医薬品の有効性・安全性に関する情報 

・使用方法に関する事項 
・業務手順書に関する事項 
・副作用が発生した場合の対応に関する情報 

 
 
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        （ 〇有・無 ） 
 ・ 手順書の内訳に基づく業務の主な内容： 

・医薬品の業務手順書の作成 
・医薬品の安全使用のための研修 

   ・業務手順書に基づく実施状況の確認・記録 
   ・改善のための方策の実施 
 
 
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        （ 〇有・無 ） 
 ・ 未承認等の医薬品の具体的な使用事例（あれば）：無し 
 
 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 

1)PMDAおよび製薬企業からの医薬品安全情報を速やかに伝達（お知らせの配布・院内ネット（
メール配信）の利用・会議報告）。 

2)個別対応が必要な場合は、処方科・医師を調査・特定し、個別に情報を伝達している。 
    （ノベルジン錠の適応追加に伴う用法・用量のオーダリング初期設定変更についての連絡及 

び注意） 
3)セーフティマネージャー会議等を通じて報告内容を全職員に閲覧し周知を図っている。 
4)院内副作用報告は医薬品情報室で一元化。薬事委員会で報告後職員にも情報を発信している
(26件)。 

以上の情報は院内ネットで職員は全て随時入手できる体制となっている。 
 
 
(注）前年度の実績を記入すること。 
 
 
 
  



 
 
 

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

る措置 
 
 
① 医療機器安全管理責任者の配置状況 

 
   〇有・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150回 

 
 ・ 研修の主な内容： 

◇ 除細動器の院内配置と使用時の留意点について講義 
◇ 人工呼吸器の操作、注意事項についての講義および実技指導 
◇ 放射線治療装置の操作、注意事項についての講義 
◇ 閉鎖式保育器の操作、注意事項についての講義および実技指導 

 
 
 
 
 
 
③ 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の実施状況 
 
 ・ 医療機器に係る計画の策定        （ 〇有・無 ） 
 ・ 機器ごとの保守点検の主な内容： 

◇ 外部委託（メーカー）定期保守： 
人工呼吸器、放射線治療装置、血液浄化装置、閉鎖式保育器、人工心肺装置、補助循環装置 

◇ 院内実施定期保守： 
除細動器、血液浄化装置、輸液・シリンジポンプ 

 
 
 
 
 
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        （ 〇有・無 ） 
 ・ 未承認等の医療機器の具体的な使用事例（あれば）：無し 
   ＰＭＤＡ（医薬品医療機器総合機構）メディナビに登録 
 
 
 
  ・ その他の改善のための方策の主な内容： 
   ◇ 医療機器安全管理情報（PMDA医療機器回収情報）報告書の作成 

◇ セ-フティマネジャー会議で院内インシデント事例の紹介とその対策を周知 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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 

 
    〇有・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・医療の質に関わる担当者を発揮し、当院の医療安全を統括する。 
  当院では安全担当副院長がその役割を担う。 
 
 
② 専任の院内感染対策を行う者の配置状況 

 
 〇有（6名）・無 

 

③ 医薬品安全管理責任者の業務実施状況 

・医薬品に関する情報の整理・周知に関する業務の状況 

・医薬品安全管理責任者は、医療法施行規則第９条２３第１項第３号イ、ロに掲げる措置を適切
に実施するとともに、その担当者に医療安全管理室専従の薬剤師を配置している。 

  ・医療安全管理室専従の薬剤師を活用し、新規採用職員・中途採用職員に対する医薬品安全使用
のための教育を実施している。 

・医薬品に関する情報の収集・整理は、医薬品情報室に行わせる。 

・未承認等の医薬品の使用に係る必要な業務の実施状況 

・医薬品安全管理責任者は医療安全管理室専従薬剤師に指示し、各部署からの未承認や適応外・
禁忌に使用する医薬品情報を収集し報告を受ける。医療安全管理室専従薬剤師は医療安全管理
部会議にて報告を行う。倫理委員会での審議が必要であると判断された場合は医薬品安全管理
責任者および病院長に報告し、当該科に連絡する。 
これらの報告から医薬品安全管理責任者は、必要に応じ医薬品の適正使用にかかる注意喚起（禁
忌等や緊急安全性情報等）を院内全体に行わせ、必要に応じ手順の見直しを行っている。 

 

 

・担当者の指名の有無（〇有・無） 

・担当者の所属・職種： 

（所属：薬剤部 ，職種 薬剤師   ）  （所属：    ，職種       ） 

（所属：    ，職種       ）  （所属：    ，職種       ） 

（所属：    ，職種       ）  （所属：    ，職種       ） 

（所属：    ，職種       ）  （所属：    ，職種       ） 

 

④ 医療を受ける者に対する説明に関する責任者の配置状況 〇有・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  

 平成 29年 5月 29日・30日、全体研修で全職員へ周知。 

 専用様式（説明）テンプレートの使用 【別紙参照：専用様式テンプレート①・②】 



 
 
 

 

 

 

 

⑤ 診療録等の管理に関する責任者の選任状況 〇有・無 

・診療録等の記載内容の確認、及び指導の主な内容： 

 ◇全退院患者の診療録・診療諸記録について確認を行う〔量的監査〕と全診療科の診療録・診療

諸記録について確認を行う〔質的監査〕にて診療録等の記載内容を確認している。記載内容の

監査については、以下の項目を中心に「診療録・診療諸記録監査マニュアル」に則って確認を

行い、不備等があれば当該診療責任者と記載医へ通知をしている。 

確認項目：退院サマリー、手術記録、インフォームド・コンセント、診療記録、 

書類(入院診療計画書·検査等承諾書·手術承諾書・麻酔承諾書) 

◇主な指導（通知）内容：病名の訂正・追加、日付の誤り、略語の訂正、ICや書類の不備 等 

 

⑥ 医療安全管理部門の設置状況 〇有・無 

・所属職員：専従（１０）名、専任（１）名、兼任（８）名 

 うち医師：専従（１）名、専任（１）名、兼任（２）名 

 うち薬剤師：専従（１）名、専任（０）名、兼任（１）名 

 うち看護師：専従（３）名、専任（０）名、兼任（１）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：【別紙参照：医療安全管理部運用規程】 

 

※ 平成二八年改正省令附則第四条第一項及び第二項の規定の適用を受ける場合には、専任の医療に
係る安全管理を行う者が基準を満たしていることについて説明すること。 
※ 医療安全管理委員会において定める医療安全に資する診療内容及び従事者の医療安全の認識に
ついての平時からのモニタリングの具体例についても記載すること。 

⑦ 高難度新規医療技術の提供の適否等を決定する部門の状況 

・前年度の高難度新規医療技術を用いた医療の申請件数（6件）、及び許可件数（5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（ 〇有・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（ 〇有・無 ） 

・活動の主な内容： 

◇従業者から申請された内容を確認し、評価委員会での審議が必要か否かを審議する。 

◇評価委員会にて審査された結果の妥当性を審議し、病院長へ報告する。 



 
 
 

 

◇定期的に部門会議を開催する。 

◇承認された技術が申請通りに行われているかを確認する。 

・規程に定められた事項の遵守状況の確認の有無（ 〇有・無 ） 

・高難度新規医療技術評価委員会の設置の有無（ 〇有・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（9件）、及び許可件数（5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（ 〇有・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（ 〇有・無 ） 

・活動の主な内容： 

◇従業者から申請された内容を確認し、評価委員会での審議が必要か否かを審議する。 

◇適応外使用の報告について、報告書が未提出の場合には使用者へ報告書の提出を求め、提出され 

  た内容を確認・モニタリングをする。 

◇評価委員会にて審査された結果の妥当性を審議し、病院長へ報告する。 

◇定期的に部門会議を開催する。 

◇承認された新規または未承認の医薬品について、申請通りに使用されているかを確認する。 

・規程に定められた事項の遵守状況の確認の有無（ 〇有・無 ） 

・未承認新規医薬品等評価委員会の設置の有無 （ 〇有・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： 

 ・2017年度 死亡事例（580件）モニタ君（507件） 

 ・2018年度 死亡事例（262件）モニタ君（254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： 

 ・2017.5.22（開始）～2018.3.31（396件） 

 ・2018.4.1～2018.9.27（208件） 

・上記に関する医療安全管理委員会の活動の主な内容 

【別紙参照：医療安全管理委員会規程】 



 
 
 

 

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：国立国際医療研究センター／埼玉医科大学病院）・無） 

・他の特定機能病院等からの立入り受入れ 

（ ○有（病院名：国立国際医療研究センター／埼玉医科大学病院）・無） 

・技術的助言の実施状況 

 概ね良好に管理されているとの評価をいただいた。 

 

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 

（設置状況等）窓口の名称 ：  総合相談・がん相談支援センター  

相談日及び相談時間帯 ： 月～金 9:00～16:30 土 9:00～12:00  

（日曜日・祝日・第3土曜日・年末年始・創立記念日は除く）  

責任者の氏名（職種）： 廣井直樹（医師）  

（活動状況等）  

◇患者等への明示方法  

病院内（各建物）の入口等に「総合相談」を表示している。  

院内案内図「A0（総合相談）」で場所（窓口）を案内している。  

ポスターを各建物入口付近に掲示し案内している。  

総合相談前にカウンターを設け積極的な対応を行っている。  

入院のご案内（p14-15）で「総合相談」を紹介している。  

リーフレット「総合相談のご案内」を配布用として各建物入口付近に置いている。  

病院ホームページに掲載。  

◇相談により患者等が不利益を受けないよう適切な配慮の具体的方策  

東邦大学医療センター大森病院総合相談部規約第14条（相談情報の秘密保護）の規定の順守。  

 ポスター、リーフレット、ホームページに下記の通り記載。  

「個人情報を厳守し、不利益が生じないよう配慮しています。」  

◇相談窓口以外の相談の受付方法  

電話相談、投書箱（ご意見箱 病棟：19ヶ所・外来5ヶ所 計24ヶ所）病院HP内の質問 

フォームで対応を行っている。  

 

 

⑫ 職員研修の実施状況 

・研修の実施状況 

◇ 特定機能病院の見直し内容について外部監査の結果と指摘事項に関して 

    実施期間：平成 29年 5月 29日・30日 （ｅラーニング） 

 ◇ 平成 29年度 全体研修（全 2回） 

    第 1回 実施期間：平成 29年 5月 29日･30日 

    第 2回 実施期間：平成 29年 11月 27日・28日 



 
 
 

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

日の員数を記入すること） 

 

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

の実施状況 

・研修の実施状況 

管理者の研修の受講状況 

【研修時期】 

 平成 29年 11月 14～15日 

【研修内容】 

 特定機能病院 管理者養成研修 

【主催者名】 

 公益社団法人 医療・病院管理研究協会 

 

医療安全管理責任者の受講状況 

【研修時期】 

①平成 29年 7月 1日 

②平成 29年 11月 17日 

【研修内容） 

①医療事故の調査などに関するシンポジウム 

②特定機能病院 安全管理責任者研修 

【主催者名】 

①一般社団法人全国医学部長病院長会議（AJMC） 

大学病院の医療事故対策委員会 

②公益社団法人 医療・病院管理研究協会 

 

医薬品安全管理責任者の研修の受講状況 

【研修時期） 

平成 29年 11月 14日、15日 

【研修内容） 

医療の質の安全管理について、管理者に求められる医療安全に関する法令制度について等 

【主催者名） 



 
 
 

 

日本医療機能評価機構 

 

医療機器安全管理責任者の研修の受講状況 

【研修時期】 

 平成 29年 8月 19日 

【研修内容】 

 医療機器安全基礎講習会 

【主催者名】 

 公益社団法人 日本生体医工学会 

 公益社団法人 医療機器センター 

 

（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 

  
   〇有・無 

 

 ・ 基準の主な内容 

   東邦大学医学部附属病院長選任規程 

 

 

 

 

 

・ 基準に係る内部規程の公表の有無（ 〇有・無 ） 

・ 公表の方法 

  学内ポータルサイト 

 

 

 

 
 
 

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・〇無 

 

 ・ 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 

 
   〇有・無 
   

 

・合議体の主要な審議内容 

病院の運営方針、中期計画、予算及び決算の審議 

 

 

・審議の概要の従業者への周知状況 

議事録等はイントラネットを用いて各部署で閲覧できる仕組みにしている 

 

 

・合議体に係る内部規程の公表の有無（〇有・無 ） 

・公表の方法 

内部規程はイントラネットを用いて各部署で閲覧できる仕組みにしている 

 

 

・外部有識者からの意見聴取の有無（ 有・〇無 ） 

 
 

合議体の委員名簿 

氏名 委員長 

（○を付す） 

職種 役職 

 

別紙参照 

 

   

 
 
  



 
 
 

 
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（ 〇有・無 ） 
 ・ 公表の方法 
    学内ポータルサイト 
 
 ・ 規程の主な内容 
 
   管理者が、病院の管理・運営に必要な指導力を発揮できる内容 
 
 
 
 

 ・ 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 
   別紙参照 
 
 
 
 
 

 ・ 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 
   院内研修として、将来構想若手勉強会 
   外部研修として、医事研究会、医療安全研修など 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
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 〇有・無 

・監査委員会の開催状況：年 2回 

・活動の主な内容： 

  委員会は、当該病院における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状況について、管理者等から報告を求め、ま

たは必要に応じて自ら確認を実施する。 

 

・監査委員会の業務実施結果の公表の有無（ 〇有・無 ） 

・委員名簿の公表の有無（ 〇有・無 ） 

・委員の選定理由の公表の有無（ 〇有・無 ） 

・監査委員会に係る内部規程の公表の有無（ 〇有・無 ） 

・公表の方法：ホームページ 

    

 

 

 

監査委員会の委員名簿及び選定理由（注） 

氏名 所属 委員長 

（○を付す） 

選定理由 利害関係 委員の要件 

該当状況 

梅田 勝 東京工科大学 

医療保健学部 

学部長（医師） 

○ 医療に係る安全

管理に関する識

見を有する者 

有・○無 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 

小林 七郎 弁護士（東京弁

護士会） 

 法律に関する識

見を有する者 

有・○無 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 

岩本 裕 NHK チーフ・プ

ロデューサー 

 医療メディアに

関する識見を有

する者 

有・○無 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。） 

山﨑 純一 東邦大学 学長

（医師） 

 医療に関する識

見を有する者 

○有・無  

高松 研 東邦大学 

医学部 学部長

（医師） 

 医療に関する識

見を有する者 

○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 

 
 無し（検討中） 

 
 ・体制の整備状況及び活動内容 
 
 
 
 
 ・ 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 

有り 

 
 ・ 病院の管理運営状況を監督する会議体の体制及び運営状況 
 
   病院の予算執行状況等、管理運営に関する重要事項について監督する内容 
 
 
 ・ 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（ 〇有・無 ）（ 年11回 ） 
 
 ・ 会議体に係る内部規程の公表の有無（ 〇有・無 ） 
 
 ・ 公表の方法 学内ポータル 
 
 

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 

 

別紙参照 

 

  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 3件）（平成 30年度：3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 

 全体研修および各種会議にて報告 

 【別紙参照：医療安全に関する内部通報等についての規程】 

 

 



渡邊正志 Webmail

方策①

方策②

・スキル・技術 ａ．手術、検査、治療などの医療行為を行う際の説明及び変更時の説明
ｂ．療養指導のための説明
（診断名、病状、生活指導、抑制、薬剤、社会福祉資源の活用など）
ｃ．治療結果、検査結果の説明
ｄ．転医・転院の必要性についての説明
ｅ．セカンドオピニオン、紹介などが選択できることの説明

1.ネプチューン内テンプレートで現場記載

2.記載をモニタリングして、統計処理

3.記載の少ない部署、スタッフを抽出して、記載をお願いする。

モニタリング ネプチューン内テンプレートで現場記載

定期的にチェック

テンプレート①.テンプレート数、②同席者欄

取得資格 １． 説明が必要な内容 (当院の説明と同意の規約)

現行の問題点

看護師・医師・薬剤師の言語による調節をモニタリングする必要がある。
「手術、検査、治療などの医療行為を行う際の説明及び変更時の説明」の他
に、種々の説明が院内で行われている。

当院の説明と同意の規約に則って、院内で行われている説明を管理する。

目標 看護師・医師・薬剤師の言語による調節をモニタリングする

期限 まずはテンプレートを現場スタッフに知ってもらう。

専用テンプレートを作成して記載してもらう。院内で行われている説明をピック
アップ

１.目的・内容・モニタリング等

部署名 医療安全管理部 計画内容 説明・同意

具体名 患者説明テンプレート 施行開始時期 平成28年6月10日

代表者 内線電話 3571 res18@med.toho-u.ac.jp

安 全 施 行 化 計 画 書
 平成29年4月22日　作成

所属長氏名 渡邊正志

mailto:res18@med.toho-u.ac.jp


Kaizen計画書(安全モニタリング)一覧　（2017/9/1～2018/2/28分） 2018/3/30現在
名前 データ出所 頻度 数/内容 状況 管理結果
ニボルマブ（オプジーボ） MDMC T NC Do 大きな問題なく適切に使用されている
アタラックス MDMC T NC Do 投薬がせん妄原因となった例はないと判断し
アドレナリンシリンジ 医療安全管理部 T N Do
ミダゾラム 薬剤部 T NC Do
第三種向精神薬注射薬 T N plan 保管方法統一を検討中

DNAR テンプレート MDMC M N Do
下半期にテンプレートの再検討をおこない、再
周知をおこなった。しかし、テンプレートの使用
はされていないため再度周知をおこなう。

中心静脈カテーテル テンプレート MDMC W NC Do

CVC挿入時のテンプレートの使用件数は昨年
より増加している(395→827件)。認定医の申請
の際の必須項目としてﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄの記載を義務
付けたことが成果を上げている。
抜去時は昨年より大幅に減少している(84→36
件)。

鎮静:眼科プレセデックス 楽々テスト  NC Do

今年度より開始し、眼科の手術で特にプレセ
デックスを担当する看護師がe-Leaningを実施
している。また病棟看護師はe-Learningの実
施はほぼ完了した。

患者・家族の反応確認 テンプレート MDMC M N Act
患者・家族の反応確認のテンプレートの使用
件数は昨年より増加している(3066→6311件)。

患者説明テンプレート テンプレート MDMC M N Act
患者説明テンプレートの使用件数は昨年より
増加している(2167→3213件)。

説明に必要な要件テンプレートテンプレート MDMC M NC Act
今年度上半期に作成し、下半期に修正をおこ
なった。使用されていないため再周知が必要

認証率 輸血認証率 MDMC T NC Act
前期は98％であったが、95％と低下。原因検
索し、１００％に近づけるように改善する。

検体認証率 Ｍ ＮＣ Act
前期は87％であったが、85％と減少した。原因
解明し改善に向けて活動していく必要がある。

Ⅲb以上院内基準 モニタ君 F NC Do
タイムリーに報告が行われ事例検討し院長報
告につながっている。

死亡事例報告 モニタ君 F NC Check 入力率81.4％、入力率100％目指し改善策検

インシデント・アクシデント報告 あんしん君 F NC Do
2月末で5505件であり、医師報告は565件で
10.2％で報告文化は定着しつつある。

M&Mカンファレンス データを送付 M NC Do 実施しているが、多診療科の実施が難しい

意向表明カード 未定 M N Plan

院内イントラネット上で閲覧が可能となってお
り、患者へ出力ができるようになっているが、
意思表明カードが電子カルテへスキャナがさ
れていないため、使用件数は不明。しかし、会
議により周知をおこなっている。

救命センター入室バリアンス 紙　特定集中治療室 T NC Act 3月現在70件の報告があり
手術バリアンス報告 紙　手術室 T NC Act 1年単位で集計しているためデータなし

転倒転落発生率 MDMC T N Act
2月までで、1.79パーミルであり、骨折14件で目
標達成。取り組みを継続する。

重要周知事項の閲覧率 医療安全 T N Act
90％以上を保っているが、12月は、９０％を下
回った。皮膚科・耳鼻科・循環器外科・腎セン
ターの閲覧率が低い

RRS for Nurse　件数 医療安全 T N Do
報告：113件（患者29名）予期できる急変1件
（訪問型）病棟からの報告1件

非手術症例深部静脈血栓症
テンプレート

MDMC T N Do
2017年9月より開始した。9月から10月までの
テンプレートを用いての評価は671件あった。

数/内容: Number/ Content  N /C NC:数と内容　 N:数のみ
状況　Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善)

報告

その他

医療情報管理センター:Medical Data Management Center(MDMC)
頻度　月1回: M  週1回: W  頻回:frequent(F) 時々:at times(T)

医薬品・医療機器

技術・手技

説明と同意



 

東邦大学医療センター大森病院 

医療安全管理部運用規程 

 

（目的） 

第１条 医療安全管理部は、病院長直轄の医療の質統括会議の指揮下に あり、東邦大

学医療センター大森病院における「医療の質」の向上と医療事故発生防止及び

医療事故発生後の速やかな対応を行うことを目的とする。 

（構成） 

第２条  医療安全管理部は、病院長より任命された専従の医師・専従の看護師・専従の薬

剤師を置く。 

   ２  構成員は、医師・薬剤師・看護師・臨床検査技師・臨床工学技士・事務職員・警

察 OBより成り、医療安全管理部部長が選任し、病院長が任命する。 

   ３  病院長は専従の医師より医療安全管理部部長を、専従の看護師より医療安全管理

者を選出する。 

   ４  その他必要に応じて、他の職員を構成員に任命することは妨げない。 

（業務） 

第３条 医療安全管理部は省令・通知を踏まえて次の所掌業務を行う。 

  （特定機能病院の医療安全管理体制に関わるもの） 

（ア) 医療安全管理委員会に係る事務 

（イ) 事故その他の医療安全管理部門において取り扱うことが必要なものとして

管理者が認める事象が発生した場合いにおける診療録その他の診療に関す

る記録の確認、患者又家族への説明、当該事象の発生の原因の究明の実施

その他の対応の状況の確認及び当該確認の結果に基づく従業者への必要な

指導 

（ウ) 医療に係る安全管理に係る連絡調整 

（エ) 医療に係る安全の確保のための対策の推進 

（オ) 医療に係る安全の確保に資する診療の状況の把握及び従業者の医療の安全

に関する意識の向上の状況の確認 

 

  （臨床研修病院の医療安全管理体制に関わるもの） 

（ア) 安全管理委員会で用いられる資料及び議事録の作成及び保存、その他安全

管理委員会の庶務に関すること。 

（イ) 事故等に関する診療録や看護記録等への記載が正確かつ十分になされてい

るかの確認を行うとともに、必要な指導を行うこと 

（ウ) 患者や家族への説明など事故発生時の対応状況について確認を行うととも

に、必要な指導を行うこと。 

（エ) 事故等の原因究明が適切に実施されていることを確認するとともに、必要



な指導を行うこと。 

（オ) 医療安全に係る連絡調整に関すること 

（カ） その他医療安全対策の推進に関すること。 

 

   ２  第３条 １以外にも次の業務を行う 

１） 

 

安全管理に関する基本的考え方や組織に関する基本的事項について明示し

た安全管理のための指針の策定に関すること 

２） インシデント及びアクシデントの実態の把握と、その背景要因の分析と評価

に関すること「医療の質」の向上に関すること 

３） 医療の質統括会議の記録事務に関すること 

４） 相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全に係る患者・家族の相

談に適切に応じる体制を支援すること 

５） 定期的に院内を巡回し各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分

析し、医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策に関するこ

と 

６） 安全管理に関わる研修会の企画・運営に関すること 

７） 安全文化の醸成に関すること 

８） 安全管理対策委員会で用いられる資料及び議事録の作成及び保存、その他

安全管理対策委員会の庶務に関すること 

９） 外部監査・公官庁立入、ピュアーレビーに対する受け入れ対応をする 

10） ピュアーレビーに出向く、外部会議への出席 

11） セイフティーマネジャー会議の開催に関すること 

12） ハイリスク症例カンファレンスの運営・管理に関すること 

13） プロジェクトチームの運営・管理に関すること 

14） 院外死亡事例の診療部門との共有に関すること 

15） M&Mカンファレンスの運営・管理に関すること 

16） 危険な手技の認定技術管理に関すること 中心静脈カテーテルなど 

17） 子供虐待に関すること 

 

   ３  上記業務を遂行するにあたり以下のコンテントおよびツールを使用する。 

１ 事象報告システム 

 a Clip あんしん君システム 

  インシデント及びアクシデント 

  グッドジョブ 

  個人情報漏洩 

 b モニタ君システム 

  入院患者死亡事例報告 

  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管理者



が定める水準以上の事象が発生した際の報告 (院長報告) 

 c 緊急処置報告 用紙 

 d 報告ない場合の報告依頼 

 e バリアンス報告用紙 手術室・救命センター 

 f 院外死亡例報告 

 g 緊急電話連絡システム 

２ 事故発生時の対応 

 a 重大医療事故発生直後の対処指針 

 b 医療事故・医療関連死発生後チェックシート 

 c 検証物品チェックシート 

 d 医療事故発生後の流れ 

 e 医療事故発生後の対応（検証から公表まで） 

 f 医療事故等の報告及び公表基準 

 g 患者有害事象の程度(影響度)調査方法・公表方法関係 

 h 詳細報告フォーマット（保険会社依頼） 

3 報告後対応 

 a 院長報告後の流れ 

 b 報告依頼書、報告再依頼書 

 c M&Mカンファレンスの流れ 

 d SBAR型プレゼンテーションについて 

 e 出来事流れ図 

 f 認知バイアス検討表 

 g 死亡事例一覧  

 h 院長報告一覧 

4 改善策の策定 

 a 改善計画書 

 b プロジェクトチーム依頼フォーマット 

5 院長・医療安全管理委員会・安全管理対策委員会等への報告 

 a 日勤報告 

  ハイリスク症例カンファレンス申請書 

 

 

０２．組織および体制  

１．安全の医療を提供するための１０の要点 H15年版  

２．医療安全管理部門  

  １）運用規程 H30/04/09  

３．医療安全管理委員会  

  １）運用規程 H30/04/09  



４．医療の質統括会議規程 H30/04/09  

５．医療の質管理部運用規程 H30/04/09  

６．安全管理対策委員会  

  １）委員会規程 H30/04/09  

７．セイフティーマネジャー  

  １）規約 H27/06/08  

８．子ども虐待委員会  

  １）子ども虐待対策委員会規約 H21/12/14  

  ２）子ども虐待対策チーム規約 H21/12/14 

 

 

１．事故・状況報告基準 H29/06/08  

２．インシデント報告支援システム 運用マニュアル H30/05/01  

３．委託業者インシデント・アクシデント報告の流れ H23/03/14  

学生インシデント・アクシデント報告の流れ 

４．毎日報告(院長報告)  

  １）報告の流れ H30/03/07  

  ２）事象番号・部署番号一覧 H30/01/15  

  ３）入力の確認・訂正・削除 H29/06/13  

５．院内死亡報告(報告の流れ) 

 

 

４．事故発生時の対応  

１． H27/06/08  

２．医療事故・医療関連死発生後チェックシート H27/06/08  

３．検証物品チェックシート H27/06/08  

４．医療事故発生後の流れ H28/06/13  

５．医療事故発生後の対応（検証から公表まで） H28/06/13  

６．医療事故等の報告及び公表基準 H27/10/05  

７．患者有害事象の程度(影響度)調査方法・公表方法関係 H27/06/08   

 

０５．院内死亡  

０．異状死の届け出 ７．を参照 H24/05/--  

１．異状死発生時の対応 ７．を参照 H17/10/--  

２．院内患者死亡時の対応フローチャート ７．を参照 H27/10/03  

  １）院内死亡 院長への報告 H28/06/16  

  ２）死亡診断書 Ｈ27年度版 H27/05/01  

３．警察からの患者病歴等の問い合わせについての対応 H27/06/01  



４．死亡診断書の記載（他院解剖例） H27/10/02  

５．死亡日の登録方法 H28/03/15  

６．死亡報告(全例報告)の流れ H29/04/06  

７．平成 30年 3月 26日 全国医学部長病院長会議より H30/03/26 

 

 

 

第４条 医療安全管理者の業務については、次のとおりとする。 

１）  安全管理部門の業務に関する企画立案及び評価。 

２）  定期的に院内を巡回し各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析

し，医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策を推進する。 

３）  各部門における医療事故防止担当者への支援を行う。 

４）  医療安全対策の体制確保のための各部門との調整を行う。 

５）  医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修を企画・実施する。 

６）  相談窓口等の担当者と密接な連携を図り，医療安全対策に係る患者・家族の

相談に適切に応じる体制を支援する。 

 

  ２ 医療安全に関わる議事録・事故報告書の保管期間については、議事録は５年、配布

資料は１年、事故報告書は５年とする。 

 

（会議） 

第５条  医療安全管理部部会は、定例会として毎週金曜日午前１０時００分 

より事務棟２階の会議室にて開催することを原則としている。  

但し、必要に応じて臨時に開催することもある。 

 

（設置） 

第６条  医療安全管理部は、事務棟３階に設置する。 

 

（改訂） 

第７条  この運用規程の改訂を必要とする場合は、医療安全管理部部会で審議 

  し、構成員の過半数の賛成をもって決定される。 

 

附 則   この運用規程は、平成 15年 5月 22日から施行する。   

             平成 17年 7月 21日 改訂 

平成 22年 3月 25日 改訂 

平成 22年 6月  3日 改訂 

平成 27年 6月  8日 改訂 

平成 28年 6月 13日 改訂 



平成 29年 5月 18日 改訂 

平成 29年 6月  8日 改訂 

平成 30年 4月 9日 改訂 

 



東邦大学医療センター大森病院  

医療安全管理委員会規程 

（名  称） 

第１条 本会は、東邦大学医療センター大森病院医療安全管理委員会と称する（以下「本

会」という）。 

（目  的） 

第２条 本会は、医療センター大森病院における医療の質の向上と安全の管理を行うこと

を目的とする。 

（組織・構成） 

第３条  

１． 本会は、病院長に委嘱された次の各号の委員を以って構成する。なお委員が欠席

する場合は、委員長の承認を得、責任ある者を代理出席させること。 

（１） 医療安全管理責任者（医療安全担当：副院長） 

（２） 医療安全管理部長 

（３） 医療安全管理者 

（４） 医療安全管理部副部長（医師３名程度） 

（５） 医療安全管理部 専従看護師（２名程度） 

（６） 医療安全管理部 専従薬剤師 

（７） 事務部担当者（２名程度） 

（８） 薬剤部担当者 

（９） 医療機器安全管理責任者（臨床工学部担当者） 

（１０） 看護部担当者（２名程度） 

（１１） 輸血部担当者（１名程度） 

（１２） 社会医学講座 医療政策・経営科（１名程度） 

（業  務） 

第４条 

１． 本会は、次に掲げる事項について調査・協議し病院長に報告する。 

(医療法施行規則第1条の11 第1項第2号イロハの業務) 

イ 病院において重大な問題その他医療安全管理委員会において取り扱うことが

適当な問題が発生した場合における速やかな原因の究明のための調査及び分析 

ロ イの分析の結果を活用した医療に係る安全の確保を目的とした改善のための

方策の立案及び実施 並びに職員への周知 

ハ ロの改善のための方策の実施の状況の調査及び必要に応じた当該方策の見直

し。 

(医療法施行規則第9条の23 10の業務) 

医療に係る安全管理に資するため、次に掲げる措置を講ずること。  



イ  次に掲げる場合に、従業者に速やかに医療安全管理部門にそれぞれ次に定める

事 項を報告させること。  

(1) 入院患者が死亡した場合 当該死亡の事実及び死亡前の状況  

(2) (1)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  

ロ  イの場合においては、医療安全管理委員会に、第1条の11第1項第2号イから ハ

までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行わせること。  

(1) イの規定による報告の実施の状況の確認及び確認結果の管理者への報告  

(2) (1)に規定する実施の状況が不十分な場合における適切な報告のための従業者

への研修及び指導  

 

(医療法施行規則第9条の23 1項16号の業務) 

次に掲げる医療機関内における事故その他の報告を求める事案（以下「事故等事 

10 案」という。）が発生した場合には、当該事案が発生した日から二週間以内

に、次に 掲げる事項を記載した当該事案に関する報告書（以下「事故等報告書」

という。）を 作成すること。  

イ 誤った医療又は管理を行ったことが明らかであり、その行った医療又は管理に

起因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障害が残った事例又は予期しな

かつ た、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事案  

ロ 誤った医療又は管理を行ったことは明らかでないが、行った医療又は管理に起

因して、患者が死亡し、若しくは患者に心身の障害が残った事例又は予期しなか

つた、若しくは予期していたものを上回る処置その他の治療を要した事案（行っ

た医療又は管理に起因すると疑われるものを含み、当該事案の発生を予期しなか

つたものに限る。）  

ハ イ及びロに掲げるもののほか、医療機関内における事故の発生の予防及び再発

の防止に資する事案 

 

上記イロハ別の報告書の作成し、登録分析機関へ報告する 

 

(医療法施行規則第1条の10の2 第3号の業務) 

病院等の管理者が、当該医療を提供した医療従事者等からの事情の聴取及び第1条

の11第1項第2号の委員会からの意見の聴取（当該委員会を開催している場合に限

る。）を行った上で、当該医療が提供される前に当該医療従事者等が当該死亡又は

死産を予期していたと認めたもの 

(上記以外の当該委員会の業務) 



① インシデント、アクシデントレポート(あんしん君)にて報告された事例につい

ての検討、分析及び改善方策の立案 

② 全死亡事例の検討 

③ ３ｂ以上事例の検討 

④ 国内外の医療事故の検討 

⑤ 未承認等の院内使用状況の確認 

⑥ 医療機器に関する適応外使用の確認 

⑦ こども虐待の発生の状況確認 

⑧ 医療の質に関する事項 

⑨ 総合相談に関する事項 

⑩ その他 

２． 改善方策の実施状況のモニタリングおよび管理を行うとともに各種現場へのフィ

ードバックを目的とするために、随時関連部署の巡回を行う。 

 

（任  期） 

第５条  委員の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後

任者任期は、前任者の残任期間とする。 

（運  営） 

第６条    

１． 本会の議長は医療安全管理部長が務める。 

２． 本会の定例会議は、毎週金曜日に開催する。 

３． 委員長は、必要時、本会に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことが

できる。 

４． 議事の結果、業務やマニュアルなどの改善要請等が必要な場合は、病院長に報告

する。 

病院長は、この主旨の伝達を文書で行う。この要請を受けた部門は速やかに改善

などの具体策又は応答を行わなければならない。 

（事務局） 

第７条  事務局は、医療安全管理部が担当する。 

事務局は、本会の速記議事録を速やかに各委員に配布する。 

事務局は、欠席者がいた場合には近日中に審議の内容を伝える。 

（委  任） 

第８条  この規程に定めるものの他、本会の運営等について必要な事項は、委員長が本会

に諮って定める。 

 

 



（改  正） 

第９条  本規程の改正を必要とする場合は、本会で審議し病院運営審議会の承認を経て行

うものとする。 

 

附 則 

  この規程は、平成３０年４月９日から施行する。 

        

 







役員

理事長  炭山嘉伸  東邦大学名誉教授

理事  山崎純一  学長

常務理事  佐藤信一  （財務・施設担当）

常務理事  所　常明  （総務・人事担当）

理事  渡邉善則  医学部長

理事  田中芳夫  薬学部長

理事  古田寿昭  理学部長

理事  福島富士子  看護学部長

理事  小原　明  大森病院長

理事  平野　勲  駒場東邦中・高等学校校長

理事  石井敏浩  薬学部教授

理事  舳松　洋  医学部東邦会会長

理事  塚原英基  薬学部鶴風会理事長

理事  森田啓子  看護同窓会会長

理事  大島範子  東邦大学名誉教授

監事  西込明彦  弁護士

監事  望月正芳  公認会計士



            

医療安全に関する内部通報等についての規程 

 

１ 目 的  

この規程は、東邦大学医療センター大森病院（以下、「病院」という。）における医療安全の適正な

実施に疑義が生じた場合において、病院の職員等が病院内に設置された通報窓口に通報または相談

（以下、「内部通報等」という。）できる制度を創設し、これにより、病院における医療安全の適正な

実施を確保し、もって社会から信頼される病院運営を担保することを目的とする。 

  

２ 通報対象事実及び内部通報等窓口 

（１）通報対象事実は、医療安全の適正な実施に疑義が生じた場合に関する情報とする。 

（２）病院は、内部通報等を受け付ける窓口を病院の医療安全管理部内に設置する。 

 

３ 通報者及び相談者   

通報者及び相談者（以下、「通報者等」という。）は、大森病院で働く者全て（退職者を含む。）及

び病院で研修を受けている者（研修生等）とする。 

 

４ 内部通報等の方法 

  匿名による内部通報等も可能とし、以下の方法により行う。 

（１）匿名通報 職員ご意見箱を通じて行う。 

（２）非匿名通報 インシデント・アクシデントシステム内の CLIP「改善提案」を通じて行う。 

 

５ 禁止事項 

  通報者等は、不正の利益を得る目的、病院または第三者に損害を加える目的、その他の不正な目的を

もって内部通報等を行なってはならない。 

 

６ 内部通報等の受付 

医療安全管理部は、通報者等から内部通報等を受け付けた場合、その内容に応じて迅速かつ適切に対

応しなければならない。ただし、内部通報等の内容が医療安全の適正な実施に疑義が生じた場合に関す

る情報でないことが明らかであるときはこの限りではない。 

 

７ 専門的事項 

医療安全管理部は、受け付けた内部通報等の取扱いにおいて、高度の専門性を要すると判断した場合

は、法人顧問弁護士の意見を求めることができる｡ 

 

８ 調査の決定と通知 

（１）医療安全管理部は、内部通報等を受け付けてから 14 日以内に調査を実施するかどうか決定する。

決定に際しては、６項ただし書きを勘案する。 



（２）医療安全管理部は、非匿名による内部通報等で通報者等が明らかである場合には、通報者等に対し

て、決定後速やかに決定内容を通知する。調査不実施の決定をした場合には、その理由を付して通知

する。 

 

９ 調査の実施 

（１）医療安全管理部は、書類調査、実地調査、聞き取り調査その他の適切な方法により調査を行なう｡ 

（２）医療安全管理部は、調査のために必要があれば、病院長の承認を得たうえで、別に調査委員会を設

置することができる｡ 

（３）調査対象部署および関連部署の職員等は、調査に際して協力を求められた場合には、正当な理由が

ある場合を除いて、これに応じなければならない。 

 

10 遵守事項 

（１）医療安全管理部および前項（２）の調査委員会委員は、その職務の遂行にあたって、次の事項を遵

守しなければならない。 

ア）職員等および第三者の権利又は正当な利益を侵害しないこと｡ 

イ）調査対象部署や調査対象者の業務の遂行に重大な支障を与えないこと。 

ウ）常に公平不偏の態度を保持すること｡ 

エ）職務上知り得た事実を正当な理由なく他に漏えいしないこと。 

（２）医療安全管理部および前項（２）の調査委員会委員は、その職を離れた場合であっても、（１）エ）

に定める事項を遵守しなければならない。 

（３）医療安全管理部担当者は自らが関係する内部通報等の事案処理に関与してはならない。 

 

11 報告 

  医療安全管理部は、内部通報等の事案処理にあたっては、個人情報の保護に配慮し、その重要性を勘

案しながら、その状況を病院長に報告しなければならない。 

 

12 是正措置 

病院長は、通報対象事実が認められた場合、速やかに是正措置および再発防止策を検討しなければな

らない。 

 

13 通報者等の保護 

  通報者等は、病院からいかなる不利益な取扱いも受けない。ただし、５項に該当する場合は、この  

限りではない。 

 

14 事務処理 

  この規程に関する事務は、医療安全管理部が担当する。 

 

15 規程の改廃 

  この規程の改廃は、安全管理対策委員会での議決及び病院長の承認を必要とする。 

 



附 則 

この規程は、平成２９年２月１３日から施行する。 

 



(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 一般病院２ 機能種別版評価項目3rdG：Ver.1.1 

平成28年4月1日付で3度目の認定更新 

   （認定期間：平成28年3月20日～平成33年3月19日、初回認定日：平成18年3月20日） 

◇ ISO 15189｢臨床検査室-品質と能力に関する特定要求事項」認定取得 

   （認定期間：平成29年3月16日～平成33年3月31日、初回認定日：平成29年3月16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 

◇ 公開講座を実施し、一般の方に対して、広く情報発信を行っている。（年間10回） 

◇ 地域連携学術セミナーを年１回開催し、当院の診療内容・方針を理解していただき、 

地域医療機関との医療連携促進に役立てている。 

◇ 広報誌「The Expert」を月に１回発行し、当院の診療内容について広く情報発信を 

行っている。 

 

 

 



 

3  複数の診療科が連携して対応に当たる体制 

① 複数の診療科が連携して対応に当たる体制の有無 ○有・無 

 ・複数の診療科が連携して対応に当たる体制の概要 

◇ 組織横断的なチームを形成することで、複数の診療科・多職種の職員が連携して、対応に

当たっている。（呼吸ケア・褥瘡ケア・認知症ケアチーム、周術期センター 等） 

 

 

 

 

 


